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横浜市立図書館情報紙 : アットリブ  

２０１１年 ２月号

 「＠Ｌｉｂ ２００９年７月号」（初級編）・「＠Ｌｉｂ２０１０年４月号」（中級編）に引き続き、 

図書館検定を開催します！！今回は「知っているとちょっと便利な利用法」を中心に出題しました。

ぜひ、挑戦してみてください！ 

横浜市立図書館バージョン  

図書館検定 上級編 
★次の質問に○か×で答えてください。（回答は４ページ） 

 

Ｑ１ 参考図書コーナーには、調べ物に役立つ辞典、年鑑、白書などの
図書がある。 

 

Ｑ２ 図書館では新聞記事のオンラインデータベースで過去の新聞記事
を探すことができる。 

 

Ｑ３ 中央図書館には、様々な病気の基本書のほか病院名簿や診療ガイ
ドラインなどをそろえた「医療情報コーナー」が設置されている。 

 

Ｑ４ 図書館のホームページには、法令・判例、会社情報等を調べる際
に便利なサイトを集めたリンク集がある。 

 

Ｑ５ 図書館では毎年夏に、小学生・中学生向けに市立図書館司書がす
すめる本のリストを発行している。 

 

Ｑ６ 図書館には活字を拡大して読むことができる拡大読書器がある。 
 

Ｑ７ 図書館ホームページメニュー「横浜を知る」では、横浜市に関連
する郷土雑誌の目次情報を見ることができる。 

 

Ｑ８ 携帯電話のメールアドレスでは、予約した本の到着のお知らせを
受け取ることができない。 

 

Ｑ９ 市立図書館で所蔵していない図書は、神奈川県立図書館などから
取り寄せることもできる。 

 

Ｑ１０ 本の寄贈は中央図書館でのみ受け付けている。 
 

１ 

横浜市立図書館は、2011 年に創立 90 周年を迎えます。



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ Lib 講座/ボランティア募集・講座/お知らせ ２ 月  
※２月の休館日は 21 日(月)です。 

※事前申込の行事について ご記入いただいた

個人情報は、事業の目的以外には利用しません。

ボランティア募集・講座

講座 

■中央図書館 

中央図書館でボランティア活動を
しませんか 
〔内容〕中央図書館で書架を整理するボラ

ンティア活動に参加してくださる人を募集 
〔対象〕18 歳以上（高校生不可）で事前の

研修に参加できる人 
〔日時〕①活動日時 ４月から開始。毎日８：40

～９：30。都合のよい日にご参加ください。
②研修 ３/22（火）９：30～12：00 

〔会場〕中央図書館 
〔申込〕２/10（木）９：30～28（月）まで。

中央図書館１階「⑤ヘルプデスク」 
または電話（262-0050）にて受付 

 

■金沢図書館 

修理ボランティア講座（全２回） 
〔内容〕簡単な図書の補修を習得します。 
〔日時〕３/３、17（木）各日10：00～12：30 

 〔対象〕２回とも参加でき、終了後金沢 
図書館で修理ボランティアとして活動
していただける人 

〔会場〕金沢地区センター中会議室 
〔申込・定員〕２/15（火）９：30～金沢図書

館カウンターまたは電話で。先着 15 人
〔講師〕森理恵氏 

■中図書館 
消えゆく文字～中国女文字の最
後の伝承者を招いて 
●ワークショップ 
〔内容〕中国湖南省江永県の女性だ 

けに伝わる文字の最後の伝承者が
来日。遠藤織枝氏（元文教大学 
教授）によるレクチャー付きワークシ
ョップ。通訳あり 

〔日時〕３/１（火）14:00～16:00 
〔会場〕中図書館２階会議室 
〔申込・定員〕２/15（火）９:30～中図書館

カウンターまたは電話で。先着 30 人 
〔共催〕横浜ユーラシア文化館 
●展示 
〔内容〕関連図書とパネルの展示 
〔日時〕２/15（火）～３/３（木） 
〔会場〕中図書館入口 
 

