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夏の異常な暑さに加え、多雨 ,豪雨・洪水 と自然災害の多かった 画本ですが、皆様

いかがお過ごしでしたで しょうか ?お伺い申し上げます。

「フィリピンに本をおくる会Jは 5年 目に入 りましたが、現地も日本と同じように気

候変動をまともに受けながらもくじけることなく、図書館活動な地域に根付き、守ら

れ、入館者も今年度は過去最高を記録 し、一層発展 しているようです。

しかし、児童手当が出て子 どもたちの生活は少 し豊かになつたとはいえ、棒変わらず

貧 しさは続き、街に出稼ぎに出ねばならぬスタッフもいて、それを補つてボランティ

アが活犀してくれているとのことです。ポランティアは希望者が多いので、交代制も

取 り入れたそう。彼女たちは誠実に仕事と取 り組み、子供たちの様子、仕事の喜びな

ど手紙で届けてくれますが、こうい う協力も定着 してきたようです。 (写真参照)

また、学制が 6・ 4制から6・ 3・ 3制へと変わり、新 7年生が 1ク ラスこの地にで

きたのに学習資料がなく、辞書があればとの希望を受け、支援金を送 りましたc

す ぐ辞書を1舎 冊購入 し、勉強に大いに活用され、とても喜んでいるとおネLの

手紙も沢出来ています3

皆さま、いつも暖かいご支援をいただき、ありがとラございます。支援の結

小を考えてきましたが、今期も以前と同様の活動となりました。 爾本側スタッ

フの事情に伴い 5年 目を契機に、支援の方法の簡便化を計りたいと思つてお り

ますが、今後もご支援をよろしくお願いいたします。
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4月  章カフ_・
‐ギャラリー 「やってるよJあむあむ作品民示員境 会

なんといつても明るいニュー

スは、マンガーハン・マガタ問

に橋 (吊 り橋ですが)ができる

こと。先 日はついに支柱が立ち

住民一同歓声を上げ大感激だ

ったとか。船での通学の危険も

なくなり人々の往来も増え、ど

んなに助かることでしょう。

1月 の完成が待たれます。

0さ んの花の絵の個展と一緒に !:

業フィリピンヘ荷物梱包 。発送 (26日 )本 I

5月  *大宮フリーマーケット (19日 )ウーカイ

譲つてくださる顔なじみの店もできました。

7o冊 衣類等含めて 4箱

ウーカイ用の衣類を格安に

6月  *カ フェギヤラリー 「歩歩路」年 FH5展 示をお願いす る。0さ ん連絡係 を担当。

7月  *「 あつぷ るは うすJあむあむ作品展示二,売会 (1～ 10日 )

幸「子 どもの本研究会全国大会」活動展示

8月  *「 チャ リティーコンサー トJ(9日 )於 「あつぶ るは うす J

ボランティアからの手紙 7年生の教室

Kさ んKさ んコンビの呼びかけで楽しい歌と音楽の会 27人参加。寄付もいただく。

本本の大整理。再度議訳出来得ないものを児童館、文庫、動稚憂などに寄難。

「やつてるよJ 販売活動スタッフ

心を込めて演許 歌 う



警参 現地だより 鬱鬱 Fさ から沢釉辣ヽ ながこうな :]

日本の皆さま、今年は台風による校害が大きかつたようで、私たちは心配し

ていましたがいかがですか ?も う私たちは慣れていますが、日本ではさぞ大変

だったことでしょう。お見舞い申し上げます。でも、最近の異常気象は世界中

に起こっているようで気がか りです。

7年生の教室ができ36入が勉強していますが、始まつたばかりで設備も少

なく、辞書を 5冊お願いしたところ 10冊分が届きました。さつそくタナイのブ

ックセンターに出向きましたら、なんという幸運 l半額セール中で辞書の他に

沢山の本を購入でき、子どもたちも大喜び ! 写真をご覧ください。

さて、長年の念願だった橋がついに暴来ることになり、9月 から資材が運ばれコンクリー ト枠が出来、先月遂に

支柱が 1:1月 の完成をフクワクして待っています : これで子 どもたちは雨期でも船に乗 らずに通学できるし、

洪水のたび流されては架け替えていた手作 りの橋の架け替えもなくなるでしょう。そしてマンガーハンとマガタ、

さらにはラ トンの子 どもたちの往来も盛んになり、交流が沢 141で きるようになるでしょう。バンデイ ii

沢山の本買えたよ !        本を読むのは楽 しいね i

～～ 轟の 1年画の入饉者数の推夢～～ (第 3図書饉はあ響ません。)

ジャニス・デ ラヽタルスさん

本は通んなに読まれています ::

(第 1図書館) (第 2図書館)        *2018.4月 ～2019年 5月 までの記録です。

|■奮電憂≡蔓萱III■1二::|  *大人の来館者が少しずつ増えています。
*夏体み ・ 5。 6月 は農繁難で手伝いのため

■■   来館者は少なくなります。

11■ | *開 館日は第 1図書館 :254.5日… …
基:昌墓 :Iξニ
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菫===ニ ー'~~~一 ―    (台 風、洪水などのためもあ ります。 )

*両館合わせ年間入館者数は 13,000人 ほど、

ラトンを入れれば 15,000人 は超えます。

(初 めてこのようなグラフが屋き驚いています
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みんな本人好き3

毎 日7‐/よ う:こ

ぼ1書館 =

や つて くる。
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今年の応募者数は全国 ‐

激戦の末入賞果たせず。

して残 りましたが、

紙芝居 入賞母がす ::

海外か ら 334点 (ジ ュニア 125点)で、

「本のマジックJが神奈り|:県 図書館賞候補 と

最終的に入 りませんで した。残創 : 了ど t,の 本研究会 全国 大会 J√)展 示

夏山の人に会の活動 を伝 えました 1

沢山の本買えたよ !


