
たくさんの出逢いと感動の一年

2〇20年も残りわずかとなってしまいまし 

た。コロナに翻弄された春以降、日常生活 

にも大きな変化が求められました。そのよう 

な中で、当店では、密を避けながら楽しめる 

イベントはないものかと思案してきました。

4月からスタッフの入れ替わりで新体制と 

なリ、縮小せざるを得ないこともあリました 

が、ホームページ立ち上げにより「拡がリ」 

を持てたことは、今までとは違った「みやが 

わ書店」のカラーを発揮することができたの 

ではないかと思います。

5〜6月には、伊勢在住の絵本作家二見正 

直作「もっとおおきなたいほうを」の原画展。 

お客様と作家の交流も何度か持つことがで 

きました。

8〜9月は「へいわ」への思いを込めて、絵 

本や紙芝居を特別コーナーとして並べまし 

た。同時に「1〇◦かいだてシリーズ」(偕成社 

刊)にちなんで「みんなの100かいだての 

いえをつくろう！ ！」を企画。170名ものお 

客様にそれぞれの家を描いていただき、店 

内を楽しく賑やかな雰囲気にしていただきま 

した。

1〇〜12月には「まついのりこフ：Eア」。絵 

本と紙芝居の恩師のリこさんの没後3年、 

学んだ事を更にグレードアップすべく気持ち 

を新たにして、責重な作品と想い出の写寘 

を展示しました。

こうした企画を準備し、お客様と楽しさを分 

かち合えることに喜びを感じています。

「へいわ」のコーナーからは、紙芝居「二 

度と」「ちっちゃいこえ」の作品に「広烏•長崎 

のことは永久に語り継がないとだめですね」 

という声をいただきました。

11月には子どもたちに感動！二見作「メ 

ガネくんとハダシくん」で読書感想文を書い 

た小2のしゆり君が三重県最優秀賞に。しゅ 

リ君とご家族、そして店までかけつけていた 

だいた作者二見さんと共に喜び合しヽました。

「まついのりこフェア」時には、紙芝居舞台 

を常設しておきました。すると、幼い頃から 

来ていただいている小1のはるとくんが、 
「みんなでぽん」をお母さんの前で一生懸命 

演じてくれたのです。その光景にお母さんも 

私もただただ感動でした!!当店に逼ってくだ 

さる子どもたちの成長を、こうして目の当た 

りにできる事ほど、うれしし、ことはありません。

このような様々な心に残る出来事や反響 

が何よりの励みです。たくさんの方に支えら 

れ、今年も1年ありがとうございました。

ただ今、来年に向けて「松本春野原画展 

&オンラインクショー」の企画準備中で 

す。詳細はチラシ、ホームページ等でお矢口 

らせいたします。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

(店主橋村孝子)

えほんと童話の店 みやかわ書店
〒519-0505三重県伊勢市小俣町本町163 (JR宮］11駅前)