■山内図書館 
講座「新聞づくりの舞台裏～情報
収集と人脈づくりのヒント」(全２回)
〔内容〕元新聞記者が語る取材エピソ

ードから、情報の集め方・伝え方・ 
人脈の築き方のヒントを見つけてみ 
ませんか。 

〔日時〕２/12､26（土）各日 14:00～16:00
〔会場〕山内図書館集会室 
〔対象〕２回とも参加できる人 
〔申込・定員〕１/21（金）９:30～山内

図書館カウンターまたは電話で。 
先着 30 人 

〔講師〕鴇田要一氏（元神奈川新聞
社取締役） 

■山内図書館 
「修理ボランティア」のための製本講座 
（全３回） 
〔内容・日時〕本の仕組みを知り、修理

の基礎をマスターします。 
各日 13:00～16:00 

２/25(金) 本の構造と打抜き綴じの実習 

３/４(金) かがり綴じの実習と絵本の修理 

３/11(金) 無線綴じのいろいろ・実習 

〔会場〕山内図書館集会室 
〔対象〕山内図書館での本の修理ボラ

ンティア活動に興味があり、３回とも
参加できる人 

〔申込・定員〕２/１（火）９:30～山内図書
館カウンターまたは電話で。先着 10 人 

〔講師〕山内図書館司書 
 

■緑図書館 
絵本の読み聞かせボランティア講座
（全２回） 
〔内容〕絵本の選び方、読み聞かせの

心構えや技術についての講義と実習 
〔日時〕①講義３/３(木)②実習３/10(木) 

各日 10:00～12:00 
〔会場〕緑図書館会議室 
〔対象〕読み聞かせボランティア活動

をしているか、これから始める人で、
２回とも参加できる人 

〔申込・定員〕２/17（木）９:30～緑図書
館カウンターまたは電話で。先着 25 人 

〔講師〕緑図書館司書 

お知らせ 

■中央図書館 
ティーンズコーナーに参考図書コーナー新設

ティーンズ世代のみなさんの調べ物
や課題解決をサポートします。ご利用く
ださい。 
 

■金沢図書館  
マスコットキャラクター名決定！  

11 月に募集した金沢図書館 
マスコットのコアラの名前が 
「金沢りーど」君に決まりま 
した。たくさんのご応募あり 
がとうございました。 
 
■戸塚図書館 
臨時休館 ２/22（火） 

館内レイアウト変更のため、施設点
検日（２/21（月））に続けて臨時休館
します。ご不便をおかけします。 
 

■山内図書館  
外壁改修工事（～３月下旬<予定>）

期間中、駐車場・駐輪場はご利用い
ただけないため、公共交通機関をご利
用ください。ご不便をおかけします。詳
細は、館内掲示等でお知らせします。 

■中央図書館 

教えて！人生のあれこれ対処法
講座～くらしまもるさんの一生～ 
〔内容〕相続、遺言、離婚、交通事故、

悪質商法、起業、労働トラブル、近
隣 とのトラブルなど、専 門 家 による
講演と無料相談。 

〔日時〕２/19(土)13：00～16：30   
〔会場〕中央図書館５階第１会議室 
〔申込・定員〕２/１（火）９：30～中央

図 書 館 ３階 カウンターまたは電 話
（262-7338）、FAX(262-0054)、
E メール（ky-libevent@city.yokohama.jp)で。 
FAX・E メールの場合は、①氏名 
②連絡先（電話番号、FAX 番号ま
たはＥメールアドレス）を記入。 
先着 50 人 

