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〔回答〕
えんぱーくを管理している総務課に聞いてみたとこ
ろ、１㎡あたり 1 時間の使用で３円の使用料がかかる
ということです。
また販売するものや会場づくりにルールがあるようで
すので、どんなものを、どういう風に売りたいのかが決
まったところで、市民交流センター２階の総合窓口で
聞いてみてください。
ほかにも相談にのってくれるということですので、気
軽にたずねてみてください。

〔回答〕
中学生や高校生が参加できそうなイラストコンテスト
の情報を集め、若葉のコーナーのファイルにまとめて
置きましたので、ご覧ください。

松本市
松本市美術館
http://www.city.matsumoto.n
agano.jp/artmuse/index.html
郷土出身や松本ゆかりの作家の作
品または関連作品 、信州の自然、
風土、歴史に関わる作品 、山岳や
音楽の関連作品などを中心に集
め、展示しています。

長野県信濃美術館
http://www.npsam.com/
善光寺に隣接する城山公園内に、
「長
野県に美術館をたてよう」という県
民の声を受けて建てられた信州にお
ける唯一の県立美術館として活動し
ています。主に郷土作家の作品や信
州の風景画を集め、展示しています。

7 月 14 日～11 月 4 日まで
「草間彌生」展を開催。

安曇野市豊科近代美術館
http://www.h6.dion.ne.jp/~art
-toyo/top/top.htm
日本の近代彫刻の巨匠である高田
博厚の彫刻作品、森鴎外ゆかりの
画家、宮芳平の絵画作品、安曇野
出身で信州を代表する作家、小林
邦のデッサン、スケッチブック等
を集め、展示しています。
６月３０日～８月５日まで
「科学か、芸術か？～田淵行男細
密画の全容～」を開催。

7 月 14 日～８月２６日まで
「大正ロマン昭和モダン展
竹久夢二・高畠華宵とその時代」を
開催。

絵を描くのは好きですか？
絵を見るのは好きですか？
芸術は絵画だけではありません。
彫刻や紙粘土などでつくった作品や
他の人では想像もつかないような素材で
つくった作品も芸術作品です。
あなたはどんな作品に
どんなことを感じるでしょうか。

北澤美術館

北アルプス展望美術館
アルプス展望美術館
（池田町立美術館）
池田町立美術館）
http://www.ikedamachi.net/b
ijutsukan/
安曇野の地に魅せられ、安曇野を
愛した芸術家たちの作品を集め、
展示しています。

http://kitazawamuseum.kitz.co.j
p/
北澤美術館はガラス工芸と現代日本
画を展示しています。ガラス工芸はア
ール・ヌーヴォーやアール・デコの代
表作品を数多くそろえています。

http://www.avis.ne.jp/~dowa
kan/index.html

7 月 14 日～11 月 27 日まで
本館にて「幻の技法パート・ド・ヴェ
ールに息づく自然 樋口主明・樋口真
一展」
（ガラス工芸店）を開催。

世界各国の童話や絵本、信州の昔
話などを集め、展示しています。
楽しいイベントやコンサート、講
演会なども楽しめる場所です。

黒姫童話館

9 月 15 日～10 月 14 日まで
「グリム童話誕生 200 年 グリム
童話の世界展」を開催。

６月 1６日～８月２６日まで
「天才画家の 10 代」展を開催。

８月１８、１９日（土）（日）と９月８、９
日（土）（日） は、えんぱーくでアート

アートや美術館について知ることができる本をい

フェスタ「シオジリング」が行われ
ます。芸術作品の展示やワーク

くつか紹介します。
千足伸行(2008）
『すぐわかる 20 世紀の美術』東京美術
田中日佐夫(2009)『すぐわかる日本の美術』東京美術
東京地図出版（2009）『東京アートナビ』東京地図出版
美術手帖（2009）
『現代アート事典』美術出版社

ショップ、演劇などもあります。美
術館がない塩尻で、みなさんにア
ートに触れ楽しんでもらう機会に
なるように、さまざまな工夫があり
ますので、遊びに来てください。

将来の職業選択の参考になるように、さまざまな職業
につく身近な人たちを紹介していきます。
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ったりするのはどんなときですか。
ホテル業は時間や休みは不規則ですが、接客し
たお客様から「よかったよ」とか「ありがとう」など、後
日お手紙をもらったり、名前を覚えていてもらえたり
したとき、うれしく思います。
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ホテルでのフロント案内、レストランサービス、宴

人と接することが好きな人はおすすめです。接客

会サービスなど接客をしています。具体的には宿泊

業なので、言葉づかいやマナーなども勉強になりま

のお客様をお部屋までご案内したり、夕食、朝食の

す。県外からのお客様も多いのでお客様からもいろ

レストランでの接客、団体のお客様の宴会サービス

いろな話が聞けて楽しいです。

をしたりしています。

正しい言葉づかいを身につければ、どこに行っても
大丈夫！！

２．ホテルの
．ホテルの仕事に
仕事に就いたきっかけや、
いたきっかけや、なり
たかった理由
たかった理由を
理由を教えてください。
えてください。
短大で求人情報を見て、興味を持ちました。旅館
のようなホテルなので、着物を着て接客をするた
め、自分で着物の着付けができるようになれたらい

接客の
接客の仕事についてのっている
仕事についてのっている本
についてのっている本です。
です。参考にどうぞ
参考にどうぞ。
にどうぞ。
中村正人（2011）．『しごと場見学！ホテルで働く人たち』ぺりかん社

