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源氏物語絵巻

(平安・ 12世紀)(東京・徳川繋明会)

※木版複製

繋明会所有 『源氏物語絵巻.! (全43面)

中の「東屋」部分の(1)ノ絵と調書である。

画面では，侍女に髪を硫らせる後向きの

中君と異母妹浮舟が向かい合い，絵物語

を繕いている。

絵巻は，制作技術的には絵と詞書の仮

名文字，料紙から成る総合美を，表現形

式的には吹抜屋台，ヲ|目鈎鼻を独自の特

色とする作り絵様式を示す。古典文学の

傑作 『源氏物語』への夢や憧れを造形化

したこの絵巻は，文学的香りと情緒に包

まれた浪漫的絵巻である。

(当館所蔵)



より充実した図書館奉仕をめざして
一昭和 59年度予算と事業計画一

図 書 館 の 予 算

昭和59年度の図書館の予算計上額は，次のとおりです。

事 項 名 予算額 5見 明

千円 新刊図書，未収基本図書，逐次刊行物 貸出文庫図書等の購入及び寄
図書資料の購入及び整備 80，229 

贈資料等の整備に要する経費

読書活動の普及促進 5，119 
貸出文庫の配本，録音図書の運営 r子どもと読書」研究会，福岡県

読書推進大会，図書館報の発行，教養文化講座の開催等に要する経費

古 文書緊急調査 2，000 筑豊産炭地域史料調査に要する経費

運 営 費 105，821 図書館の運営に要する経費

計 193，169 

収書の現況と計画

効果的な図書館サービスを展開するには，質量とも

に蓄積された資料群が不可欠です。当館では，利用者

が多様化し，拡大するニーズに応えつつ，それを県立

図書館の諸機能と調整させながら，望ましい蔵書構成

を築くことを謀題に，資料の収集に努めています。

HI1和58年度の資料収集の概況を本館用図書について

みてみますと ，新刊図書6，031冊，未収基本図書4，348

冊，寄贈閃汗その他7，894冊となっており，合計18，273

怖の|ヌ11?を受け入れています。

収集資料の内存ですが r電気 ・電子工学百科事典」

(電気力院)，r教青年鑑j (大正および昭和前期 ・復

刻版)などの参考閃汗類 r海事史料叢書j (成山堂)，

「農地改革資料集成j (農政調査会)などの全集 ・叢

汗知をはじめ rノーマン ・メイラ一全集j (新潮社)， 

「林芙美チ全集j (文泉堂復刻)などの個人全集煩も

できるだけ広く収集するよう間意してきました。

また，戦災焼失という，凶~;.館としては致命的な欠

務部分 (このため明治 ・大正期および戦前期に刊行され

たI'i:符が少なl')を補うため この期の刊行書を復刻

版，古~守;で補充することも継続して行ってきました。

「国勢調査報円j，r本邦経済統計」などの基本統計資

料の未収分 r裁判所'I"J例集j，rすばる j r思想」など

逐次刊行物のパックナンバーの補充も，基本閃書と同

肢の資料frllif，直があり，順次監備してきたところです。

郷土資料関係では r益軒芹筒j，r黒田家文書j，r筑

2 

(総務課)

前双書」など他機関所蔵の原本をハードコピーにより

収集するとともに r大賀文書J，r大日本名所図絵」な

どを，マイクロフィルムによって複製収集することに

努めてきました。特に昨年は県内の学校史誌，団体史

誌などの寄贈依頼による収集に重点を置き，かなりの

成果がありました。

児童図書の分野では，児童文学，子どもの読書に関

する研究用図書，外国絵本 (原書)等を中心に重点収

集を行ってきました。

以上は既刊書，古書等を中心とした未収基本図書収

集の概況ですが，新刊書については，年間 3万点の新

刊書が刊行される中で，予算的にも選択的収集をせざ

るを得ない現況にあります。県内図書館の資料センタ

ー的機能が求められる今日，将来的にも新刊図書購入

予算の確保が望まれるところです。

昭和59年度の収書計画については，未収基本図書収

集 5ヶ年計画の 4年次に入りますので，当初の基本計

画に基づ、き更に，蔵書の質的充実も図って行く予定

です。主な資料を紹介しますと r雑誌記事索引累積

索引版」など(参考図書)， r日本科学古典全書」など

(全集 ・叢書類)， rパタイユ著作集」など(個人全集)

の基本資料は継続して収集して行く予定です。

郷土資料では，本館未収蔵の重要基本資料について

複製収集して行きます。(明治以降の福岡県公報など)