〔講師〕安友千治氏（神奈川県行政書士会） 
 

情報検索講座「医療情報を調べる」 
〔内容〕インターネットや中央図書館 

ＰＣリサーチコーナーのデータベー
ス、本を使った調べ方のコツを紹介。 

〔日時〕２/24(木)14：00～14：30   
〔会場〕中央図書館３階グループ閲覧室 
〔申込・定員〕当日、中央図書館３階 

カウンターへ。先着 10 人 
〔講師〕中央図書館司書  
 
い・にし・え散歩～横浜駅前物語～ 
〔内容〕戸部から横浜駅東口の史跡 

を解説付きで散策します。 
〔日 時 〕３/26（土 ）13：30～16：00 

小雨決行。雨天の場合は３/27(日)
に順延（３/27 が雨天の場合は中止） 

〔集合場所〕中央図書館 
＊京 急 日 ノ出 町 駅 から京 急 戸 部

駅までの電車賃は参加者負担 
〔対象〕西区及び近隣区在住の市民  
  （18 歳以上） 
〔申込・定員〕往復はがきに、①行事名

②氏名③住所④電話番号、返信用の
あて先を書いて、〒220-0032 西区
老松町１中央図書館サービス課 
「い・にし・え散歩担当」まで。 
２/１(火)～28(月)必着（当日消印有効）。 
定員 20 人(申込多数の場合は抽選) 

〔講師〕山岸丈二氏 
 

■鶴見図書館 
こどもの言葉を育てる 

～わらべうたと絵本～ 
〔内容〕わらべうたや絵本についての 

公開講座 
〔日時〕２/22（火）10:00～11:45 
〔会場〕鶴見区役所 1 階予防接種室 
〔申込・定員〕鶴見福祉保健センターこ

ども家庭支援課こども家庭支援担当
（岩切、戸花）にて受付。２/14（月）～
電話（510‐1850）（受付時間８：45～
17：15）で。先着 15 人。保育あり 

〔講師〕石川道子氏 
〔共催〕横浜市鶴見福祉保健センター 

２ 



３ 

中央 

●２/２、９、16、23(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子～小学生) 
●ボ２/12、26(土) 

①14:00(ひとりでおはなしを聞ける子)

②14:30(小学生～) 

旭 

●協 ２/９(水)16:00 
(３歳～ 当日先着 30 人) 

●２/20(日)11:00 

(３歳～) 

泉 

●２/16(水) 

 ①15:30（ひとりでおはなしを聞ける
子～小学１年生）  

 ②16:00(小学２年生～) 

磯子 
●２/９、23(水)15：30 

 （３歳～小学１年生） 
●２/23(水)16：00（小学生） 

神奈川 
●２/１(火）15:30 
 (３歳～小学２年生） 

金沢 
●２/16(水)15：30 
 （ひとりでおはなしを聞ける子） 

港南 

●ボ２/19(土) 
  ①14:00(３歳 ～) ②14:40(小 学生～) 

●ボ２/27(日) 

  ①14:30(４歳 ～) ②15:00(小 学生～) 

港北 
●２/25(金)15：30 
 （４歳～小学２年生） 

栄 
●２/９(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子) 

●ボ２/26(土)14:00(４歳～大人) 

瀬谷 
●２/23(水)15：30 

  (３歳～) 

都筑 
●２/16(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける子) 

鶴見 
●２/９(水)15:00 

(ひとりでおはなしを聞ける３歳～) 

戸塚 

●ボ２/12(土)14：00 

  (４歳 ～小 学 校 低 学 年  当 日 先 着 20 人 ) 
●２/16(水)15：00 

 (４歳 ～小 学 校 低 学 年  当 日 先 着 20 人 ) 

中 
●ボ２/２(水)15:30(３歳～小学生) 

●協 ２/16(水)15：30(３歳～小学生) 

保土ケ谷 
●２/２、16(水)15:00 

(幼児～小学校低学年) 

緑 
●協 ２/23(水)15:30 

(３歳～ 当日先着 20 人) 

南 

●ボ２/９(水)15：30 

(おはなしを聞ける３歳～) 

●ボ２/12(土)11:00 
(おはなしを聞ける５歳～) 

●２/23(水)15:30 

(おはなしを聞ける４歳～) 

山内 
●協 ２/９、23(水)15:30 

(ひとりでおはなしを聞ける３歳～) 

中央 
●２/16(水)①10：30 ②11:00 

(１～３歳児と保護者 当日先着 15 組)

旭 
●２/23(水)10:30 

(０～３歳児と保護者 当日先着 15 組)

泉 
●３/10(木)①10:30 ②11:00 

(２･３歳児と保護者 各回先着 15 組) 

