文庫あれこれ◆5 月 6 日臨時開館して、藤田浩子さ
んをおまねきして、子どものための「若葉のころの
ついこの間
おはなし会」をしました。伊豆新聞にも載せていた
◆
だき、50 人以上の参加者がありました。でも文庫
の会員の比率同様、子どもの数はおとなの 2 割。ち
ょっと残念。◆内容や様子は、No.2 の方に、伊豆
の国市長岡から参加された児童書店「グリム」さん
が転載のかたちでご報告くださったので、ご覧くだ
さい。ともかく、藤田さんの時間にみんな繰り込ま
れて本当に楽しかったです。◆さて、この日曜は「大
きい人の
ための若
葉のころ
のおはな
し会」
、
何人の聴
き手が来
てくださ
るやら。
◆ところで、先月ウグイスについて触れましたが、
6 日、ヒメシャラの枝で、語り手の藤田さんに負け
じと美しい声を聴かせてくれていました。美声に惚
れ惚れ。◆ところで、文庫に通い続ける子どもたち
は少数ですが、みんな精鋭です。連れてくるのが大
変、と思っているおかあさん、あと数年は連れてき
てね。必ず心豊かな子どもになります。◆今回、
No.2 子どもの本の欄のあとに、紹介文を書いてく
れたのは、中 2 の A ちゃん、毎月文庫に弟君とや
ってきて、おはなし会もちゃんと聞いて、たくさん
本を借りてゆきます。小学校のころから大人の本を
読んでいて、私から見ると、もう少し子どもでいて
よ、と思うのですが、今回の文で、しっかり読んで
いてくれたと感心しました。ほとんどしゃべらない
お嬢さんですが、海の日には、何とここ数年、語っ
てくれています。頼もしい会員です。◆2 女が今月
末で無効になるマイルをゆずってくれて「どこかに
マイル」（よくできた名前）というパック(日航が４
つの予定地を提示。そのうちのどこへ行けるかは空
席次第)で、
徳島空港へ。夫さんが鳴門市の宿を予約。
左に鳴門大橋を、目の前に淡路島を眺めながら、2
日間、読書とおはなしを憶えながらのんびりしまし
た。◆今日水曜日は爽やかなお天気ですが週末は?
◆散策の季節ですが、ちょっと長い開館日です。新
「五月祭」を見学して、文庫にもぜひ!!◆痛ましい事
件。危険はどこにでも。特に子を持つ親は…(西村)

2018 年 5 月に読んだ本の感想
森・林・浴
ついこの間
『西南役伝説』 石牟礼 道子著 講談社文藝
文庫刊 2018年30月 第1版
これを読んで、正直言って石牟礼道子さんの本
はもう勘弁してくれという心境になった。とにか
くしつこい粘りっこい人。あとがき（初版）でこ
の本を書くのに結局20年かかったと言っている。
西郷さんの最後の事件―西南戦争の事実推移を知
りたいという人は、まず普通の歴史の本を紐どい
た方がよい。（まあ書名も「伝説」ですからね）
この本は、まず序章「深川」から始まるが、こ
れは水俣近くの地元「深川」の4人の爺さん、1人
の婆さんの座談会だ。本体をなす第6章までで一番
長いのが第4章天草島私記67頁。継ぎ足しの「拾
遺」が3章あって更に「あとがき」「さらにあとが
き」もう一つ「あとがき」と続く｡（最後の赤坂憲
雄氏の解説では「三十年振りの再読」となる）。
石牟礼道子さんの立場は常にはっきりしている!
それは徹底的に社会の底辺にいる「庶民」（「百
姓」「漁師」など）を主人公にすることである。
読んでいると、とにかく熊本弁（と言うのかな）
に頭がすっかりかきまわされることは、間違いな
い。（西郷さんなんかは殆ど出てきません。）
『潜伏キリシタンは何を信じていたのか』宮崎賢
太郎著 角川書店刊 2018年2月刊
初版
いま「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺
産」をユネスコの世界遺産に登録をという運動が
あるらしいが、このいわゆる隠れキリシタンの実
態について宮崎賢太郎と中園成生の両氏による2冊
の立派な研究が出た。中園氏はかくれキリシタン
の信仰形態は現在のカトリックとは異質でオラシ
ョを呪文のように唱え、聖水を使って病気を治し

