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町民図書館
開館30周年記念対談

─2021年、志免町立町民図書館は開館30周
年をむかえました。

世利町長（以下町長）：まずは町民の皆様にお礼を
申し上げたいですね。日頃からご利用
いただきありがとうございます。

金子教育長（以下教育長）：本当にありがたいこと
です。町民の皆様のニーズに応えてこそ
愛される図書館だと思います。

町　長：私は30年前にふれあいセンターの竣
工、図書館ができた時から見てきてい
ますので、感慨もひとしおです。

教育長：私も開館当初から利用者としてよく利用
しております。現職に就くまでは図書館
長をしておりましたし、図書館にはとて
も親しみを抱いています。

─人々の活字離れが進んでいると言われて久し
いです。

町　長：長らく全国的にそういった傾向が見受
けられます。新型コロナウイルスによる
未曽有の緊急事態宣言が発令されまし
た。そういった中で、読書は「ステイ
ホーム」の時間を潤すもののひとつに
なったのではないでしょうか。

教育長：特に若者の活字離れは問題視されてい
ます。志免町では令和２年に子ども向け
に「読書の記録」（読書通帳）の運用を
開始し、楽しく主体的に本に親しんでい
る様子が見受けられます。子どもたちが
楽しく読書量を増やす一助となること
が大いに期待されます。

─これからの図書館について。

町　長：この30年間、図書館は様々な年代の方
から愛される「知」の拠点となるよう努
力してまいりました。読書普及のために
どのように取り組んでいくかが課題と
なってまいります。これからも町民の皆
様の暮らしに役立ち愛される図書館と
して育っていくことを願っています。

教育長：おひとりでゆったりと、或いはご家族で
楽しく、また、図書館の講座に参加し
て、というように多くの方に様々な形で
ご利用いただいております。
ここ数年でクローズアップされた『本と
向き合う時間の充実』に向けて図書館
がさらにお役にたてるよう努めていき
ます。

志免町長

世利良末
志免町教育長

金子眞恵
Yoshimi Seri Sanae Kaneko



　平成９年４月に発足した布えほんの会
は、図書館のイベント等で使う布絵本や手
で動かせるオモチャ等を製作しています。
また館内には、四季を彩るタペストリーや
志免町のキャラクター「シメッチャ」等を展
示しています。製作にあたりとても細やか
な手仕事ですが、出来上がった時は嬉し
く、沢山の人に観てもらえる事を願い、
日々頑張っています。

沢山の人に観てもらうために

布えほんの会布えほんの会

　昭和57年に親子で本を読む「親子読書
会」が始まりと聞いています。ですから40
年近く続いている訳ですね。いつの時代も
子ども達は変わらずキラキラ輝く目で私た
ちを見つめ笑顔で励まし、育ててくれまし
た。今はコロナ禍で会う事が難しくなりま
したが、今後機会を見つけて、これからも
子ども達の笑顔に会いたくてお話し会に出
掛けて行きたいと思います。
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おはなし会ねっこぼっこおはなし会ねっこぼっこ

　今年16年目を迎える会の前身は、図書
館主催の月一度半年間の折り紙教室です。
生徒の続けたいとの強い要望で設立され
ました。月一度2時間の定例会は、図書館
入口に飾る季節の折り紙を折っています。
会員12名で教え合い、賑やかです。春の
「こども図書館まつり」、3小学校の夏休み
「チャレンジ広場」等にも参加していま
す。

折り紙で図書館を彩る

おりおりの会おりおりの会

　志免町立町民図書館開館30周年おめで
とうございます。
　水車は昭和61年に本好きの仲間が集ま
り読後感や文章表現を語り合う読書会とし
て活動をはじめました。現在は図書館への
恩返しのつもりで本の修理を行っています
が、若かりし頃一冊の本を介して議論が白
熱した事を懐かしく思い出します。今後も
図書館ボランティアの一員として頑張り
ます。

これからも図書館のために

読書サークル水車読書サークル水車

「と・しょ・かん」あいうえお作文

扉を開けて来てごらん。

招待するのは
14万冊の個性豊かな本たちさ。
館長とゆかいな仲間（職員）
14人が心を込めてお・も・て・な・し。

　本当は、おしゃべり上手＆笑い上戸の図書館
員。でも、（正体を隠して）図書館では静かに知的
でまじめに仕事に励んでいます。

行ってみようよ 町民図書館

館長とゆかいな仲間たち館長とゆかいな仲間たち

　としょかん友の会は、30年前の図書館が開館す
る前年に応援団として発足し、活動を続けてきま
した。共に歩んだ30年！、おめでとうございます。
　図書館が「町の文化の拠点」として、活き活きと
位置づけられる事を願い、オープンイベント（と
しょかん饅頭考案・配布）をはじめ、その後もコン
サート、講演会や上映会などを開催し、応援してい
ます。
　これからも、町民と協働で、さらに町民に愛され
る図書館づくりを進めて頂くように願います。

