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図書館だより
第80号

蔵書点検の他に２Ｆのコーナーの移動や、案内を新しくしました
見直したり工夫したり、これからも利用しやすい図書館を目指します。
ます。
『るるぶ』を旅（TB）コーナー
にまとめました。
『コンピュータ関連
図書』を奥から階段
付近に移動しました。

くらしのコーナー（料理、手芸）の本の
一部（インテリアなど）も、利用しやす
さを考えて、場所を移しました。

文庫の棚で利用頻度の
高い本を見やすい場所
にまとめました。

鉄道模型運転

書架の案内表示を大きく見やすくし、
『資料確認票』の内容を見て、本を探
しやすくなりました。

蔵書点検の様子は、P4 をご覧ください。
－１－

「二宮ゆかりの人物講演会」を開催しました
今年度の講演会は～俳句を楽しむ「作らない句会」の魅力～と題し、堀本裕樹
氏を講師にお招きして、10 月 10 日(日)14 時から図書館初のオンライン形式
での開催となりました。20 名の参加者の中には、オンラインでの参加は初め
てという方もいらっしゃいましたが、堀本氏のお人柄もあり、参加者の皆さん
に楽しんでいただけました。

堀本氏の新刊です
『散歩が楽しくなる俳句手帳』
（堀本裕樹／東京書籍／2021.8／911.3 ﾎ）
新年・春・夏・秋・冬、季節ごとに 20 の季語
と 100 句の俳句をわかりやすい鑑賞文ととも
に紹介。オールカラーで見やすく修辞や表現の
工夫も解説。持ち歩きに便利なハンディタイプ
で、散歩のおともに最適な 1 冊。

講座のスクリーンショット

図書館基金で購入しました

今年もやります！本のおたのしみ袋
期間 12 月 14 日（火）～12 月 26 日(日)
◎幼児、小学生向け
→1 階 こどものほんコーナー
◎ティーンズ(中高生)向け
→2 階 ティーンズコーナー

児童の調べ学習な
どに利用できる本
や大活字本などを
図書館基金で購入

どんな本が入っているかは

させていただきま

かりてみてのお楽しみ♪

した。
購入した本の一部です

二見利節ＰＡＲＴ11
ふたみ記念館開館 10 周年・利節生誕 110 年

生誕 95 年 柴野拓美
展示期間
9 月 28 日～12 月 26 日

展示期間
10 月～翌年 9 月

貴重な絵画を保存する記念館
の協力のもと、作品を展示し
ています。この機会にぜひご
覧ください。

今回は 10 月に生誕 95 年を迎え
た柴野拓美のＳＦ関連コレクショ
ンを中心とした資料を展示してい
ます。その他に、山川方夫、原石
鼎の資料も展示しています。

●使用している文字はＵＤ（ユニバーサルデザイン）フォントです。
視力が低下した人や、弱視の人でも見やすく、誤読しにくいようデザインされています。
－２－

二宮ゆかりの人物

あかぼし

赤星

しろう

ろくろう アマチュアゴルファー

四郎・六郎

ゴルフコース設計者

六郎は居を高樹町から母のいる大磯に近い二の宮に引っ越した。ゴルフができなくなると
釣りに出かけた。場所は大磯や相模川の河口あたりである。
―『ゴルフ翔ぶが如く－赤星四郎・六郎兄弟の生涯－』早瀬利之／著より―
今や多くの人が楽しむゴルフ。今春にはマスターズで松山英樹がアジア勢
として初優勝し、東京２０２０オリンピック・パラリンピックでは世界のト
ッププロが集結しました。日本ゴルフの歴史は明治 36（1903）年兵庫六
甲山中の外国人向けのゴルフ場からはじまります。今回は大正時代から戦後
にかけて、ゴルファー・ゴルフ場設計者として活躍し、日本の近代ゴルフの
礎を築いた赤星兄弟をご紹介します。
赤星四郎（1895-1971）六郎（1900-1944）兄弟は、「鉄砲商人」と
呼ばれ多大な財を成した赤星弥之助の四男、六男として誕生しました。弥之
助は早逝しますが、長男鉄馬は弥之助の事業と遺志を継ぎ、弥之助の蒐集し
た美術品の売益で弟達を留学させます。自身も刀剣蒐集家だった鉄馬は、そ