電話.FAX 0596-22-4317
定休日每週日曜日•WBB

Eメール ehonbaba@gmail.com 
営業時間AM 10:00〜PM6:00

ホームページ https://www.miyagawaehon.com

※ホー厶ページでも紹介しています。「みやがわ書店』で検索するか下のQ Rコードで

いつも「大人のための鉢の0親j (こお越しの藤 

本さんより、「こえ」を届けていただきました〇 

赫さAaぁりがとぅございます。

2年前、大好きだった仕事と様々なストレ 

スとの狭間で、悩み続けた結果辿り着いたリ 

タイア。だからこそ第二の人生は本当の自分 

の居場所探しから始まった。

続けて来た朗読に平行して、何か社会に 

貢献出来るものがないか探していた時に知り 

あったみやがわ書店の橋村店長。その橋村 

さんに声かけしていただいたのが「大人のた 

めの絵本の勉強会」

絵本ボランティアで失敗した私を見て、彼 

女は数回の交流だけで私の胸の奥の想いを 

拾ってくれた。

初めての日、絵本に不勉強だった私を温 

かく受け入れてくれた勉強会の參加者の方 

々。每回が新鮮と慼動の時間。

ひとりずつ持ち寄った推薦本を読んでくだ 

さるのだが、いつも涙腺の弱い私は、胸に込 

み上げる感動が瞳から溢れてしまう。

一冊の本を読み終えたあとがまた凄い。本 

人が選んだ理由、さらに參加者が感じる想い 

を語らう。豊かな感性と本当に絵本を愛する 

人たちから出る深思な感想。作者、画家、背 

景、その本にまつわる事柄が、次々とあちら 

こちらからまるで宝箱を開けるように飛び出し 

てくる。聞いたことのない作家や絵本の題名 

を聞き漏らすまいとメモる私。また絵本から繋 

がる橋村さんの豊富なエピソードには、その 

交流の深さや広さを知り每回ワクワクする。

勉強会を通じ、絵本がこんなにも深く感動 

的なものであったことを改めて知り、私は一 

気に絵本のとりこになった。

月に一度の勉強会。そこに向けて今度はど 

の本を選ぼうかと考えている私は、今が一番
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大人コース

ノ

がいごと

はじめてできた大切なともだ 

ち。でもゆきだまのともだち 

はバスにのれません。

寒い中待ち続け、ようやくバ 

スに乗ってひとねむり…

「サンタさん」
長尾玲子さく 

福音館書店1,100円(税込)

生まれ育った街を離れなければ 

ならないソエ。戦争が起こる前の 

日常と想い出の中の美しい景色。 

幸せな時をくれた場所を思いな 

がら地図に印を付けていきます。

こたつの表紙に吸い寄せら 

れ、めくっていくと••こたつ 

の温もり、家族の温かさ、大 

晦日のにぎわい、そして年が 

明ける新鮮な喜びが伝わっ 

てきます。

「ふゆごもりもまえに」 

ジャン•ブレット作 

こうのすゆきこ訳 

福音館書店1,540円(税込)

夕介ル 
二見正直

「こうさぎたちのクリスマスJ 
エイドリアン.アダムズ作•絵

こうさぎたちの 

クリスマス

もみのS そのみを

美谷島邦子•文
いせひでこ絵

ンタク□ース
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キム•サングン⑽
猪川なとW

•サンタさんの 

おとしもの

「クリスマスの小屋」
ルース•ソーヤー再話 
上條由美子訳 
岸野衣里子画 

福音館書店1,650円(税込)

「なにかが'いる」 

佐藤雅彦+ユーフラテス 

福音館書店990円(税込) 

いるいる確かに!頭…目を柔 

らZ?ヽ く して探してみよう。 
「ピタゴラスイッチ」の企画で

「こたつ」

麻生知子 

福音館書店1,430円(税込)

はりねずみのハリーはどうして 

も「冬をこの自で見たい」と思 

い、冬眠しない決心をしました。 

好奇心旺盛なハリーと、温かく 

見守る農場の娘リサに心が満 

縁取りのあi画面もじっくり楽し 

めます。

「もぐらくんのねがいごと」 

キム•サングン作絵 

猪川なと訳 

岩崎書店1,540円(税込)

けんちゃんの J▲ 
もみの

コンビを組む二人による絵本 

です。
「サンタクロースっているの？」 

いもとようこ絵•訳 

フランシス•P•チャーチ 

金の星社1,540円(税込)

9才の息子を突然の事故で亡 

くした母、美谷烏さんが語ります。

35年間の悲しみを受け止めて 

きてくれた「おすたかのもみの木」 

のことを。焼けただれた山に植え 

たもみの木。何度も会いに行った 

もみの木。木は黙っているけれど', 

ゆっくり成長していきます。木は動 

かないけれど、季節を感じながら 

呼吸しています。いつもおすたか 

の山にいて、星になったいのち、 

苦しみを抱えた人たちを迎えます。

想い出と現実、そして自に見え 

ない「いのち」、いのちのつなが 

リ、清らかな祈り。その表現、いせ 

ひでこさんの「色」がとても美しい 

絵本です。 (さつき)

「しあわせなときの地図」 

フラン•ヌニヨ文 

スザンナ•セレイ絵 

宇野和美訳 

ほるぷ出版1,430円(税込)

「サンタさんのおとしもの」 

三浦太郎

あすなろ書房1,1◦〇円(税込)

「けんちやんのもみの木」 

美谷島邦子•文 

いせひでこ•絵 

B L出版1,760円(税込)

「きらぼしちゃんと

もリのクリスマス」 
もちなおみ作 
布川愛子絵 

岩崎書店1,430円(税込)

ペ.つケ 

ird•へ

かざりなさいJ
五味太郎

アノニマ•スタジオ1,650円(税込) 三原泉訳
徳間書店1,870円(税込)

「ふうちゃんのそり」12場面

脚本神沢利子

絵 梅田俊作

童心社2,090円(税込)

おじいさんに頼みこんで作ってもらった「そ 

り」。楽しくぴゅうぴゅうすべって、勢い余っ 

て、「うわ〜」谷底へ落ちてしまい…

しあわせなときの地囪
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