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魅力がいっぱいの、吉川市立図書館💕
前回の『つわぶき便り』で、吉川市立図書館の

何を保存するべきか」という知識や専門性、そし

レファレンス能力の高さについて記載させてい

て「この本にはどういう特徴があるのか」といっ

ただきました。なぜ、そうした能力の高い仕事が

た、本に対する飽くなき探求心が求められていま

できるのか、職員さんにお話を伺いました。

す。

人口一人当たりの
貸出冊数は県内 12 位
『埼玉県図書館協会のデータ（平成 30 年度）』より作成

図書館に置かれている本は、医学・法律・土木・
産業・福祉・文学・・・、ありとあらゆるジャン

市民アンケートへのご協力をお願いします
日本共産党吉川市議員団は、今年も市民アンケー
トに取り組んでいます。たくさんの回答をいただき、

時どこに連絡をしたら良いのか、いまだにわからな

ら、
「ぜひこんな本を読んでほしい」と紹介をして

ありがとうございます。皆さまから頂いた声を、議

いという声が多いと感じました。

いるそうです。

会へと反映させていきたいと考えています。まだご

発熱などの症状があり、感染の不安を感じたと

回答をいただいていない方も、ぜひご協力をよろし

きにまず連絡するのはかかりつけ医です。市内・市

くお願いします。

外を問いません。普段受診している医療機関にま

団体貸等も行い、「どういう本か」だけではなく
「どういう人が読むのか」を考えながら本を選ぶ

図書購入費・貸出冊数では県内図書館の平均に

力が求められています。県立図書館や国会図書館

届きませんが、蔵書数では県内平均を上回り、県

との連携・相互貸借も図書館員の仕事です。

人口一人当たりでデータを見ると、図書購入
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に多種多様だと思います。そのニーズに応えなが

学校の図書館司書さんとの連携、学童保育への

内図書館の中で 20 位という多さです。

日本共産党吉川市議会議員
雪田 きよみ

ルに別れ、図書館を利用する方々のニーズも本当

高い専門性と日々の研鑽、
連携が求められる仕事

上の表をごらんください。吉川市立図書館は、
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お話を伺いながら、図書館員には高い専門性が
求められる、幅の広い仕事だと改めて思いました。

いただいた回答の中に、「感染かな？」と思った

年内には報告書を作成し、みな様のお手元に届け

ずは電話で相談してください。普段かかっている

させていただく予定ですが、気になったことやすぐ

医療機関がない方は、お近くの診療所等医療機関

に取り組んだ問題などについて、まずはご紹介させ

に電話でのご相談をお願いします。

ていただきます。

新型コロナウイルス、
「感染かな？」と思ったら・・・

市役所発吉川駅行きバス
狭くて危ない停留所💦
「市役所発吉川

費・蔵書数・貸出冊数全て県内平均を上回り、蔵

職員のみなさんの専門性を高めるために、県立図

駅行き」のバス停

書数は 11 位、貸出冊数では 12 位です。吉川市

書館や指定管理会社などで活発な研修が開催さ

は、市役所と運動

立図書館の活発な活動ぶり、市民の活発な利用

れているそうです。

公園の間の、決し

状況を示すデータだと思います。

活発な図書活動を支える
図書館員
図書館員のみなさんは、
「お客様が手に取って

職員のみなさんの日々の研鑽と熱意に支えら
れ、市の活発な図書活動があることを学びました。

きよみの暮らし

て広くはない 2 車
線道路にあり、待機スペースが確保されていません。
始発バスがここに停車していると、後ろ（北側）か
ら来る車にとっては非常に危険を感じます。
「きよみ野発運動公園経由吉川駅行き」のバスで、