〔申込〕２/10(木)９:30～ 

磯子 
●２/17(木)11:00 

(２・３歳児と保護者 先着 15 組) 
〔申込〕２/11(金・祝)９:30～ 

神奈川 
●２/22(火)11:00 

(０～２歳児と保護者 先着 15 組) 

〔申込〕２/７(月)９:30～  

金沢 
●２/２(水)10:30 

(１・２歳児と保護者 先着 15 組) 

〔申込〕1/26(水)９:30～ 

港南 

●ボ２/３(木) 

①10:00 ②10:40 (０歳 児 ～と保 護 者 )

●ボ２/25(金) 
①10:00(０～２歳児と保護者) 

②10:40(２～４歳児と保護者) 

港北 
 

 

●協 ２/17（木）11：00(１～３歳児と 

保護者) 〔申込〕どろっぷにて受 

付。２/10（木）９：30～来館また 
は電話（540-7420）で。 

先着 15 組 

栄 
●２/22(火)11：00 

(２・３歳児と保護者 当日先着 12 組) 

瀬谷 
●協２/10(木)①10：30 ②11：15 

 （０～３歳児と保護者 先着 12 組） 
 〔申込〕２/１(火)９：30～ 

都筑 
●３/10(木)①10:00 ②10:45 

 （２・３歳児と保護者 各回先着 10 組）

〔申込〕2/24(木)９：30～ 

鶴見 
●２/22(火)11：00 

(１歳６ヶ月～３歳未満と保護者  
当日先着 15 組)

戸塚 
●２/４(金)11:00 

(１～３歳児と保護者 当日先着20 組) 

中 
●協 ２/８(火)、26(土)10：30 

(１歳～と保護者) 

緑 

●協 ２/９(水)①10:00②11:00 

(２・３歳児と保護者 各回当日先着 15 組)
●協 ２/16(水)①10:00②11:00 

(０・１歳児と保護者 各回当日先着 15 組)

南 
●ボ２/15(火) 

①10:30(０～２歳児と保護者) 

②11:30(２～４歳児と保護者) 

山内 
●協 ２/11（金・祝）、25(金) 

①11:00 ②11:30(１歳 児 ～と保 護 者 ) 

 
 
 

■南図書館 

南区自殺対策パネル展 
「生きぬくチカラ きっとある」 
〔内 容 〕南 区 における自 殺 予 防 対

策の紹介と関連図書の展示 
〔期間〕２/３(木)～28(月) 
 

大岡小学校の子どもたちによる
作品展示会 
〔期間〕２/13(日)～３/６(日) 
  ＊２/15(火)～17(木)、23(水)を除く
〔会場〕南図書館２階会議室（５年１組）、

 １階児童コーナー（６年３組） 
 

■磯子図書館  
平成 22 年度 かながわ安全・安心
まちづくり「標語」及び「ポスター」
コンクール 入賞作品展 
〔内容〕神奈川県で募集した標語と

ポスターを展示します。 
〔期間〕２/１(火)～14（月） 
〔会場〕磯子図書館ホール 
〔協力〕神奈川県防災安全防災局

くらし安全交通課 
 

■瀬谷図書館 

瀬谷区内市立小学校読書感想画展
〔期間〕２/４(金)～20(日) 
〔会場〕瀬谷図書館玄関ホールほか 
 

■保土ケ谷図書館 

番付で楽しむ世相と評判展 

〔内容〕江戸末期～昭和期の番付
資 料 から「横 浜 舞 台 本 番 付 」な
どいろいろな番付を展示します。 

〔期間〕２/４(金)～13(日) 
＊２/10（木）を除く 

〔会場〕保土ケ谷図書館会議室 

@ Lib テーマ展示/おはなし会 ２月  

※特別に記載がない限り、 

各行事への参加は無料です。

※問い合わせは各図書館へ

大人のためのおはなし会  

テーマ展示 

■中図書館 

おはなし・おはなし 
〔内容〕各国のおはなしをストーリーテリ

ングで楽しみましょう。 
〔日時〕２/19(土)15:00～16：00 
〔会場〕中図書館２階会議室 
〔対象〕５歳以上 
〔語り手〕ことりの会 

■緑図書館 
〔内容〕各国のむかし話など 
〔日時〕３/17（木）10:00～12:00 
〔会場〕緑図書館会議室 
〔申込・定員〕２/17（木 ）９:30～緑図

