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　このコーナーは今回で最終回になります。私事で恐縮
ですが、出産のためいったん図書館を離れます。読んで
くださった皆様、ありがとうございました。図書館には
小説以外にもおもしろい本がたくさんあります！ぜひご
利用ください。

「恋 (れん )ちゃんはじめての看取り
　　　　おおばあちゃんの死と向きあう」

協力：寒川総合図書館　TEL 0467-75-3615

　すべての人にいつか必ず訪れる死。自分をどのよう
に看取ってほしいか、かけがえのない人たちをどのよ
うに看取りたいか。それを幼いころからきちんと考え
ることは、命の大切さに気づくきっかけになるととも
に、前向きに生きる力にもなるはずです。
　本書は、「いのちつぐ「みとりびと」」シリーズ（現在第８巻まで刊行中）の第１
巻で、看取りを正面から取り上げた少し珍しい児童書です。小学校５年生の恋ちゃ
んが、大好きなおおばあちゃんを自宅で看取る場面を、臨場感あふれる写真で描い
ています。
　看取りとは、「大切な人が息を引き取るその「旅立ち」のとき、そばに寄りそい、
感謝と別れを交わすこと」であり「いのちのバトンリレー」であると著者は表現し
ています。死をテーマにした本というと、暗く悲しいものをイメージしがちですが、
本書の読後感は自然であたたかなものがあります。
　文章は平易で短く、写真絵本のような作りです。自分で読むなら小学校低学年から、

読み聞かせるならもっと小さなお子さんでも。ぜひ親子で
開いてみてください。

著者：國森康弘
出版社：農山漁村文化協会
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寒川総合図書館の司書 竹内 藍さんが本を紹介

　こういう疑問はよく聞かれますが、歯の根の治療
は、いわば建物でいう基礎工事です。土台がしっか
りしていないと、どれだけ良い建物を建ててもすぐ
ダメになってしまいます。
　また、根の治療の回数ですが、要は回数ではなく治癒しているかということで、
自然に回数へと繋がります。歯医者は悪いものを排除して身体が治癒に向かう
お手伝いをしているのです。
　今、疑問に思っている方や治療が中断している方はぜひ考え方、見方を変え
てみて下さい。

「歯の根」の治療は なぜ何回も

　　　　通う必要があるのですか？

ざくろ歯科／内間  恭洋  院長

茅ヶ崎市みずき3-1-10 サンミズキビル 3F（マム湘南みずき店 向かい）
ご予約・お問合せ　TEL / FAX　 0467 - 54 - 3963　

　歯についてのお悩みに、ざくろ歯科の内間院長がお答えします。
ご質問は編集室までハガキ・FAX にてお寄せください。（偶数月に掲載）

診療科目　一般歯科／小児歯科／予防歯科／口腔外科／インプラント／
　　　　　審美歯科／ホワイトニング／一般矯正
診療時間　9：00 ～ 12：30  /  15：00 ～ 20：00　　休診日　水・日・祝日
ホームページ　http://zakuro-shika.com/

デンタル相談室デンタル相談室 2

◆日程　5/4（日）　
※雨天の場合は 5/5( 月 ) に順延
◆場所　寒川広域リサイクルセン
ター東側耕地
◆時間　14：00 ～
◆問合せ　寒川観光協会
0467-75-9051　　

神奈川県内の人気ご当地グルメが一堂に会するイベント。第 7 回を迎
えた今回も、県内から多数の店舗が参戦し、自慢の料理をふるまいます。
はたして、今回の人気ナンバーワンご当地グルメに輝くのは、どの地
域のグルメか ? あなたが味わって確かめてください。
同時開催 / あつぎスイーツランド 2014( 厚木公園 )、かなキャラ大集合 ! 
2014( 市役所西側駐車場 )。

今年 32 周年を迎える寒川・小動大凧あげ。大凧は約 32 畳あ
り、1 辺約 7.2 メートル。凧の尾はなんと 70 メートル。 地
域住民の親睦と端午の節句を祝って大凧をあげます。

