
 

 

 

 

 
『立志』…一年の計は元旦にあり 

あけましておめでとうございます。旧年中は、千草台公民 

館をご利用いただき、ありがとうございました。 

４月に着任してから一番嬉しかったことは、利用される 

             皆さんの明るい笑顔や楽しい声が聞こえ、帰り際には事務 

室に向かって、「お世話になりました。ありがとうございました。」という温かい言葉を

かけていただけたことでした。今年もそのようなコミュニケーションが更に深まるよう

職員一同努力してまいる所存です。 

さて、年の初めにあたっての言葉は『立志』と致しました。 

この文字は、実は５年前に小学生向けのお便りで書いたもので 

す。小学生でも読めるように楷書～行書を基本にして揮毫しま 

した。年頭にあたり「志を立てる」ことは、何才(いくつ)にな 

っても、また誰にとっても大切だと考えているからです。 

 今年一年が皆さんにとって昨年以上に良い年となるように願 

っております。今年もどうぞよろしくお願い致します。 

       ＜公民館からのお知らせ＞ 

☆ 24 時間換気システムを稼働中 ～職員以外は手を触れないで！～ 

新型コロナのオミクロン株が急拡大しています。本公民館の講堂・会議室・和室・図書室・

事務室には「24 時間換気システム」があり、これは職員が稼働させます。皆さんは、窓の

開閉、入口の開放、サーキュレーター等を併用し、マスク着用の上ご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓「図書室からのお知らせ」は裏面以降を参照ください↓  
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＜2 月の公民館主催行事について＞ 

★ バレンタイン・シアター  

(1)日  時   令和 4 年 2 月 12 日(土)  

第 1 部（小学生）9:30～11:30 「ディズニー映画もしくはジブリ映画」予定 

第２部（成人） 13:30～16:00 オードリー・ヘップバーン出演「シャレード」予定 

(2)人数・費用  抽選各 15 名 無料 

(3)申込方法    2 月 2 日（水）～8 日（火）電話および窓口で受付 

※抽選後、受講決定者のみ通知を致します。 

  ※上映作品は変更になる場合がございます。その際も受講決定者のみご連絡致します。 

 

 