★開館日は通常は
第 3 日曜と前日の土曜です★
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◆5 月は延長 18 日（金）～21 日（月）の 4 日間

子どものための『若葉のころのおはなし会』は
たくさんの参加者を得て楽しく終了しました。
「大きい人のための『若葉のころのおはなし会
★20 日（日曜）午後 3:15★からです。
◆6 月は通常 16 日(土)～17 日(日)両日
◆7 月は通常 14 日(土)～15 日(日)両日
★夏のイベント：海の日のおはなし会は
15 日(日)16:30～伊豆高原駅広場
💛開館記念子どものためのおはなし会は
16 日(祝)10:30～沙羅の樹文庫で開催
※前号で夏のイベントの日にちを間違えました。
お詫びして訂正します。
◆8 月は延長 18 日（土）～21 日（火）の 4 日間
◆9 月は通常 15 日（土）～16 日（日）両日
通常の文庫の時間
土曜は 14:00～17:00 日曜は 10:00～15:00
✿毎月開館日の日曜には、10:30～11:30
子どものための小さなおはなし会があります。
★毎月開館土曜日 11:00～13:00
おはなし沙羅の勉強会
よみきかせの練習・本選びの勉強にもどうぞ!

5 月頃から咲く睡蓮｡花ことばは、清純な心・信頼

海の涯は 滝なのだ と
信じていた なつかしい人びと
海の涯から とびおりると
空へ落下するのだ と
・・・・・・・・・・

草をわけて
続くみちと
みえない空の道が
どこかで 出逢いそうな日
モーツアルトの木管がなっている
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
徳島空港・阿波踊りの人形群

沙羅の樹文庫の HP もどうぞご覧ください!!
http://saranokibunko.com

日本の神や仏のも敬意を払うものと言う。一方宮崎
氏は、この本で述べているように、禁教期のキリシ
タンは命がけで先祖伝来の信仰を守り通したが、そ
れはキリスト教ではなく、伝統的な神仏信仰の上に
デウスという神も拝む民族宗教だったと思えばよい
のではないか。

読む楽しみを～北の国から⑧
亜子:記

『打ちのめされるようなすごい本』
（米原万里著 文春文庫 2009 年）
――どこまでも追い求める探究心――
本書のなかにどうしても読みたい箇所があり手に
取った。著者が、私の気になっていた本をどう評し
ているのか知りたかった。そのついでに本書を通読
することにしたのだが、読了するにはかなりの時間
がかかる。膨大な量の本を紹介している。だが、あま
りの面白さに紹介されているどの本もどの本も読み
たくなる。読者を本の世界に誘うのがとてもうまい。
この人の書評のパワーはどこから来るのか、と不思
議に思ったが、その秘密はしつこいくらいの探究心。
2006 年 5 月に卵巣がんで亡くなった著者は、まだ
56 歳という若さだった。ロシア語の同時通訳として
超一流であり、ゴルバチョフやエリツィンに名指し
で指名されるほどのロシア語の実力、しかもロシア
通にして深い教養の持ち主。それほどの実力があり
ながら、同時通訳という仕事を捨てて作家に転身し
た。本書は 1995 年から 2005 年までの 10 年間の全書
評。これが最初で最後の書評集。小説やエッセイも
無類の面白さだが、書評という地味なジャンルでも
読者を楽しませてくれる。ここに取り上げ紹介して
いる本の裏側には紹介しきれない何百倍もの本を読
みこんでいる形跡がある。
作家の井上ひさしは解説で次のように義理の姉で
ある米原を悼む。
「世の中に割りに合わない仕事があ
るとすれば書評はその筆頭株。稿料は安い。手間暇
はかかる。よほどの本好きでないと続かない困難な

