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～ ３月２１日 東京ドームでの
アスレチックス戦が有終 ～

平成 31 年 3 月 21 日、ついにその日が来てしま
いましたね。
2019 シーズンＭＬＢが開幕し、東京ドームでの
シアトルマリナーズ vs.オークランドアスレチッ
クス戦が行われ、2 連戦の第 2 戦目の途中で、こ
の試合をもって誰もが知っているイチロー選手
が第一線から退くとの情報が流れました。
え～っ、最低 50 歳までは現役！と言っていたの
にまだ 45 歳じゃない！まだ早い！と思った人や、
今シーズンのオープン戦の結果から、やはり来る
べき時が来てしまったか…。と思った人もいたの
ではないでしょうか。
今でこそ大谷翔平の二刀流が話題となっている
日本人メジャーリーガーですが、打者として大成
功しているのは、やはりイチロー選手でしょう。
ゴジラ松井こと松井秀喜選手
もニューヨークヤンキース時
代にワールドシリーズでＭＶ
Ｐを獲得するなど、記憶に残る
活躍をしていますが、イチロー
選手は数々の記録を塗り替え、
打ち立てています。

イチロー選手を調べてみました。
1992 年オリックスブルーウェーブ
にドラフト 4 位で入団し、2 年間
は 2 軍生活。94 年、仰木彬監督の
就任後に一軍に定着し、シーズン
210 本という当時の日本最多安打
記録を樹立するほどの大活躍。
その年から前人未到の 7 年連続首位打者という金
字塔を打ち立てて、2001 年にメジャーリーグへ。
1 年目からＭＶＰ、新人王、首位打者、盗塁王を
獲得するなどの大活躍で、2004 年にはメジャーリ
ーグのシーズン最多安打を 84 年ぶりに更新。また、
入団から 10 年連続で年間 200 本安打を達成するな
ど、数多くの記録を打ち立てています。
日米通算 4367 安打は前人未到の数字ですよね。
でも中にはメジャーリーグ単独ではないので参
考数字と言う人もいますね。
長きにわたり活躍してきたイチロー選手は、会見
で、プロ野球選手として「後悔なんてあろうはずが
ない。」と、プロフェッショナルとして取り組み方
がパーフェクトなんですね。
イチロー選手の人生観… 気になりますね。

ご存知ですか？

４月の定例映画会

毎週水曜日の 「よみきかせ」
児童図書コーナーの奥に座りながら絵本を読むこと
ができる「おはなしコーナー」があるのをご存知です
か？
小さなお子さんがお父さん・お母さんと一緒に絵本
を読んだり、部屋にある人形などで遊んだり、部屋の
中を駆けまわったりと楽しめるスペースです。
そんな中、毎週水曜日と不定期ながらほぼ第一土曜
日のそれぞれ午後 2 時から「よみきかせ」を行ってい
ます。
水曜日は図書館の職員が、土曜日は「おはなし会」
として図書館友の会のボランティアが、小さなお子さ
んのためにお話をしていますが、ご存知でしたか？
皆さん、特にお子さんが本に興
味を持っていただくように職員
の感情（熱）のこもった？お話を
用意してお待ちしています。
ぜひ一度、お子さんと一緒に聞
きに来てください！

４日(木)
12 日(金)
18 日(木)
21 日(日)
26 日(金)
時 間
会 場

『墓場なき野郎ども』
『スタンド・バイ・ミー』
『典子は、今』
『海炭市叙景』
『カッスル夫妻』

木・日曜…午後２時～
金曜…午後６時～
多目的ホール
※入場無料

子どもアニメ上映会！
「こどもの読書週間」の期間中に、アニメ上映
会を予定しています。
詳しくは、後日館内に掲示します。

なまら はんかくさい

4 月 23 日～5 月 12 日

こどもの読書週間

（第 18 回）

「こどもの読書週間」は、今年
で 61 回目を迎えますが、第１
回は日本書籍出版協会が主催で
した。
２回目からは読書推進運動協
議会が主催となり、現在の名称
となり、期間もこどもの日を含
む２週間（5 月 1 日～14 日）と
しました。
その後、2000 年の「子ども読書年」を機に、現在
の４月 23 日から５月 12 日までの約３週間に期間を
延長し、さらに 2001 年 12 月には、４月 23 日を「子
ども読書の日」とする子ども読書活動推進法が公布・
施行されています。
このほか４月２日の「国際子どもの本の日」や４月
23 日の「サン・ジョルディの日」など、４月・５月
はこどもの読書に関する記念日やイベントが数多く
あります。
こどもの読書週間や子ども読書の日は、子どもたち
にもっと本を読んでもらう「機会」や「場所」をと
の願いから誕生した取り組みです。それとともに、
大人にも子どもに読書を勧める大切さを一緒に考え
ていこうというものです。
これからも皆さんに喜んでいただけるように様々
な取り組みを行いますので、図書館にいっぱい足を
運んでください！お待ちしています。

図書展示・館内展示
◇ありがとう平成 ～ベストセラーで振り返る 30 年～
４月 24 日まで （一般展示コーナー）
◇入園・入学 おめでとう
４月 14 日まで （児童図書コーナー）

今の時代、物が満ち溢れ、自分の思う通り選択で
きる世の中になったから、どうなんだろう？って
勘ぐっていますが…。
【いたましい】…もったいない
標準語だと「あのいたましい事故から一年が過ぎ、
今では…」というように心に痛みが伴う出来事や、
「哀れ・不憫・かわいそう」といった感情が伴う言
葉として使われますが、北海道の場合は「もったい
ない」の意味がほとんどですね。
筆者が小さい頃は「この間、買ってもらった鉛筆
使うのいたましいから、ちゃんとよっこしてあるん
だ！」とか「その消しゴムまだ使えるんじゃないか
い。捨てるのいたましいべや～」なんて使っていま
したね。
（※よっこ…とっておく）
貧乏くさいと言ってしまえば
それまでなんですが、物を大切
にしようという開拓使時代か
らの貧しい時代を知る北海道
人ならではの価値観が伴って
いる美しい言葉ですよね。

◆休 館 のお知らせ◆
・定例休館日 … 月曜日
・月末図書整理休館 … 25 日（木）
※カレンダーの上では４月 27 日（土）から 5 月 6 日
（月）までは、大型連休《人によっては 10 連休》と
なっていますね。わぁ～大変…。
その間の図書館は、月曜日の定例休館日は休みと
なっていますが、それ以外の火曜日から日曜日は
午後 6 時まで開館しています。
ぜひ、ご利用ください！お待ちしています。

移動図書館車「ぶっくくん」 ４月 巡回日程表
◆２・16 日（火）

◆12・26 日（金）

◆11・25 日（木）

上勇知・下勇知・抜海 各地区

声問小学校・稚内緑寿苑・声
問・総合福祉センター 各地区

富磯小学校・宗谷・大岬小学
校・宗谷岬・宗谷小学校 各
地区

◆10・24 日（水）
宝来地区活動拠点センター・
青少年会館・自衛隊前・みど
りグループ・緑５・ひかり幼
稚園 各地区

◆９・23 日（火）

◆４・18 日（木）

◆３・17 日（水）

朝日・萩見 5・萩見 3・総合
福祉センター・港 3 各地区

曲渕・沼川・東地区活動拠点
センター 各地区

はまなす・栄・富岡グループ・
潮見が丘グループ・ユアーズ
前 各地区

◆５・19 日（金）
豊別・上修徳・天北小中学校・
増幌小中学校 各地区
※ 車両の事故や悪天候、道路
状況等により予告なしに時間変
更または中止になる場合があり
ますのでご了承ください。