https://azukichi.net/season/month/january0127.html


＜図書室からのお知らせ＞ １月の購入本についてのお知らせ 

 図書室では、新刊を中心に話題の本を購入しています。1月の購入本は次の通りです。ぜ

ひご来館いただき、手に取ってほしいと思います。 

・人生のトリセツ 小濱 逸郎        ・堂々老いる 田原 総一朗 

・鎌倉殿を立てた北条家の叡智 加来 耕三  ・関東のおいしい道の駅 JTBmook 

・野菜植え合わせベストプラン 竹内 孝功  ・ちはやふる Ｎｏ.47 末次 由紀 

・幕張少年マサイ族 椎名 誠           ・老いる意味 うつ、勇気、夢  森村 誠一 

・砂に埋もれる犬 桐野 夏生         ・ボーダーライト 今野 敏 

・倒産続きの彼女 新川 帆立         ・硝子の塔の殺人 知念 実希人 

・夜が明ける 西 加奈子          ・御坊日々 畠中 恵     

・ばにらさま 山本 文緒          ・らんたん 柚木 麻子 

・同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬       ・翼の翼 朝比奈 あすか 

・星を掬う 町田 その子            ・52 ヘルツのクジラたち 町田 その子 

・ゆるゆる絶滅生物図鑑 さの かける     ・すこしずるいパズル たつなみ 

・泣けるおにのお話図鑑 こざき ゆう     ・鉄道（Neo25） 長根 広和 

・レミーさんのひきだし 斎藤 倫         ・二平方メートルの世界で 前田 海音 

・しょうがっこうがだいすき うい        ・ぼくらのまちにおいでよ 大桃 洋祐 

・ちちんぷいぷい 谷川 俊太郎            ・ぱかっ はじめてえほん 14  森 あさ子 

・日本人の禁忌 新谷 尚紀         ・動物園と水族館 マガジンハウスムック 

・お金の流れで見る戦国時代 木村 大次郎  ・Dr.ナグモ式 1 日 1 食健康生活 南雲 吉則 

・いやです、だめです、いきません 清水奈穂 ・笑いの免疫学 笑う人は 2 倍生きる 船瀬 俊介 

・つくりおきできるお助けスープ 岩﨑 啓子 ・２４時間のキョーフ 1～5 日本児童文学者協会 

・親子でかんたんスクラッチプログラミングの図鑑 松下 孝太郎  ・N 道尾 秀介 

・カーボンニュートラル注目技術 50 日経ＢＰムック ・残照の頂 山女日記 続 湊 かなえ       

・救命センターカンファレンスノート 浜辺 祐一 ・みちくさ先生(上）(下）伊集院 静 

・老後資金枯渇 このままではあなたは飢死する 浅井  隆 

・「十七条憲法」から読み解く日本文明(上）(下） 長谷川 七重 

・老いの福袋 あっぱれころばぬ先の知恵 88 樋口 恵子 

・いちばんていねいなはじめてのおうちモンテッソーリ 北川 真理子 

・頭をもむと病気が治る！顔が若返る マキノ出版ムック 

・医者が教える健康の新常識 やってはいけない 50 のこと 秋津 寿男 

・父母＆幼稚園の先生おすすめのシリーズ絵本 絵本ナビ監修 

・書くたび、可愛くなる「シンデレラノート」 tata harui 

・眼圧リセット 手のひらマッサージで目の不調がスッキリ整う 清水 ろっかん 

 



・古代史の｢舞台｣を歩く 大胆な推理で見えてきた｢日本｣の始まり 関 裕二 

・ロックフェラーに学ぶ悪の不老長寿 船瀬 俊介 

・３days 断食 オートファジーで細胞から整う 鶴見 隆史 

・コーヒーでやせる！血糖値、血圧が下がる！ マキノ出版ムック 

・図解でわかるカーボンニュートラル エネルギー総合研究所編 

・魔法のクローゼット 50 代になった娘が選ぶ母のお洋服 くぼしま りお 

・おうちでできちゃうカスタマイズお直し 高畠 海 

・ブルドック顔が引きあがる！15 秒でできる「顔筋改革」 間々田 佳子 

・汚部屋がピカピカになると世界が変わる。業者の?家そうじ 入江 慎也 

・脳の専門家が選んだ「賢い子」を育てる「どうして？」クイズ 100 瀧 靖之 

・脳の専門家が選んだ「賢い子」を育てる 100 のおはなし 瀧 靖之 

・脳の専門家が選んだ「賢い子」を育てることばのえじてん 瀧 靖之 

・おやくそくえほん(はじめての「よのなかルールブック」） 高浜 正伸監修 

・よくできました こどもルールブック、10 歳のミション キミをささえる 31 の行動 斎藤 孝 

・ウルトラマンコレクション 2 超ひみつゲット！50 ポプラ社編 

・２才～５才のかわいいおりがみえほん  どうぶつ いしばし なおこ 

・こども手に職図鑑 AI に取って代わられない仕事 100 子供の科学 

・あんしんえほん(はじめての「よのなかルールブック」） 高浜 正伸監修 

・脳の専門家が選んだ「賢い子」を育てる 100 のものがたり 瀧 靖之 

・3 さいのやさしい心をはぐくむ 10 のお話し 考える力が育つ絵本 世界文化ﾜﾝﾀﾞｰｸﾘｴｲﾄ 

・4 さいのやさしい心をはぐくむ 9 のお話し 考える力が育つ絵本 世界文化ﾜﾝﾀﾞｰｸﾘｴｲﾄ 

・１日１０分でちずをおぼえる絵本 あきやま かぜさぶろう 

・もいもい あかちゃんが選んだあかちゃんのための絵本 市原 淳 

・コールテンくんのクリスマス ドン・フリーマン／原案 

・チャレンジミッケ 11 へんてこりんなおみせ ｳｫﾙﾀｰ・ｳｨｯｸ 

・もりはみている 福音館の幼児絵本 大竹 英洋／文・写真 

・だいじだいじどーこだ？「からだ」と「性」のえほん えんみ さきこ 

・のらねこぐんだんラーメンやさん 工藤 ノリコ 

・ひよこはにげます 福音館の幼児絵本 五味 太郎 

・10 かいだてのおひめさまのしろ わたしのえほん のはなはるか 

・おむつのなか、みせてみせて ファン・ヘネヒテン 

・ととけっこうよがあけた わらべうたえほん、まてまてまて わらべうたえほん こばやしえみこ 

・モイモイとキーリー あかちゃんが選んだあかちゃんのための絵本 みらし～まる 

・うるしー あかちゃんが選んだあかちゃんのための絵本 ロロン 
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