岸田衿子作『ソナチネの木』（ ID17162）から
詩の棚にあります。
安野光雅の絵がすてきな絵本です。

作業である。米原万里はこの困難にいつも正面か
ら、しかもうれしそうに体当たりして、その文筆
活動の時間の少なさからは信じられないほどたく
さんの書評文を遺して読書子の前から姿を消し
た」
「すぐれた書評家はいま読み進めている書物と
自分の思想や知識をたえず混ぜ合わせ爆発させ
て、その末にこれまでになかった知恵を生み出す
勤勉な創作家なのだ。著者と評者とが衝突して放
つ思索の火花――わたしたち読者はこの本によっ
てその火花の美しさに酔う楽しみを恵まれた」。
1950 年生まれの米原万里は小学生の時（9 歳か
ら 14 歳まで）、日本共産党員の父親の仕事の関係
でチェコの在・プラハ、ソビエト学校に通う。そ
こはチェコに暮らす世界各国の共産党員の子ども
が学ぶ学校だった。早熟なイタリア娘から性の知
識をふんだんに得たり、日本語の本に飢えていて
『講談社少年少女世界文学全集 全 50 巻』を 20
回くらい繰り返し読んだり、ロシア文学も深く読
みこんだらしい。ロシア語のドストエフスキー全
集もトルストイ全集も高校生の時には読み終えて
いたというから驚く。ロシア文学も日本文学も当
たり前の教養として蓄えていた。だからこそ同時
通訳という自分を消す透明な存在よりも、作家と
いう自分を表現する仕事に魅力を感じたのかもし
れない。
『パンツの面目ふんどしの沽券』などにみ
られる、ユーモアたっぷりの歯に衣着せぬ言葉は、
爽やかで鋭い。しかも、この本は役に立つ情報が
満載。
卵巣がんがさまざまな部位に転移しても「座し
て死を待つほど達観していない私は必死で他の治
療法を求めた」と本書に記しているように、もっ
と生きていたいと、あらゆる癌治療の本を読みま
くり、代替療法とよばれるさまざまな治療法に身
をもって挑戦し続けた。結果は無残なことに、す
べてが彼女には無効だった。しかし、その絶望的
な自分の癌さえ客観的に冷静に見つめ、治療本と
その著者を冷静に評している姿は最期まで変わら
なかった。誠実で濃密な書評集。

18 年 5 月に入った子どもの本
絵

本

『かん字のうた』(川崎洋詩 久住卓也絵 岩崎書
店 2017)ID12711
『この本をかくして』(マーガレット・ワイルド文
フレヤ・ブラックウッド絵 アーサー・ビナード訳
岩作書店 2017)ID12712
『きみはライオン―たのしいヨガのポーズ』(ユ・テ
ウン作絵 竹下文子訳 偕成社 2017)ID12713
『じまんのマフラー』(マーシャ・ダイアン・アーノ
ルド文 マシュー・コーデル絵 椎名かおる訳 あ
すなろ書房 2016)ID12720
『プレッツェルのはじまり』(エリック・カール作
アーサー・ビナード訳 偕成社)ID12723
『かわいそうなぞう』(つちやゆきお文 たけべも
といちろう絵 金の星社)ID12724※事実とはだ
いぶ違うようですが、戦争とはこんな悲しみを生む
という意味で入れました。
『猫魔ヶ岳の妖怪―福島の伝説』(八百板洋子再話
斎藤隆夫絵 福音館書店 2017)ID12716
『ななめねこまちをゆく』(ジェイソン・カーター・
イートンぶん ガス・ゴードンえ 小手鞠るい訳
マイクロマガジン社 2017)ID12715
『走れ!! 機関車』(ブライアン・フロッカ作絵 日暮
雅通訳 偕成社 2017)ID12714
『とてもとてもサーカスなフロラ』(ジャック・セン
ダック文 モーリス・センダック絵 江國香織訳
集英社 2017)ID12722
『わたしの兄の本』(モーリス・センダック著 柴田
元幸訳 集英社 2017)ID12721
『藤田浩子のあやとりでおはなし』ID１2725
『藤田浩子のハンカチでおはなし』ID12726
※上記 2 冊ともに一声社刊、5 月来館の藤田さん
の本、おかあさん,子どもとやってみて!!

