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奈良 香芝

まちライブラリー＠＆香芝 開設 1 周年記念イベント

まちライブラリー提唱者・礒井純充を囲む会を開催。
「まちライブラリーについて」
「本を介したまちと人との『つながり』につ
いて」などを話します。

大阪 岸和田
月祝

岸和田まちライブラリーをつくろう！

レビュー
カフェ奮闘記 まちライブラリー＠千歳タウンプラザ（スタッフ久重薫乃）
2019年6月1日より、
まちライブラリー＠千歳タウンプラザ
（北海道千歳市）
にあるまちライブラリーカフェが新しい挑戦を
始めました。
なんと、
まちライブラリーのスタッフが隣接するカフェの企画・運営を行うことになったのです。
ライブラリーとカフェの兼務に
「礒井さん、無謀です！」
と私たちは言いました。
なんせこれまで、飲食業は未経験なのですから。
すると礒井さんから
「東京のまちライブラリーカフェやブックカフェを視察においで」
とのお誘いが。早速スタッフふたり、5月の
連休明けを待って東京へ向かいました。
「まちライブラリー＠PIZZA FORNO CAFE ビーンズ阿佐ヶ谷店」
（東京都杉並区）
では、本棚に本とカトラリーが一緒に並
た。無謀だと思えたカフェ運営が千歳ならこんなことができるかも…と考えは膨らみ始め、
ピンチはチャンスかもと思うように。

図書館で音楽を聴きながら、音楽にまつわる本を持ち寄って紹介しあうイベントを体験し、人と人が本を通じて出会うまちラ
イブラリーを岸和田市立図書館に作りましょう。

大阪 東大阪
火

2019年6月15日現在

まちライブラリー通信 7・8 月号
発行：一般社団法人まちライブラリー
住所：〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町 2-1-2 アイエスビル 3 階

べてあり、本とピザを楽しめる雰囲気を感じ、
「草径庵」
（神奈川県横浜市）
では、
ターゲットを絞った空間づくりを見学しまし

岸和田市立図書館 時間 午後を予定
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イベントのお知らせ

Assist マミ・チューター（香芝市西真美 3 丁目 8-21）13:30 より
学習塾「Assist マミ・チューター」のまちライブラリー開設 1 周年を記念して奈良県下の有志「まちライブラリーさん」と共に

7/15

まちライブラリー総数

第２回まちライブラリー＠東大阪市文化創造館に興味ある人が集う会

先日、
ピザを食べていたおばあちゃんが、
「食べきれないから、
よかったらピザ食べない？」
と女子中学生に声を掛けてお喋りが
始まる場面があり、
ライブラリー同様、世代を超えて交流が広がっていることを実感しました。
スタッフも、新メニューやイベン
ト、広報についてどんどんアイディアを出してくれています。
それは、千歳にまちライブラリーができた時から続く
《どんなまちライ

2年半かけて築いてきたまち
ブラリーがあったらいいか》
を話し合い、手探りで創ってきたこととなにも変わりはしませんでした。
ライブラリーのノウハウを活かし、関わる人のアイディアで変わり続けるカフェにしていきたいと思っています。皆さん、
ぜひ遊び
に来てくださいね！

近畿大学 アカデミックシアター ラーニングコモンズ 18:30〜20:30
参加費：無料 定員：50 名（先着順・当日参加可・申込優先）
18:20 近畿大学西門集合 途中参加は直接会場へ 詳細はまちライブラリー HP
「まちライブラリー＠東大阪市文化創造館」に関心があるみなさんと、近畿大学の図書館ア
2019 年 9 月の開館に先駆けて、
カデミックシアター ラーニングコモンズを見学しながら、まちライブラリーの運営を考えます。

7/25

宮城 仙台
木

ノキシタ にまちライブラリーの種を植える

Open Village ノキシタ（仙台市宮城野区田子西一丁目 12 番 4 号） 17:00 〜 19:00
5 月末にオープンしたコミュニティの場ノキシタで、友廣裕一氏と礒井純充が「ノキシタ にまちライブラリーの種を植える」と
いうテーマで語り合います。

その他のお知らせ
まちライブラリー＠奥多摩ブックフィールド 7月は毎週土曜日オープン！
廃校内に開設された素敵なまちライブラリーで、奥多摩の豊かな自然と本を一緒に楽しみませんか。