書館カウンターまたは電話で。先着 30 人
〔語 り手 〕緑 図 書 館 司 書 、おはなし

ボランティア 
 

■山内図書館 
〔内容〕大人が楽しめるお話の語り 
〔日時〕２/27（日）14：00～15：30 
〔会場〕山内図書館集会室 
〔語り手〕空とぶじゅうたんおはなしボ

ランティア  

 

おはなし会 

定例親子おはなし会 定例おはなし会

 子育て支援拠点
ど ろ っ ぷ （ 大 倉
山）で開催！ 

無印 司書によるおはなし会 

ボ  ボランティアグループによるおはなし会 

協  司書とボランティアの協働おはなし会 

■磯子図書館 

いろんなことばでおはなしかい 
〔内容〕韓国語、タイ語、スペイン語の

絵本をネイティブの方が読み、司書
が日本語で語ります。 

〔日時・対象〕２/20(日)①11:00（３歳
～１年生）②13：30（小学生） 

〔会場〕磯子図書館会議室 
〔申込・定員〕２/11(金・祝)９:30～ 

各回 30 人程度。保護者同伴可 
〔協力〕磯子区国際交流コーナー



横浜市立図書館一覧  
図 書 館 電話番号 図 書 館 電話番号 

中央図書館 262-0050 瀬谷図書館 301-7911 

旭図書館 953-1166 都筑図書館  948-2424 

泉図書館  801-2251 鶴見図書館 502-4416 

磯子図書館  753-2864 戸塚図書館 862-9411 

神奈川図書館 434-4339 中図書館 621-6621 

金沢図書館 784-5861 保土ケ谷図書館  333-1336 

港南図書館 841-5577 緑図書館 985-6331 

港北図書館 421-1211 南図書館  715-7200 

栄図書館 891-2801 山内図書館 901-1225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

ｐ．１ 図書館検定上級編 回答  
●回答：Ｑ８、Ｑ１０は×。あとは○です。 
●判定：全問正解：お見事！ぜひ、まわりの方にも図書館の利

        用法についてご紹介ください。 

６～９問正解：この調子で図書館をご利用ください。 

５問以下の正解：新たな利用法をおためしください。 
●解説：Ｑ２：市立図書館では、「聞蔵Ⅱビジュアル for Libraries」で

朝日新聞等の記事検索が利用できます。Ｑ８：携帯電話のメール

アドレスでも予約した本の到着通知を受け取ることができます。

Ｑ10：市立図書館全館で本の寄贈を受け付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ＹＯＫＯＨＡＭＡ 
   図書館めぐり 