大岡越前祭の一環として「市民が本当に楽しみ、参加で
きるイベント！」を合い言葉に　1994 年にスタートした
湘南祭。 海と人との共生をテーマに浜辺での遊びや芸術、
そしてスポーツを様々な角度から創造していこうというコ
ンセプトをもって行われています。またビーチという大切
な財産を見直し、自然に触れ合う事で湘南をもっと好きに
なってもらおうという願いもこめられています。

花と緑の祭典「平塚市緑化まつり」。豊かなみどりに囲まれた平
塚市総合公園の会場から「みどりの波」を街中に広げます。植木
市・花市や野外ステージでのパフォーマンス、園芸相談など、子
どもから大人までが楽しめるイベントです。

寒川大凧まつり

第 41 回平塚緑化まつり

湘南祭 2014

第 7回かながわフードバトルｉｎあつぎ
◆日程　4/26（土）・27（日）
◆場所　厚木中央公園、厚木公園ほか　◆時間  10：00 ～ 16：00
◆問合せ　厚木フードバトル 商業にぎわい係　046-225-2840

◆日程　4/26（土）・27（日）※雨天決行
◆場所　サザンビーチちがさき　
◆時間　10：00 ～ 16：00
◆問合せ　湘南祭実行委員会　0467-58-1111

◆日程　4/26（土）・27（日）
◆場所　平塚市総合公園　（平塚市大原 1-1）　
◆時間　9：00 ～ 17：00 ※雨天決行、荒天中止
◆問合せ　平塚市緑化まつり実行委員会
（平塚市みどり公園・水辺課 )　0463-23-1111( 内線 2425）　
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～協会長杯優勝、 卒団旅行～

6 年生 16 名卒団しました。
中学校での更なる飛躍を期
待しています。
Aチーム卒団旅行に行って
きました。鴨川シーワール
ドでの一枚です。

鶴が台スパイダーズ
　　　　　サッカークラブ 今宿少年野球部

今宿少年野球部では1年生から5 年生まで随時部員を募集
しています！！体験いつでもOK！
◆活動場所　今宿小学校校庭、相模川河川敷専用グランド
◆活動日　　土、日、祝祭日    ◆連絡先     金子 080-1170-3266
◆ http://www.ikz.jp/hp/imajuku/

平成 25 年度 北部リーグ 2部優勝！

新 6年生チームは協会長杯、
大谷戸杯と連続優勝しまし
た。絶好調です。
男子女子とも団員募集中で
す。詳しくはHPまで。
◆ http://www.t-spiders.net/

　少ない部員ですが日々の努力の甲斐あって優勝することが
できました！さらに上を目指して頑張っていきます！

部員募集中 !!

団員募集中 !!

　今年 4月、茅ヶ崎駅南口近くにオープンした美容室
Re Charge( リチャージ )。店長は 横浜のお店で 12 年
のキャリアをもつ女性オーナー。「皆さまの髪の悩み
解消のお手伝いができたらと思います。居心地の良い
空間で、ご満足いただける技術を提供させていただき
ます」と話す。今なら新規オープンの特別価格。

この機会にぜひ訪れてみて
はいかがでしょう。

◆ PRICE（税別）　カット　4000円  　カラー　5000円～
パーマ　8300円～  縮毛矯正　14000円～　★学生割引あり
◆新規特別PRICE（税別）　※2014 年６月末まで
　縮毛矯正　14000円→ 10000円（カット込）
　白髪染め　5000 円→ 3500 円

　全てのメニュー　　30％OFF
◆電話　0467-38-6538
◆住所　茅ヶ崎市幸町7-12 バニアンテラス2F
◆営業時間　9：30～ 18：00( 最終受付 )
◆定休日　火曜　★駐車場あり  ★お子様連れ歓迎！

NO.1

茅ヶ崎、寒川のおすすめのお店を紹介します。

◆ http://recharge2014.jp

落ち着いた店内

1914（大正 3）年に開業し、今年 100 周年を迎える東京駅。2012 年
には国の重要文化財である丸の内駅舎が保存・復原され、歴史と先
進性が融合した魅力ある場所に生まれ変わりました。東京駅の歩ん
できた長い歴史の中の知られざる物語や魅力をのぞいてみませんか。