『星やどりの声』を読んで
本岡あかり（対島中２年）
私が最初この本を借りた理由は、単純に表
紙がきれいだったのと、作者が朝井リョウさ
んだったからです。
朝井さんの本は、以前
『少女は卒業しない』
や、『桐島、部活やめる
ってよ』などの本を読
んだことがあり、好きな
作家さんの一人でした。
この本は、六人きょう
だい一人一人の目線で描かれています。一人
の心情を描きつつ、物語が少しずつ進んでい
くところが読んでいて楽しかったです。
六人きょうだいの亡き父が建て、今は母が
切り盛りする「星やどり」というカフェが出
てくるのですが、
「星やどり」という名前には、
「雨から身を守ることは〔雨宿り〕だから、そ
れに対して、今にも落ちてきそうな星の光を
受けとめるためには〔星やどり〕」という意味
があり、それがとても素敵だなと思いました。
あと、長女の琴美や三女のるりは、よく店
の手伝いをしていたり、ほかの四人もよく店
に来ていたりと、みんな、
「星やどり」に深い
愛着を感じているのだな、と思いました。
一人一人性格がバラバラで個性が出ている
ところは、会話の部分など読んでいておもし
ろかったです。
心情の変化や葛藤など一人一人あって、
「こ
ういうことがあったから、この人はこういう
行動をしたんだ」と思うところも結構ありま
した。これは誰か一人を主人公にしてしまう
と、こうはならないと思いました。
そして、長女琴美の章で「星やどり」が存続
の危機に陥ってしまいます。またここで六人
きょう

きょうだいと父母の名前についてや、
父が店の名前
を「星やどり」にした理由などがわかります。それ
まで私は気にもとめていなかったので、とてもハッ
としました。
この本を読んで、私は、家族って、とても大事な
んだな、と思いました。これは、読んでますます朝
井りょうさんを好きにさせてくれた作品でした。
『星やどりの声』
（朝井リョウ著 文藝春秋）ID9989
🌼沙羅の樹文庫に見えていた
懐かしいおはなしおばさん・藤田浩子さんを訪ねて🌼
沙羅の樹文庫さんの開放的な佇まい、書棚、蔵書数に
圧倒される。ヒメシャラの樹をバックに、緑のシャワー
の中で野外劇場の始まりはじまり!
手遊びに、福島の民話、アメリカで聞いたおはなし。
次から次ととび出てきて、子どもも大人も笑い、笑い。
箱の中からどんな小道具が飛び出してくるか興味津々。
みているだけでなくて、子どもも大人も一緒に参加。歌
ったり、手遊びしたり、みんないきいき!
何回聞いても面白い「こもりどろぼう」「カッパのは
なし」、手袋人形の「カラスの親子」、お手玉遊びは「時
計屋さん今なーんじ」
「ゴリラジャグリング」
、紙で作っ
た「いないないばあ」
「返信泥棒」
「コートのはなし」な
ど等、いつの間にか時間が過ぎてしまった。
おお、浩子おばさんはびゅんびゅんごまを手足で四つ
もできちゃうんです。そのびゅんびゅんごま、みんな、
お土産にいただきました。
東日本大震災でのこと、そしてゲームなどに長時間熱
中すると脳機能が破壊され、自分の気持ちを伝える言葉
や人の気持ちを感じる力、人間として生きていくための
力が育たない。お手玉などで遊んだりすると、機能が元
に戻っていくという貴重な話もされた。ちょっと身近な
もので作って楽しく遊びながら知恵がついていくとい
うことでしょうか。子どもたち、子育て最中のママたち
へのおっきな愛を感じたのでした。
藤田浩子さん、相変わらずのしなやかさにびっくりで
す。沙羅の樹文庫さん、楽しいひと時をありがとうござ
いました。
伊豆の国市・長岡の児童書専門店「コーヒーグリム」さんの FB
から転載させていただきました。(さ・ら)

