
仲間募集中 !

芳賀町人発見！

ソプラノ歌手　矢口 美乃里さん（下延生）
　矢口さんが音楽に興味を持ったのは、お姉さんに
影響されてピアノを始めた４歳の頃。「幼いころから
身近に音楽がある家だったと思います」とにこやか
に話します。小学５年生の時、新たに結成されたコー
ラス隊に入ったことが「歌」の道につながるきっかけ
だったそうです。その後、音楽科のある高校、大学へ
と進みました。オペラ歌手になることを決めたのは、
大学４年生で卒業試験を受けたとき。自然とプロの

歌手になりたいという思いが浮かん
だそうです。
　ソプラノの中でも、矢口さんはソプラノレッジェー
ロの音域。オペラの中では若い娘や女中、妖精を演
じることが多いそうです。歌に取り組むときには、そ
の作品がどの時代に描かれ、どのような階級、立場
の人物で、生い立ちはどうであったかなどを、台本や
楽譜、音形から読み解き、役に寄り添うことを心掛
けているとのこと。「歌うときには、自分が球体に
なったつもりで、そこに音を響かせることを意識して
いますが、その他にも考えていることが多くて語りき
れません」とほほ笑みます。
　「私は、好きなことを頑張っているんです」と終始
笑顔で話す矢口さん。頑張る自分を見てくれている
人、応援してくれる人がいたからこそ、やってこられた
と振り返ります。今後は、海外留学を視野に入れ、よ
り積極的に学んでいきたいとのこと。「世界で活躍す
る歌手になりたい」と明るく抱負を語ってくれました。

芳賀町ボランティア
生涯学習友の会活 活き き

ピラティス
　しなやかでバランスの良い体を作ります。

身体がほぐれて
気持ちの良い時間です。
姿勢が良くなりました。
体も元気です。

インナーマッスルと体幹を
鍛えられます。リラックスできる
心地よい時間です。

●開催日時 月2回10:00～11:30
●開催場所 生涯学習センター
●参加人数 15人
●活動内容 ピラティス

　町では、35の講座が、生きがいづくりやコミュニケーションの場として開かれています。一緒に楽しく
活動してみませんか。お気軽にお問い合わせください。

問町民会館 ☎028（677）0009

先生の話がとても勉強に
なります。毎回、レッスンが
楽しみです。

▲平成31年3月　歌劇「ヘンゼルとグレーテル」露の精

図書館
ケータイサイト

知恵の      館だより環環 問総合情報館 ☎028（677）2525

タイトル 歌手名 発売元
30 アデル Sony Music Labels
  
Very6 BEST  V6 
 米澤 円ほか King Record

タイトル 出演者 発売元
騙し絵の牙 大泉洋、松岡 茉優ほか KADOKAWA
運び屋  
赤毛のアン  ハピネット
赤毛のアン　初恋  ハピネット
赤毛のアン　卒業  ハピネット

書　名 著者名 出版社
こんなかお、できる?  好学社
サクラの川とミライの道 稲葉 なおと作　中村 至宏絵 講談社
おばあさんとトラ ヤン・ユッテ 作・絵　西村 由美 訳 徳間書店
プーさんの戦争   評論社
空から見える、あの子の心  童心社

1月の休館日新着図書案内 1～4・11・17・24・28・31日

図書館おはなし会
─ボランティアさんによる本や紙芝居の読み聞かせ─

日時／1月15日（土）11：00～
場所／総合情報館　多目的室

　収蔵資料の中から、
芳賀町の移り変わりに
ついて紹介します。 　新年を新しい本との出会いから始め

ませんか。司書がおすすめする本が入っ
た「福袋」をご用意しました。本と一緒
にどんな「福」が入っているかは開けて
からのお楽しみ♪
貸 出 日：１月５日（水）～
　　　　　※福袋がなくなり次第終了
貸出期間：２週間
貸出上限：１日１袋（１人につき）

　たくさんの人が楽しめる
よう１人１袋にご協力ください。
※本のプレゼントではありません

内容：お米を研いで、炊飯器にセット。スイッ
チを押したら、おみそ汁の材料を切って…。
あさごはんができるまでを、おいしそうなイ
ラストとリズミカルな文章で描く。読みきか
せにぴったりのたべもの絵本。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

『あ・さ・ご・は・ん！』
著者名：武田 美穂
出版社：ほるぷ出版

今月の一冊 ☆児童書☆

※入荷済、入荷予定のものを含みます。町ホームページからも新着図書を検索できます。

一般書
書　名 著者名 出版社
警官の道  KADOKAWA
遺言歌 なかにし 礼 河出書房新社
ミス・パーフェクトが行く!   横関 大 幻冬舎
偽装同盟   佐々木 譲 集英社
真夜中のマリオネット 知念 実希人 集英社
ひとりでカラカサさしてゆく 江國 香織 新潮社
女性失格 小手鞠 るい 文藝春秋
マンモスの抜け殻 相場 英雄 文藝春秋
四十過ぎたら出世が仕事 本城 雅人 祥伝社
人形姫 山本 幸久 PHP研究所

児童書

ワーナーミュージック・
ジャパン
エイベックス・
エンタテインメント

クリント・イーストウッド、
ブラッドリー・クーパーほか
エラ・バレンタイン、
サラ・ボッツフォードほか

ブルーノ・マーズ、
アンダーソン・バーク＆シルク・ソニック

エラ・バレンタイン、
サラ・ボッツフォードほか
エラ・バレンタイン、
サラ・ボッツフォードほか

ワーナー・ブラザース
ホームエンターテイメント

アン・イヴニング・
ウィズ・シルク・ソニック

食育＊知育＊うたとあそび
たべものソング大集合!

ウィリアム・コール 作
トミー・ウンゲラー 絵　こみや ゆう 訳

リンジー・マティック 文　ジョシュ・グリーンハット 文
ソフィー・ブラッコール 絵　山口 文生 訳
シェリー・ピアソル 作　久保 陽子 訳
平澤 朋子 絵

呉 勝浩、下村 敦史、中山 七里、
葉真中 顕、柚月 裕子ほか

DVD

CD

期間／４月３日（日）まで

※新型コロナウイルスの影響により、変更が生じる場合があります。
　電話またはホームページでご確認ください。

展示室２
テーマ展 町のうつりかわり

　収蔵資料から、芳賀町のお
酒に関する資料を展示します。

期間／1月22日（土）
～3月30日（水）

展示室１
常設展内テーマ展示 お酒・おさけ・オサケPart2
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