  第１０回 港北図書館  

検索機使い方相談

中央

２/25(金)14:00～15:30 
中央図書館５階第１会議室・検索機コーナー 
〔申込〕２/10（木）９:30～中央図書館 1 階「⑤ヘルプ 

デスク」または電話で。先着 10 人。基本的なキーボ
ード操作ができる人対象 

旭 ２/８(火)10：00～11：30 開催時間内随時受付 

泉 
２/25(金)、３/１(火)①10：00～10：30②10：45～11：15
〔申込〕２/15(火)９:30～泉図書館カウンターまたは

電話で。各回先着２人。初心者対象 

磯子

２/25(金)10：30～11：30 
〔申込〕２/11(金・祝)９:30～磯子図書館カウンターま

たは電話で。先着８人。初心者対象 
〔講師〕「磯子ぱそこんふれあい亭」サポーターメンバーと職員

瀬谷
２/25(金)11：00～12：00 当日時間までに図書館へ。

初級・中級者対象 

戸塚
２/24(木)①10：30～11：00②11：15～11：45 
〔申込〕２/17(木)９:30～戸塚図書館カウンターまたは

電話で。各回先着３人。初心者対象 

ボランティア交流会

開館時間 

●火曜日～金曜日：午前９時３０分～午後７時 

 （中央図書館、山内図書館は午後８時３０分まで。 

ただし、中央図書館学習室は午後７時まで。）

●土曜日・日曜日・月曜日・祝(休)日・１２月２８日：午前９時３０分～午後５時 

●１月４日：正午～午後５時  

休館日 施設点検日（月１回＊１月は１１日、２月は２１日） 

／１２月２９日～１月３日／図書特別整理日  

平 成 ２３年 １月 ２０日 発 行 / 編 集 ・発 行  横 浜 市 中 央 図 書 館 企 画 運 営 課 / 〒220-0032 横 浜 市 西 区 老 松 町 1/ 電 話 045(262)7334 FAX045(262)0052 
４ 

金沢

２/24(木)10:00～12:30/金沢地区センター大会議室 
〔対象〕金沢区内の小中学校で読み聞かせボランテ

ィア活動をしている人 
〔申込・定員〕金沢図書館カウンター、FAX（781-2521）

で随時受付。各校３人程度 
〔共催〕金沢おはなしネットワーク ウェズランディア 

港北

３/３(木)10：00～12：00/港北図書館会議室 
〔対象〕港北区内の学校で読み聞かせボランティア

活動をしている人 
〔申込・定員〕２/15(火)９：30～港北図書館カウンタ

ーまたは電話で。先着 30 人 

戸塚

２/25(金)９：30～11：30/戸塚地区センター会議室 A
〔対象〕戸塚区内で読み聞かせボランティア活動をし

ている団体 
〔申込・定員〕２/11（金・祝）９：30～戸塚図書館カ

ウンターまたは電話、FAX（871-6695）で。先着
20 団体（各団体３人まで） 

■磯子図書館 
パスワード登録おすすめ月間 
〔内容〕予約・貸出確認のためのパスワード登録をお手伝いします。 

〔期間〕２/１（火）～28（月） 随時受付 

本の虫 １４，０００人を超えました！

「ヨコハマ、本の虫宣言 ～2010 年は国民読書年」
市立図書館の国民読書年事業「本の虫宣言」 

へ の ご 参 加 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 宣 言 数 は  
14,130 人になりました。（H22.12.28 現在 未集計あり） 

これからも市立図書館をどうぞご利用ください。 

報告 

基 礎データ （H22.3.31 現 在 ） 
昭和55 年８月27 日開館 
蔵書数      195,853 冊
年 間総 貸出 冊数 709,166 冊
一 日平 均入 館者数   1,510 人

♪港北図書館ってこんなトコ 
ＪＲ横浜線・東急東横線が交わる菊名駅から、歩

いて７分のところにあります。昨年８月に開館30 周年
を迎え、数々の記念のイベントをしてきました。また、
図書館のマスコットとして、としょんぼ、てんてん、カブ
ックの３匹が生まれました。 

12 月には、利用者の 
みなさんから、好きな本、 
作家、主人公を木の葉の 
模様の紙に書いていただ 
きました。それを何本もの 
「本の木」に貼り付けて、 
ただいま館内には「本の森」がで 
きています。もちろん、推薦してい 
ただいた本も、木の根方に飾って 
あり、借りていくこともできます。こ 
れを見ると、多種多様な本が、静 
かに、でも、しっかりと読者との関 
係を築いていることがわかります。 

 
♪港北図書館の自慢 
子育て情報コーナー 
 初めて出会う絵本コーナーのそばに、子育て情報

コーナーがあります。港北区
内で育児相談の案内、子連
れで食事ができるお店の載っ
た地図『ココマップ』、そして、 
図書館のおはなし会の予定 
表も、ここで手に入ります。 
 

暮らしおしごと情報コーナー 
 資格を取りたい、仕事のスキルアップをしたい、就
職活動を効率よくやりたい……毎日の生活に直結す
る新鮮な情報を、駅から、新聞から、ハローワークか
ら、職員の手と足も使って取り寄せて、提供していま
す。このコーナーのチラシが減っていくと、私たちも「お
役に立っているんだな」とうれしくなります。 
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