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※新型コロナウイルスの影響により、展示期間が変更となる場合があります。
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入学、就職、転職や転勤などで、4月から新しい生活を迎える

人も多いのではないでしょうか。

図書館では新生活を迎える皆さん、そして新しいことを始めた

いと考えている皆さんへ、ひとり暮らしに役立つ本やビジネスマ

ナーに関係する本などおすすめの本を展示します。新しい生活

に図書館の本を活用してみませんか。ぜひ、ご覧ください。

延岡市立図書館には、地元紙『延岡新聞』が所蔵されています。この『延岡新聞』は、

国立国会図書館にある一部を除くと、当館にしか所蔵がなく、当時の出来事や郷土の

歴史を知るうえでたいへん貴重な資料です。

今回は、当時の新聞から65年前の記事を紹介します。

延岡で4月に行われる祭りと聞くと、「今山大師祭」を思い浮かべるのではないでしょうか？

今山大師祭のシンボルといえば、今山に祀られている「弘法大師像」です。この「弘法大師像」は戦後、空襲で焼け野原となった

市街地を見て「世界平和を祈願し、郷土復興に資する日本一の銅像を建てたい」という願いから、多くの市民の寄付を受けて完

成しました。今から65年前の昭和32年のことです。

昭和32年4月18日の『延岡新聞』を見てみると、この日に大師像の開眼式が開催され、「除幕式には市内五十ヶ寺住職や信者、

一般来賓など約五百名が参列」し、岡富中学校の2年生と旭小学校の6年生の二人の手で開眼が行われたとあります。

大師像が完成して最初の大師祭は18日から22日の5日間にもわたり行われたのですが、昭和32年4月23日の一面見出しに

は「雨ばかりの大師祭 それでも人出二十萬人」と書かれており、あいにく5日間全て雨に見舞われたようです。また、「迷子も二十八

名」の見出しとともに、川島から来て母親とはぐれた男の子が門川町まで歩いていき、門川署で保護

されたという驚く記事もありました。

その後、平成29年4月13日の『夕刊デイリー』では建立60周年を迎えた特集が組まれています。

記事には建立当時の写真が掲載されており、作業の様子を知ることができます。

今年も4月に開催予定の「今山大師祭」を図書館の新聞で振り返ってみませんか。

【展示期間】4/5（火）～5/1（日）

「新生活に贈る本」展

人生初のひとり暮らしをするための、物件の見つけ

方やお得な引越し術、家事の基本をイラストや図、

表を使ってわかりやすく解説した1冊。見落としが

ちな注意点やトラブルなど、もしものケースへの対

処法についてもまとめられています。

『はじめてのひとり暮らし安心ガイド』

造事務所∥編（メディアバル）

読む「宗教」

― 読んで知る仏教の世界 ―

【展示期間】4/5（火）～5/5（木）

4/8がお釈迦様の誕生日であることをご存じでしょうか。

この日は花まつりなど各地でお釈迦様を祝うお祭りが行われ

ます。

また、延岡では「今山大師祭」が毎年4月に行われています。

そこで、今月はお釈迦さまや弘法大師（空海）など仏教の世

界を知ることができる本を展示します。

『弘法大師の世界』

武内 孝善∥監修（平凡社）

信仰や説話、伝承の世界で語られる弘法

大師の魅力と真価を豊富なカラー図版と

ともに紹介した1冊です。

「発達障がい啓発週間」展

【展示期間】4/5（火）～5/5（木）

4/2～4/8は「発達障がい週間」です。市の障がい福祉課

と連携して、発達障がいに関する本を展示します。

『「夢を手に入れる」人がやっている時間術』

ａｙａ∥著（自由国民社）

時間は限られているからこそ、上手に使いたいで

すよね。この本は、普通のOLが普段から実践して

いる時短だけでなく質にもこだわった小さな工夫

を惜しげなく紹介しています。

「あの日、あの時」

新聞でふりかえる延岡

～ 昭和32年4月～



　

開館時間 【火～金】9：00～19：00 【土日祝】9：00～17：00 ※時間外の返却は、返却ポストをご利用ください

【えほんのじかん】10:30～11:00 対象：0～3才程度 【おはなし会】16:00～16:30 対象：未就学児 場所：おはなしのへや

【こども映写会】毎月第一・第三火曜日 15:00～15:30 (約30分) 場所：おはなしのへや

※新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、イベントが中止になることがあります。ご了承ください。 図書館ＨＰ
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5月7日(土)
10:00～15:00

「一万円選書」とは、北海道砂川市にある「いわた書店」が作成した特製カルテをもとに、その人のためだけに本を１万

円分選びお届けする選書サービスのこと。今、このサービスが多くの感動を呼んでいると話題となっています。なぜ、行っ

たこともないいわた書店にこれだけの注目が集まるのか…今では３千人待ちというこのサービスのどこに魅力があるの

か、この本を読んで疑似体験してみませんか。

１日図書館員

４月23日から5月12日はこどもの読書週間です。図書館では、この期間に合わせて「こどもとしょかんフェス

ティバル」を開催しています。こども達が図書館という場所に来たり、本に親しむきっかけになるように様々なイ

ベントを企画しています。みなさまのご来館を心よりお待ちしています。

おはなし会

『一万円選書 北国の小さな本屋が起こした奇跡の物語』 岩田 徹∥著 （ポプラ社）

『大人も知らない？ふしぎ現象事典』 「ふしぎ現象」研究会∥編 ヨシタケ シンスケ∥イラスト （マイクロマガジン社）

「ペンの端を持って振るとペンがふにゃふにゃに見える」という現象に、「ラバーペンシルイリュージョン」という名前があ

るって知っていましたか？この事典では他にも「テストの前日に部屋の掃除がしたくなる」「ケータイがブルブルしてると

思ったら気のせいだった」など身の回りで経験したことのある不思議な現象には名前があるいうことを楽しいイラストと

分かりやすい解説で教えてくれます。子どもはもちろん大人も楽しんで読むことのできる1冊です。

<午前の部>
10:00～12:00

<午後の部>
13:00～15:00

【対象】小学３年生～中学３年生 ※先着順

「ブックリサイクル」で使用する本を募集します。ご家庭で不用になった本がありましたら、図書館へご寄贈ください。

【場所】おはなしのへや

14:00～14:30

図書館職員によるおはなし会です。

こども映写会

①10:00～10:30
②11:00～11:30

【場所】おはなしのへや

【定員】20名程度

【上映内容】

「おおかみと七ひきのこやぎ」

「ないたあかおに」ほか

参加自由 当日受付

春のブックリサイクル

10:00～15:00

【会場】アートギャラリー

（カルチャープラザのべおか２階）

参加するには、整理券が必要です。

整理券は、４/12(火)からカウンターで

配付します。

要整理券

参加者募集

おりがみであそぼう！
【場所】フリースペース

(カルチャープラザのべおか２階)

みんなが作ったおりがみを大きな紙

にはってひとつの作品にしよう！

10:30～13:30

参加自由

【場所】セミナー室２

(カルチャープラザのべおか２階)

スライムを作ろう！

【対象】小学生 ※各回先着15名

①10:30～11:00
②13:00～13:30

参加者募集

【対象】３～６才くらい

【定員】２０名くらい

※事前予約は不要です

図書館司書の仕事を体験しよう！

不用本募集！ 雑誌・漫画・参考書・辞典については受付しておりません
【募集期間】４月５日㈫～４月26日㈫ ※休館日を除く

【受付場所】図書館本館中央カウンター

インスタでも

情報発信中！