18 年 5 月に入ったおとなの本
フィクション
『 さ ざ な み の よ る 』（ 木 皿 泉 著 河 出 書 房 新 社
2018）ID17482
『泣きかたをわすれた』（落合恵子著 河出書房新
社 2018）ID17483
『じっと手を見る』（窪美澄著 幻冬舎 2018）
ID17484
『 朝 鮮 大 学 校 物 語 』（ ヤ ン ヨ ン ヒ 著
KADOKAWA2018）ID17485
『雪割草』（溝口正史著 戒光祥出版 2018）
ID17486
『草薙の剣』(橋本治著 新潮社 2018)ID17457
『十五の夏 上・下』(佐藤優著 幻冬舎
2018)ID17461、2
『僕が殺した人と僕を殺した人』(東山彰良著 文
藝春秋 2017)※読売文学賞

エッセイほか
『ウマし』
（伊藤比呂美著 中央公論新社 2018）
『ここは、おしまいの地』（こだま著 大田出版
2018）ID17488
『道歌入門―悲しいときに口ずさめ楽しいときに
胸に聞け』
（岡本彰夫著 幻冬舎 2018）ID17489
『 愉 し き か な 、 俳 句 』（ 西 村 和 子 著
KADOKAWA2018）ID17490
『童謡の百年―なぜ「心のふるさと」になったのか』
（井出口彰典著 ちくま書房 2018）ID17491
『 牧 野 富 太 郎 − な ぜ 花 は 匂 う か （ STANDARD
BOOKS）
』(牧野富太郎著 平凡社)ID17494
「すごいとしよりＢＯＯＫ―トシをとるとたのし
みがふえる」（池内紀著 毎日新聞出版２０１８）
ID17458
『一〇一歳の習慣―いつまでも健やかでいたいあ
なたに、覚えておいてほしいこと』
（高橋幸枝著 飛
鳥新社 2018）ID17492
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外国のフィクションほか
『シリアの秘密図書館』(デルフィーヌ・ミヌーイ著
藤田真利子訳 東京創元社 2018)ID17460
『問題だらけの女性たち』(ジ/ッキー・フレミング
著 松田青子訳 河出書房新社 2018)ID17456
『死神裁判―妻を奪われたボヘミア農夫の裁判闘
争』(ヨハネス・デ・テブラ著 青木三陽/石川光庸
共訳 現代書館 2018)ID17459
『夏への扉－新訳版』(ロバート・A・ハインライン
著 小尾芙佐訳 早川書房)ID17504
『遺伝子―親密なる人類史 上・下』(シッダール・
ムカジー著 早川書房 2018)ID17463、4
『津波の霊たち』（リチャード・ロイド・パリー著
早川書房 2018）ID17493
『この世界を知るための人類と科学の 400 万年史』
（レナード・ムロディナウ著 2018）ID17495
『世界をつくった６つの革命の物語』（スティーブ
ン ・ ジ ョ ン ソ ン 著 朝 日 新 聞 出 版 2018 ）
ID17496
『名画の中の料理』
（メアリー・アン・カウズ著 エ
クスナレッジ 2018）ID17497

新

書

『四季の名言』(坪内捻典著
2015)ID16740

文

平凡社新書

庫

『山本周五郎名品館１おたふく・２裏の木戸はあい
ている』(沢木耕太郎編 文春文庫 2018)
)ID17499、17500
『コマドリの賭け 上・下』(ジョー・ネスボ著 井
野上悦子訳 集英社文庫 2018)ID17501、２
『東のエデン』(杉浦日向子著 ちくま文
庫)ID17466
『旅人―ある物理学者の回想』(湯川秀樹著 角川