不快な思いをしないように」と気遣いながら、本

ユニセフが世界 38 か国の子どもの幸福度調査

や資料図書などの収集・保存・利用者への提供を

結果を発表しました。1 位はオランダ、デンマー

一瞬停車しているのか、それとも「市役所発」の始

しているそうです。

ク、ノルウェーが続き、日本は 20 位です。

発のため待機中なのかがわからず、抜いて良いのか、

その仕事を適切に行うためには、
「何を収集し、

生活相談
いつでも、どんなことでも、
気軽にお電話ください。

983-7140

日本は「身体的健康」はトップですが、自殺率

出発を待つべきか迷います。そして抜こうにも、そ

の高さなどから「精神的幸福度」は 37 位と発表

の先が下り坂になっているので対向車がはっきり

されたとのことです。厚労省の『自殺対策白書』

と見えません。とても危険です。私も以前担当課に

では、10 代の死因のトップは自殺です。その原

相談に行ったことがありますが、今回のアンケート

因・動機では、学校でのいじめや教員による暴力・

でもそれを指摘する声をいただきました。

ハラスメントなど、学校問題が最多とのこと。
とても残念なデータです。子ども

バス会社にお話を聞きに伺いましたが、バスの運
転手さんも危険だと感じているとのことです。

たちの未来が明るく輝く社会、自殺

安全確保に向けて、きよみ野在住の他の市議会議

なんかで死なない社会に変えていき

員にも働きかけ、要望書を提出しようと計画してい

たいですね。

ます。
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ら対策を求める声が寄せられていました。私も市

歩行者の安全確保を

葛飾吉川松伏
線は今、越谷流山
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正視すべきは、歴史の真実

に対して何度も対策を求めてきましたが、今回も
同様の意見が寄せられています。

～吉川市の「満蒙開拓義勇軍」参加者の手記から～

今年度は当初予算にこの改修費用が盛り込ま

線と交わる「保」

れています。当初の計画では市役所北東の交差点

吉川郷土史会発行の『よ

交差点までは「市

までの改修予定でしたが、消防署の交差点まで改

しかわ文化』第 24 号（平

道」、交差点以北

修されることとなりました。

成 21 年 3 月 31 日発行）

は県道です。2022
年 4 月、現在工事

に、染谷四郎さんの『五十

バス路線網の充実を

年ぶり礎の地に里帰り』が

中の吉川橋の完

「病気を複数抱えている

掲載されています。染谷四

成と同時に、「吉

ので、月に何度も通院。バス

郎さんは 1940 年、「満蒙

川交番前」交差点

路線がないのでタクシーで

開拓青少年義勇軍」の一員

通院するしかなく、タクシ

として満州に渡り、大変な苦労をして帰還され

ー代が家計を圧迫する」
「運

た方です。

までが「市道」とされる計画です。
「保」交差点以北は道路照明が薄暗く、駅近の
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たソ連兵の検問が繰り返されましたが、染谷さ
んは団の小学校校長の息子「林田四郎」として生
き延びることができました。
昭和 21 年 5 月、染谷さんは発疹チフスに罹
り、世話になった高千穂開拓団の皆さんや校長
夫妻とも別れました。幸いにも温かい援助を受
けることができ九死に一生を得た染谷さんは、