平成 26年度前期ちがさき市民大学

東京駅 100 年の物語東京駅 100 年の物語

◆日時と内容
　第 1 講　6 月 1 日　東京駅はこうして誕生した

　　　　　　　　　　　　　講師 ： 林  章さん （著述家）

　第 2 講　6 月 8 日　建築物としてみた東京駅と建築家　辰野 金吾

　　　　　　　　　　　　　講師 ： 東  秀紀さん

　　　　　　　　　　　　　（首都大学東京大学院　都市環境科学研究科教授）

　第 3 講　6 月 15 日　東京駅とビジネス街 丸の内の発展

　　　　　　　　　  　　　講師 ： 辻辻 聡さん （㈱サンシャインシティ専務取締役）

　※いずれも日曜日 14：00 ～ 16：00（全 3回）
◆場所　市役所分庁舎 6階　コミュニティホール
◆定員　100 名〈申込制（先着）〉　◆受講料　無料
◆申込み　5月 1日 ( 木 ) より電話か直接窓口にて　
　茅ヶ崎市文化生涯学習部 文化生涯学習課 生涯学習担当　

0467-
82-1111（代）

お問合せ・チケットは　湘南ベルマーレ   TEL：0463-25-1211　http://www.bellmare.co.jp/

　4月 20 日Ｊ２リーグ第８節、ホームに大分トリ
ニータを迎えた湘南ベルマーレは【４－ 0】で完封
勝利。開幕からの連勝を８試合として 2000 年の浦
和のＪ２記録と並んだ。
　前節の千葉戦も【６－０】と大勝していたが、
先発で出場したＦＷ大槻周平選手（No.19）は手放
しで喜ぶことができなかったという。「前（攻撃）
の選手がみんな点を取っていたのに、自分だけが
取れなかった。今日はその悔しい思いをぶつけよ
うと思っていました」。 前半の 24 分、大槻選手の
放ったミドルシュートは、まさにゴールに突き刺
さる強烈な先制点となりチームを勢いづかせた。
「前節得点できなかった責任もあるし、チーム内の
ポジション争いも激しい。結果につなげられて良
かったです」と笑顔をみせた。
　曺 貴裁監督も「決めよう、という強い意志をもっ

て打ったシュートで、そういう気持ちが球に乗り
移ったいいシュートだったと思います」と称えた。
　大槻選手は「今、連勝していても昨年Ｊ１で勝
てなかった悔しさは忘れてはいない。それでも自
分たちのスタイルを続けてきたことで、今結果が
でているのは自信になります。さらに上を目指し
て続けていきたい」と気持ちを引き締めている。

熱い闘志でハードワークする
大槻周平選手（ＦＷ /No.19）

「湘南魅力まるごとガイド」 
　　　　 ガイドブック と アプリ発行！

大分から 4得点！ 8連勝で J2 開幕連勝記録に並ぶ

写真提供：JR 東日本写真提供：JR 東日本

　湘南地区観光振興協議
会が湘南の観光情報を網
羅したガイドブック「湘
南魅力まるごとガイド」
を発行しました。
　各市町のお薦め観光ス
ポットやモデルコース、
グルメ、おみやげ情報に
加え、交通や宿泊情報な
ど、湘南の役立つ情報が
詰まっています。
　ガイドブックの内容に

加え、独自のコンテンツも盛り込まれたスマートフォン
の無料アプリも無料配信。APP Store や Google Play で
「湘南魅力まるごとガイド」を検索してみて下さい。

『湘南魅力まるごとガイド』
ガイドブック仕様：Ａ５判／ 28ページ／カラー
※市町村の観光課や各観光協会などで無料配布
アプリ：iPhone(iOS７以上 )、Android(AndroidOS バージョ
ン４以上 )ともに対応

ショップ ナビゲーションショップ ナビゲーション