7/6（土）
・13（土）
・20（土）
・27（土） 11:00 〜 15:00 頃
8/3（土）12:00 〜 15:00 頃

アンケートのお願い
2011年、大阪からはじまったまちライブラリーですが、8年の歳月を経て、全国に広がり、2019年3月末日まで約680ヵ所に
なりました。
そこで今回、皆さんにアンケートをお願いしたいと思います。地域の場づくりにまちライブラリーがどのくらい役に
立っているのか、
その実態をみながら今後の礒井の研究にさせていただくのが目的です。
アンケートは、
まちライブラリーを運
営している方々へのものと、商業施設内などの大きなまちライブラリーを利用者している方々へ、
どういう視点で利用されてい
まちライブラリーをより楽しい場にしていきたと思っています。
ご協力よろし
るのかを伺うものの2種類です。研究成果を踏まえ、
くお願いします。

まちライブ ラリー 通 信
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まちライブ ラリー 研 究 会と
下北沢散策記

019 年 3 月から「まちライブラリー研究

フィールドのメンバーは、東京の最西端で本を

かけです。話を聞いた尾川さんが行政の人や地

ら歩いて数十秒のところに、図書館のような美

会」として勉強会を行っています。場所

通じたコミュニティづくりに取り組んでいます。

域の人と話し、自分自身も自宅でまちライブラ

容室を偶然見つけたのです。店内は本棚に囲ま

は東京都世田谷区下北沢にある「Bookshop

先日は、出版業界で半世紀にわたって活動して

リーを始めたりして広がっています。その姿は、

れた小部屋になっていて、そこで髪を切ってもら

Traveller」です。ここは一箱ごとに本屋さんが

いる人が出版の歴史の話をしてくれたのです

10 年近く前に私が大阪や東京でまちライブラ

うという、夢のような空間です。その心地よさに

出店している本屋のアンテナショップです。店の

が、それを聞いた地元の人たちから東京の文化

リーを始めた頃を彷彿とさせ、興味深くうかが

私も思わず髪を切っていただきました。

一角がカフェになっており、そこでイベントをし

産業遺産ともいえる本をこの場所に集めていき

いました。この研究会は私自身の気付きの整理

「ま ち ラ イブ ラリ ー 文 学 堂 美 容 室 retri」

たり、コーヒーやケーキを楽しんだりすることも

たいという声があがったそうです。

をする会でもあります。今後も、まちライブラ

（http://machi-library.org/where/detail/5
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できます。

2 回目の高齢者住宅についての発表は、高齢

リー主宰者をお招きしてお話を聞いたり、関東

初回は東京都杉並区の「箱庭ライブラリ」の

化社会の中のコミュニティについて非常に示唆

圏のまちライブラリーの周辺の視察もしていき

岩切晃子さんと、奥多摩の廃校を使った「まち

に富んだ内容でした。この取り組みは、高齢者

たいと思います。

ライブラリー＠奥多摩ブックフィールド」を運営

施設周辺にファミリー向け分譲マンションを造

最後にひとつ。下北沢のまちで新たなライブ

しているグループの発表、2 回目はサービス付

ることによって多世代のつながりを育み、地域と

ラリーとの出会いがありました。開始前に周辺

き高齢者向け住宅にまちライブラリーを組み込

のつながりも生まれるように考えられた「つなぐ

を散策していると、
「Bookshop Traveller」か

んだ活動の紹介を、NTT 都市開発の大学淳示

town プロジェクト」というコンセプトで実行さ

さんと私がしました。3 回目は文京区内にまちラ

れています。ここにまちライブラリーを開設して

イブラリーのネットワークを作ろうと活動してい

みると、そのコミュニティもさることながら、まち

る尾川宏豪さんをお招きしました。

ライブラリーのスタッフと話すことを楽しみにし

岩切さんは岩手県釜石市出身。22 歳で上京

ている高齢者施設の入居者が少なからずい

してから都内で 8 回引っ越しをする中で、都会

らっしゃることがわかりました。世話をされる立

ではコミュニティのつながりが極めて薄いことに

場の高齢者の方々も、いろいろな人と出会うこ

気付かされました。どうしたら都会の中で自分

とを楽しみにしていらっしゃるのではないか、と

たちのコミュニティが作れるかを考えて、自宅の

いうことに気付かされました。

玄関先に置く巣箱型のまちライブラリーに挑

3 回目の尾川さんは文京区内に熱心にまちラ

戦。やってみると近所の人から気軽に声を掛け

イブラリーを広げようとされています。
「こまじい

られるようになり、大都会でも人間関係は作れ

のうち」という空き家を利用したみんなの居場

るんだと感じているそうです。奥 多 摩ブック

所で私がまちライブラリーの話をしたことがきっ

まちライブラリー研究会

008/）です。
いずれのまちライブラリーもそれぞれ工夫が
あります。ぜひ訪ねてみてください。

2019 年 7 月
まちライブラリー提唱者

本棚に囲まれた
「文学堂美容室retri」

礒井純充