二度と再び、
戦争をすべきではない！

人通りの多い道路でありながら、夜道に不安を

転免許証を返納したいが、周辺には買い物できる

1990 年旧満州に「鎮魂の旅」へと出かけた

その年の 8 月 24 日に帰国し

感じる状況です。側溝のブロックが所々浮き上

お店も高齢者が集える場所もない。買い物は毎日

染谷四郎さんは、一緒に旅した仲間と共に『あ

ました。染谷さんはその手記

がり、自転車で走行する方や、筋力の低下した歩

のことだ。バスがなければ、返納できない」等、

しかび友好訪中の記』を自費出版しました。
『五

に、こう書いています。

行者にとっては転倒の危険を感じる状況です。

今年もバス路線の充実を求める声は切実です。

十年ぶりの…』は、同書から『よしかわ文化』

「国策として五族協和、王道

市は 2017 年度から、3 年間の試行事業として、

に転載されたものです。簡単にご紹介します。

楽土建設を旗印に、日本民族

で、LED 化に向けて県との連携を要望しました。

年間 24,000 円を限度に「タクシー利用料金助成

歩道についても、県土整備事務所に改善を要望

事業」に取り組んできました。しかし、対象の地

辛うじて、シベリア抑留を逃れる

しました。

域が限られており、75 歳以上、日常の移動手段が

照明の LED 化が必要だと思います。9 月議会

関・会野谷線の振動対策を

ない方等に制限されています。
この事業の検証のため、市は昨年対象者へのア
ンケート及び市内全域を対象とした「移動実態調
査」を行い、今年度はその分析をしています。
バス路線網の充実は、多くの市民の願いです。
タクシー料金助成事業だけでなく、バス路線網の
更なる充実に向けて取り組みが広がるよう、分析

市役所の北側を東西に走る関・会野谷線を大

状況を確認しながら、しっかり要望していきます。

型トラックが走行し、特に夜間などはその振動
にびっくりして跳び起きてしまうなど、以前か

「道路問題を考える会」学習会

吉川市の道路の概要
～住みやすい吉川市のために、
道路事情を考える～
吉川市道路公園課職員をお招きして、市の道路の
現状と今後の政策について学習します。

10 月 13 日（火）15：30～１7:00
平沼地区公民館

JCP-つわぶきサポーターズ
DVD 視聴会

の発展を目的に満州開拓の大事業が実施された
ことは、周知のとおりです。参加した数 32 万人

染谷さんが大陸に第一歩を踏

余、そのうちにはわれわれ義勇隊員 8 万余名も

みしめたのは 1940 年 6 月 22

参加しています。しかし昭和 20 年 8 月 9 日ソ

日、15 歳のときでした。終戦は

連参戦に次ぐ敗戦によって、団を守っていた婦

通化市で迎えました。

人や年より、それに多くの子どもたちを含む開

所属した連隊は 8 月 24 日に

拓民は、棄民として筆舌に尽くし難い血と涙の

武装解除となり、本体は吉林に連行されました。

苦労をすることになったのです。その上、約 8 万

染谷さんは残務整理要因として残留し、9 月 10

の生命と数知れぬ孤児を残し、いまだに解決で

日ころ本隊を追って吉林に向かいました。しか

きない多くの問題が残されているのです。

し途中の駅で「吉林に行けば捕虜でシベリア行

さらには、私たちは広島、長崎の原爆をはじめ

きとなる」と知らされ、
「部隊解散、各自自由行

シベリア抑留、アメリカへの真珠湾攻撃、朝鮮半

逃避行の末の収容所生活
動をとれ」と命令を受けました。

島の人々への迫害による植民地政策、そして中
国では（中略）柳条湖や平頂山事件、盧溝橋、南
京大虐殺、平房の七三一部隊とうとう数えきれ

染谷さんは 6 名の仲間と共に宮崎・鹿児島両

ないほどの事実を、避けて通らず、むしろ正視す

県出身の高千穂開拓団に世話になり、警備をし

べきです。互いに被害者であると同時に加害者

すべての外国籍の子どもへの教育を目指す、岐

ていましたが、9 月 18 日満州事変の記念日に付

であることを忘れず、二度とふたたび戦争をす

阜県可児市の南蘇中学校の 20 年近くにわたる

近の住民・脱走した満軍・公安隊員と思われる暴

べきではないと思います。このことを子々孫々

取り組みが紹介されています。

民数千名に襲われました。長い逃避行、流浪の旅

に至るまで語り継ぐ

の末にたどり着いたのは、撫順古城子収容所で

とともに、遵守しな

した。200 名足らずの集団生活で、石炭の露天掘

ければならないので

りの仕事をする毎日でした。日本兵狩りと称し

す」。

すべての子どもに学ぶ場を
～ある中学校と外国人生徒の歳月～

9 月 27 日（日）10 時～
おあしすセミナールーム１