ソフィア文庫 2018)ID17465
『植物一日一題』(牧野富太郎著
庫)ID17498

ちくま学芸文

・・・・・・・・・🌼 🌼 ・・・・・・・・

寄贈書
『あしたも、こはるびより。
』(つばた英子/つばたし
ゅういち著 主婦と生活社)ID17470
『生きていくあなたへ』(日野原重明著 幻冬舎
2017)ID17479

寄贈

文庫

『口入屋用心棒 40 赤銅色の士』(鈴木英治著 双
葉文庫 2018)ID17468
『スカラムーシュムーン』(海堂尊著 新潮文庫
2018)ID17469
『生きるぼくら』(原田マハ著 徳間文庫)
『あなたは、誰かの大切な人』(原田マハ著 講談社
文庫)ID17472
『星がひとつ ほしいとの祈り』
（原田マハ著 実業
之日本社文庫）ID17477
『真夜中の太陽』(米原万理著
中公文
庫)ID17473
『米原万理ベストエッセイ①・②』(米原万理著 角
川ソフィア文庫)ID17474、ID17475
『特別料理』(スタンリイ・エリン著 田中融二訳
ハヤカワ文庫)ID17476
『晴れときどき涙雨』(高田郁著 幻冬舎文
庫)ID17478
『南青山骨董通り探偵社』(五十嵐久著 光文社文
庫)ID17481
『画廊は小説よりも奇なり―銀座に足掛け四十年』
(宮坂祐次著 宮坂文庫)ID17480
『天鬼越』(北森鴻/浅野里沙子著 新潮文
庫)ID17467

No.１４１

2018 年 5 月 6 日号

5 月の空
2018 年開館スケジュール
◆5 月は 19 日(土)〜21 日(月)
◆6 月は通常 16 日(土)17 日(日)
◆7 月は通常 14 日(土)15 日(日)
✳15 日は、海の日のおはなし会
（伊豆高原駅広場、16：30〜）
✳16 日は、開館記念・子どもの
ためのおはなし会(文庫 10:30)
◆8 月は 18 日(土)〜21 日(火)
◆9 月は通常 15 日(土)16 日(日)
文庫の時間
土曜日は 14 時～17 時
日曜日は 10 時〜15 時

藤田浩子さんのご本のうち文庫にあるもの
★かたれやまんば―藤田浩子の語り 第 1～5 集
★あそべやまんば―藤田浩子の遊び
★昔話に学ぶ「生きる知恵」シリーズ(化かす騙す、
機転を利かす、女の底力、馬鹿の鏡)
★おはなしおばさんの小道具 正・続
★詩でダンスダンス ★あたしってしあわせ!
★ふれあいあそびギュッ
フランと浩子のおはなしの本
などなど

✿子どものための小さなお話会✿
毎月開館日の日曜 10:30～11:00
✿おはなし沙羅の勉強会✿

藤田浩子さん著書の一部

毎月開館日(土) 11:00～13:00

藤田さんご持参の楽しいご本も販売します。
この機会にぜひ! サインいただけるかも♥
文庫あれこれ◆子どもの日も終わって大型連
休も今日だけ。気持ちの良い日が続きました
ね。文庫のヒメシャラの樹も今年は可愛い白い
花を例年より早くつけました。◆はじめて沙羅
の樹文庫にいらっしゃった方々、ようこそ! こ
れを機会にまたおいでください。◆沙羅の樹文
庫は会員制で、年会費をおとな 1000 円、子
ども 300 円、月に 2 日開館、1 度に 10 冊借
りられます。蔵書数は子どもの本 7600 冊強、
大人の本 7500 冊強です。新しい本も豊富で
すよ。◆毎年、5 月、若葉のころのおはなし会、
7 月には海の日のおはなし会があります。毎月
文庫の日には読み聞かせも。公共の図書館とち
ょっと違って、特徴はコーヒーを飲みながらお
しゃべりでにぎやかなことでしょうか。◆読書
が好きな方いらっしゃい。◆遠方から来てくだ
さった方々、感謝。◆駐車場も何とかなり? お
天気もよくてよかった!です。
(西村)
(西村)