『ゴルフ翔ぶが如く
－赤星四郎・六郎兄弟
の生涯－』

の売益で日本初の学術財団啓明会を設立しています。
留学先のアメリカで兄弟達はスポーツに親しみます。体格が良い四郎はゴ
ルフよりアメリカンフットボールに夢中になりました。六郎はハイスクール
に入った頃からゴルフを始め、大正 13（1924）年には当時のアメリカ第
一流のアマチュア選手たちを破りパインハーストの大会で優勝しています。
帰国後もゴルフに打ち込み、昭和 2（1927）年に程ヶ谷カントリー倶楽部
（現在の横浜国立大学の敷地内）で開催された第 1 回日本オープンでも優
勝しました。四郎は大正 10（1921）年の帰国後からゴルフに打ち込みま
す。大正 12（1923）年には自らの設計による大規模な大会も可能な程ヶ
谷カントリー倶楽部が完成し、JGA（後の日本ゴルフ協会）も設立しました。
戦時下でも四郎はゴルフを続けましたが、六郎はゴルフから遠ざかり、冒
頭のように二宮に疎開します。大磯に住む母と、母のいとこにあたる樺山愛
輔（白州正子の父）や親類のため、黒鯛釣りや野菜作りをしていましたが、
昭和 19（1944）年錆びた釣り針が原因の敗血症で亡くなります。その後
四郎も一時家族と共に六郎の家に疎開しています。
四郎は戦後もゴルフ場設計者として活躍、箱根カントリー倶楽部や御殿場
ゴルフ倶楽部の設計に携わっています。また、女子プロゴルファーの育成に
も尽力しました。
◆参考資料

このコーナーでは、
二宮に ゆかりのあ
る人物 や文学作品
等をご 紹介してい
ます。ここで紹介さ
れた人 物や作品関
連の情 報がありま
したら、図書館まで
お寄せ下さい。

『ゴルフ翔ぶが如く－赤星四郎・六郎兄弟の生涯－』（早瀬利之/広済堂出版/1990/ NY ｱｶ）
『日本のゴルフ 100 年』
（久保田誠一/日本経済新聞社/2004/783.8 ｸ）
『現代日本人物事典－20 世紀 Who's who－』
（旺文社/1986/ R 280.3 ｹﾞ）
－３－

ちいちゃいおはなし会

蔵書点検が終了しました

１０月から「ちいちゃいおはなし会」を再開してい
ます

年に一度の棚卸作業です。ラベルの順番に書
架を整理し、約１２万冊の資料をハンディを使

●対象：1～3

歳児とその保護者
●日時：毎月第 2 水曜日 10 時３０分～１０時５０分

って一冊ずつスキャンします。その後データを
照合し、違う場所にあったものは正しい場所に

※令和 4(2022)年 1 月のみ第 3 水曜日に実施
●定員：6 組（先着順）

戻し、不明本の所在も明らかにします。

●場所：二宮町図書館

おはなしのへや
●申込方法：毎月の「ちいちゃいおはなし会」の翌日
から図書館ＨＰ（参加申し込みフォーム）または図
書館１階カウンターにて受付します。
※電話での受付は行いません。
※詳細はホームページをご確認ください。

本や DVD 等の汚破損について

大人が楽しむおはなし会

「借りてきた本に食べこぼしやシミがあるので注意して
ほしい」という声をいただきました。図書館の本・ＤＶＤ等

日 時：１２月１１日(土) １０時～11 時
場 所：ラディアン ミーティングルーム２
演 目：「青柳ものがたり」「ゆでたまご」
「やっちまったことはやっちまったこ
と」他 1 話
共 催：にのみやおはなし会

は町民の財産、みんなが利用します。
食べながらのご利用はお控え
ください。汚したり、破損したり
したときは確認し、状態によっ

※大人向けの「おはなし会」です。入場
無料。申込みは不要です。一般３０名ま
で、お気軽においでください。

ては弁償になる場合がありま
す。ご注意ください。

その他お知らせ
★図書・雑誌リサイクルの提供について
日時：2/1（火）～2/11（金）予定
９時～１７時まで
会場：ラディアン展示ギャラリー
※詳細は図書館ＨＰでお知らせします。
★寄贈雑誌の受入中止
「致知」 2021 年 6 月号まで
★雑誌の受入
「本の雑誌」 2021 年 1１月号から
「鉄道ファン」（スポンサー寄贈）
2021 年 1２月号から

★年末年始休館と貸出冊数の変更
について
休館期間
１2/２７（月）～１/４（火）
貸出点数変更期間
１2/１４（火）～１２/２６（日）貸出分
貸出点数
図書・雑誌：合計１０冊まで
視聴覚資料：６点まで
※休館期間中は返却ポストのご利用は
できません。年末年始休館に伴い、
貸出期間も変更となります。

ご協力ありがと
うございます

図書館基金
ご報告
9 月末までの累計
17,640,980 円
4 月 ～ 9 月の合計
(ふるさと納税等含)

285,144 円

ひとつだけ
二宮町図書館の Tｗitter をご覧になっ
たことはありますか？ 休館日や行事、資料
展示の紹介だけでなく、二宮ゆかりの人物
の誕生日や「図書館の見えない仕事」の紹
介など、様々な情報を写真入りで発信して
います。ぜひご覧ください！

編集･発行 二宮町図書館
図書館の各種ご案内は下の
住所 〒259－0123
ＱＲコードからご覧になれます
二宮町二宮１２４０－１０
☎ 0463－72－6913
FAX 0463－72－6914
図書館だよりＣＤ版もあります。
お問い合わせください！
ホームページ
公式 Twitter
－４－

次号は
６月で
す！