町民図書館開館30周年を祝して

としょかん友の会としょかん友の会

と

しょ

かん

－本に関する相談がありましたら、お気軽に声をかけてください。－

ボランティア団体からのメッセージボランティア団体からのメッセージ
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●町民センター図書室を設置

●志免町立町民図書館準備局設置４月

●町民センター図書室閉室
●町民ふれあいセンター竣工
●志免町立町民図書館開館

２月
４月

●開館１周年記念行事４月

●「としょかんまつり」開催 以後年１回開催
●町内幼稚園へ団体貸出開始
●町内小学校学童保育へ団体貸出開始

４月
11月
12月

●図書館電算システム稼働・図書館ネット
ワーク参入

３・４月

●宇美町との「社会教育施設の相互利用に関
する協定」の締結に伴い、宇美町住民に対
する貸出サービスを開始

７月

●「福岡都市圏22市町村広域利用に関する協
定」の締結に伴い福岡都市圏の広域利用を開始
●町内公民館への出張貸出を開始

４月

●図書館ホームページを開設
●ブックスタート事業開始

４月

●「こどもとしょかんまつり」開催（としょか
んまつりに替えて）以降毎年開催

４月

●「志免町子ども読書活動推進計画」策定・
施行

３月

●志免町立町民図書館開館15周年「としょか
んまつり」開催

４月

●インターネット予約受付開始５月

●「第二次志免町子ども読書活動推進計画」
策定・施行

４月

●志免町立町民図書館開館20周年「としょか
んまつり」開催

４月

●志免中・志免東中学校生徒へ「14歳の14
冊」の図書を贈呈開始
●「第三次志免町子ども読書活動推進計画」策定・施行

２月

４月

●志免町立町民図書館開館25周年「としょか
んまつり」開催

４月

●開館30周年を迎える４月

●「第四次志免町子ども読書活動推進計画」
策定・施行
●「読書の記録」(読書通帳)運用開始

４月

８月

●大学共通第1次学力試験導入
●元号法成立

●大学入試センター試験導入
●湾岸戦争　●東西ドイツ統一
●とびうめ国体相撲競技が志免町で開催される

●ソビエト連邦崩壊

●バルセロナオリンピックで岩崎恭子さん(水泳)が14
歳で金メダル獲得
●志免町人口が35,000人を突破、志免町歴史資料室が開室

●皇太子徳仁親王ご成婚
●福岡ドーム開場

●香港返還

●長野オリンピック開催
●明石海峡大橋開通
●FIFAワールドカップ初の本大会出場

●アメリカ同時多発テロ事件
●愛子内親王誕生

●FIFAワールドカップ日韓大会開催（日本 初のベスト16入り）
●初の日朝首脳会議
●志免町ホームページ開設

●新紙幣発行
●志免町人口が40,000人を突破、志免町総合福祉
施設シーメイトが開館

●郵政民営化法成立
●福岡県西方沖地震

●悠仁親王誕生
●志免町小中学校で二学期制を開始

●裁判員制度が始まる
●マイケル・ジャクソン死去
●新型インフルエンザ感染拡大

●小惑星探査機「はやぶさ」７年ぶりに帰還

●東日本大震災、福島第一原子力発電所事故
●アナログテレビ停波　●なでしこジャパンが女子FIFAワールドカップ優勝
●志免町人口が45,000人を突破

●東京スカイツリー完成
●山中教授ノーベル医学生理学賞受賞

●熊本地震

●志免町町制80周年を迎える

●大学入学共通テスト導入
●2020東京オリンピック・パラリンピック開催

●COVID-19（新型コロナウイルス）の流行。予定さ
れていた2020年東京オリンピック・パラリンピック
が次年に延期
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○西鉄バス（系統②⑤323334）　「志免役場前」下車３分

下志免
バス停

町民ふれあい
センター３F

町民図書館

住　　所

〒811-2244　　　　　　　　　　　　　　
福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目３番１号

ふれあいセンター3階
☎092-935-1007　　092-935-3152

ホームページ

http://www.town.shime.lg.jp/site/library/

開 館 時 間

10：00～18：00（ただし金曜日は20：00まで）

休　館　日

第4月曜日を除く月曜日
（月曜日が祝日または振替休日の場合は、その翌日）

毎月最終水曜日（資料整理日）
年末・年始（12月28日～1月４日）
特別整理期間（毎年10日以内）

ありがとう30周年ありがとう30周年
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