―――（2003）．『ホテルマンになるには』ぺりかん社．
―――（2008）．『ホテルにかかわる仕事』ほるぷ出版．

いな、という思いもありました。

７月１日～９月３０日まで若葉のコ

中高生におすすめの
中高生におすすめのイベント
におすすめのイベント

7月

8月

ーナーでは、中高生に読んで欲しい本

22 日（日）／8
）／8 月 3 日（金）
24 日（火）～8
）～8 月 26 日（日）
28 日（土）

調べ学習講座（小中学生対象）
山中桃子さん原画展
玄蕃まつり

を集めてテーマブックスをおこなって
います。十代のうちに読んでほしい本
や、大きくなったからこそ、もう一度
読み返してほしい本など、さまざまな

4･5 日（土･日）
11 日（土）
18･
18･19 日（土･日）

理科読大実験 サイエンス教室／理科読
ほんとーに怖いおはなし会（10 歳未満は参加不可）
アートフェスタ ―シオジリング―（プレイベント）

本を集めています。
あわせて、展示コーナーでは松本山
雅の選手による中高生向けのおすすめ

9月

8･9 日 （土･日）
15･
15･16･
16･17 日（土･日･月）
30 日 （日）

アートフェスタ ―シオジリング―
木育フェスティバル
えんぱーくまつり

本を展示しています。週替わりで変わ
っていきますので、お見逃しのないよ
うぜひ、足を運んでみてください。

みなさんに塩尻に関することや、塩尻
に縁のある人を紹介していきます。

今回の
今回のテーマ「塩尻の
塩尻の本屋さんめぐり
本屋さんめぐり」
さんめぐり」
塩尻市にはたくさんの書店があります。みなさん、いくつの書店
に行ったことがあるでしょうか。今回は塩尻市内にある書店を
めぐりながら、それぞれの書店を
紹介していきたいと思います。

大門商店街（本店）とウィングロードビルの２階に
あります。文房具も置いているので学生には便利な本
屋さんです。20 年以上前から、本店では夏になるとた
くさんの花火が店頭に並んでいました。私も小さいこ
ろ、花火を買うのが楽しみで、よく見に行っていまし
た。現在、本店は学校の教科書を中心に扱っていて、
夏には色々な花火を販売しています。他にはない本屋
さんとして魅力のある本屋さんになっています。どん
な花火があるのか、のぞいてみるのも楽しいですよ。

大門商店街に本店があります。本店は配達を中心
に行なっており、図書館にも持ってきてくれるので
すが、いつも雑誌が入った風呂敷を大切そうにかか
えてきてくれます。興文堂はアイシティ 21 の中と
平田駅の近くに支店があります。興文堂書店は雑誌
が充実していてさまざまなジャンルのものが置い
てあります。平田店では同じ店内に喫茶店があり、
長い時間滞在できるような空間になっています。

高出にある中村病院の向かいにあります。中に入
ると、となりのビデオ１と一緒の店内になっていま
す。平安堂にはマンガが多く、さまざまな種類のも
のがそろっています。また、書籍を扱っているスペ
ースは文庫本などを豊富に置き、たくさんの本を提
供できるようにしています。スポーツ選手などの本
も一か所に集めていたり、新刊書を集めて置いてい
たり、と工夫された店内になっています。

高出での高原通りにあります。月に一度おはなし
会をしたり、作家さんのトークショー・サイン会を
したりと様々なイベントをしています。店内もマン
ガや参考書、小説、文庫本、実用書とたくさんのジ
ャンルの本がそろっています。また棚には、本の魅
力を伝える POP なども充実していて、図書館員とし
て見習わなければならないな、と思いました。何か
いい本がないか、と探している人にはきっといい本
が見つかる本屋さんです。

広丘駅の西にあります。若いころ東京の古書店で
勉強し、本の知識だけでなく本の魅力をよく知るご
主人が地元に戻り始めたのが神田堂だそうです。ご
主人はいつも図書館に雑誌を配達してくれるので
すが、「こんにちは～。雑誌がきました～」とほの
ぼのとした声をかけてくれます。心が安らぐひと時
です。神田堂にはブックカフェが併設されていて、
店主がコーヒーを入れてくれます。ぜひゆったりと
した時間を過ごしてみてください。
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広丘にあるＧＡＺＡの 2 階にあります。くまざわ
書店は新聞の書評にのっている本を集めて書評と
一緒に紹介したり、ランキング形式で本を並べてい
たりと、何か一つのテーマを決めて、そのテーマに
合う本を紹介していたりするコーナーがたくさん
あります。さまざまなお客さんの興味に合わせて本
を置いていて、つい各コーナーの前で足をとめて本
を手にとって見てしまうような雰囲気です。

蔦屋書店は国道 19 号線沿いの、ヤマダ電機の隣
りにあります。夜遅くまで開いているので便利なと
ころです。正面の入口から入ると、目に入るすぐの
ところに、注目の本や賞をとった本、よく購入され
ている本のランキングなどを紹介しています。そこ
をみれば世の中の本の動向がわかるようなコーナ
ーになっているため、どんな本を読もうか悩んでい
る人には参考になるのではないでしょうか。CD や
DVD を借りるついでに本も見てみてください。

今年も暑い夏がやってきました。塩尻市立図書館では「あやみどり」という豆の栽培を始めました。
か

き

塩尻市にある花卉試験場というところで開発された緑色の豆です。この「あやみどり」を地域の人たち
に知ってもらい、多くの人に食べてもらいたいという思いを込め、図書館で育てることにしました。
種まきも終わり、これからみなさんに「あやみどり」の成長を見てもらえるよう一生懸命育てていきたい
と思います。みなさん、ぜひ「あやみどり」を見に来てください (^O^)／
（中村）