ふじたさんは、せんそうのとき、ふくしまにそかいし
ていて、そのとちのおじさんに、ふくしまのむかしば
なしをた～くさんきいて、それをいまでもおぼえて
いて、わたしたちにきかせてくれます。わらべうたも
きっときいたでしょうね。

文庫の 5 月・ヒメシャラの樹

なべなべ
沙羅の樹文庫 0557⁻51⁻3737
http://www.saranokibunko.com

そこぬけ
そこがぬけたら
かえりましょ

じいじ、ばあばにきいてみて!

きっとしってるよ♥

これからの沙羅の樹文庫の催し

第１２回

大きい人のための若葉のころのおはなし会
２０１８．５．２０（１５：１５〜） 於：沙羅の樹文庫
〜語り・昔話から〜

２００１年から、伊豆高原の駅広場にある樹齢１５０年以上のク
スノキの下で、始めた野外おはなし会です。伊豆高原の夏の風物詩

★あずき峠（『南国伊豆の昔話』より）

語り

：稲本温代

★吸血鬼に恋した娘

語り

：三枝文香

（
『いちばんたいせつなもの−バルカンの昔話』より）
★スーホの白い馬

第１８回海の日のおはなし会

語り

：古川宜子

（モンゴルの昔話・大塚勇三再話）

になればと思って。
東京方面、東北からベテランの語り手が数人(もと児童図書館員、
学校図書館司書、文庫運営者ほか)、そして文庫の子どもも憶えたお
話や落語を語ります。音楽と歌の演奏もあります。昨年は大室高原
のコーラスグループに歌っていただきました。
場所：伊豆高原駅広場・大クスノキの下

〜語り・創作から〜
★かげ売り（林原玉江作）

語り ：森川理恵

★清兵衛と瓢簞（志賀直哉作）

語り ：西村裕子

★日暮れの海の物語（安房直子作）

語り ：西村敦子

日時：7 月 15 日（日：海の日（祝）の前日）16：30〜18：30 頃
語り手：小林啓子・佐藤凉子・澤口杜志・高桑弥須子・吉田美佐
子(以上 50 音順)・西村敦子ほか

+子どもたち数人

参加費：無料
・・・・・・ お茶タイム ・・・・・・
〜朗読〜
★コウモリの歌（林原玉江作）
朗読 ：森川理恵
★『硝子戸の中』から２篇（夏目漱石作）
朗読 ：吉川仲子
〜語り・創作から〜
★郵便屋さんの話（カレル・チャペック作）
（『長い長いお医者さんの話』より、編集したもの）
語り ：ゲスト・宮崎久子

後援：伊豆急
🌼

🌼

🌼

🌼

🌼

🌼

🌼

🌼

🌼

開館記念・子どものためのおはなし会
沙羅の樹文庫は２００６年、海の日（祝日）に生まれました。
今年で１３年目です。その記念に海の日におはなし会を開きます。
場所：大室高原・沙羅の樹文庫
日時：7 月 16 日（月）10：30〜12：00
わらべうた、手遊び、そしてたくさんの昔話など、みんなで楽しみ

沙羅の樹文庫は
ましょう。
通常、第 3 の日曜日（10：00～15：00）と
その前の日の土曜日(14：00～17：00)開館です。
🌼くわしくは、ホームページをごらんください🌼

※語り手はおはなし沙羅の面々と会員・吉川さん
(朗読)、そして、富士市からのゲスト宮崎さんでお届けします。

🌼

http://www.saranokibunko.com