昨年度の実績と今年度の課題

創刊号で公共図書館の基本サービスは，貸出サービ

スとレファレンス・サービス(以下「参考調査」とい

う)である旨記しましたが，参考課としてもこの線に

沿って業務の遂行に励んでいます。

まず， 58年度の実績について統計上どうであったか

見てみましょう 。

入館者数 110，680人

館外貸出冊数 44，931冊

利用者数 21，884人

参考調査件数 4，381イ牛

書庫出納(一階) 10，546冊

書庫出納(二階) 10，647冊

複写枚数 60，008枚

これらの数字を見て直観的に感じられることは，総

体的に数字が少ないということであります。 460万県

民を対象とする県立図書館として果してこれでよいの

かという疑問が湧くところです。

しかし，ここで明らかにしておきたいことは，色々

な県民サービスを行っている中で，上記の数字は一課

の実績であること，具体的には図書利用の場合，利用

者は自由に書架に接近し，希望する図書を手にして読

むことができること，また参考調査の中で図書資料の

提供を絶えず‘行っていることなどは，この統計数字に

は出てこないということです。

更に大事なことは，県立図書館は総ての県民に資料

を無料で公開している公共図書館でありますが，県内

の自治体に設置されている市町村の図書館とは機能的

に異なる点があるということです。それは，市町村が

予算時に購入不可能な専門的図書や高価な図書をでき

る限り多く購入して，市町村の図書館を利用する住民

「朝野新聞j r高朝報」などの雑誌 ・新聞復刻版 r農

商務統計表J，r家計調査報告」などの行政資料も復刻

版，古書等で補填していく予定です。

また r明治百年史叢書j，r大日本史料」などの基

本史料にかなりの欠巻がありますので，所蔵調査の上

逐次補充していきたいと考えています。

本年度の収書に際しては特に，各分野の蔵書構成を

再点検し，質量ともにバランスのとれた収集に努めて

行くとともに，選書にあたっては特色ある資料の重点

収集にも十分配慮し，基本資料の蓄積を着実に進めな

がら，最近の出版傾向，読者のニーズにも目を向けた

幅広い収集方策を検討して行きたいと思います。

(資料課)

のために，市町村の図書館を通じてパックアップする

ことであり，従って県立図書館の図書資料が少し堅い

といわれるのはそのためであります。これは利用冊数
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にも影響するでしょう 。

県民のための図書館奉仕が今後どうあるべきかを考

えるとき，県民に役立つ図書館でなければならず，そ

のためには，過去，現在，未来に関する情報 ・資料の

収集，蓄積の中から利用者が望む的確な情報 ・資料を

提供することが本館の責務であります。それを遂行す

るためには，十分な資料購入費，専門職員，収蔵力，

情報検索手段などが必要条件であることは論を待たな

いところですが，要は現在与えられた中で，無駄はな

いか，もっと効率的にやれるところはないかをまず考

え，実行していくことが肝要であります。例えば，住

民がどこに居ても望む資料が入手できるような図書館

等聞のネットワークの確立こそ，貸出や参考調査の上

で効率的なものはないのであります。(参考課)
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郷土資料の系統的収集を

昭和58年図書館移転に伴い新設された郷土課 1ヶ年

の実績は，郷土資料の収集保存 ・整備配架 ・閲覧公聞

が一貫したことによ り，利用者に好感をもたれ，所蔵

図書も10，000冊を超え，レファレンス件数も 1，500件

に達する状況です。加えて，古文書緊急調査 ・成人大

学講座等による資料収集情報の底辺が拡充されたこと

は予想外の成果でした。特筆されるのは，一つの試み

として行った県内学校を対象とした学校史等編纂物，

企業の連合体組織が発行する資料の調査と寄贈依頼で

す。これによ って，同種資料の計画収集と充実が実現

できました。本年度はこの成果に基づいて，同方式の

調査と収集を重ねたいと思います。一例としては，市

町村史誌編纂の実態調査があります。近年編纂事業が

企画立案される市町村も多 く，その資料収集も盛んで

す。これに対応した収集体制をとりたいと思います。

また，大手企業の出版物を掌握することによ って，県

内社会経済資料の充実を期したいと思います。

この他，郷土資料調査員の拡充による資料情報の整

備を行うと共に，各種資料館所蔵資料の調査収集を図

り，相互の情報交換システムを整備します。

一方，現在当館で所蔵する古文書等を閲覧に供する

手段として，マイクロフィルム化，ハードコピー復製

読書普及活動の充実

普及課では，従来から県下の読書活動の充実を図る

ため，貸出文庫を始め各種の普及活動を展開していま

すが，昭和59年度においては，基本的にはこれま での事

業を踏襲しながらも，内容面で更に創意工夫を加え，

密度の高い読書普及活動を推進して行きたいと考えて

おります。

普及活動の中で，全県域を対象とした事業は貸出文

庫です。この事業は，広く県民一般に本館所蔵の図書

資料を提供することJこより，地域における読書活動の

活発化を促すことを目的とした事業で，市町村教育委

員会の申請に基づき一定部数の一般教養図書 ・児童図

書を年 3回配本します。本年度は， 57の市町村から貸

出申請が出されており l回あたりの貸出総冊数は

35，340冊 (一般教養図書15，125冊，児童図書20，215

冊)， 1ヶ所あたりの平均貸出冊数は620冊となります。

配本先は主として，各市町村の図書館 ・中央公民館で

す。

ちなみに，昨年度の年間貸出総冊数，延べ利用人員

及び延べ利用冊数は別表のとおりです。

本年度は 1回あたりの貸出総冊数が昨年に比べて

約1，000冊程度増加していますので，これまで以上の

利用増が望まれるものと期待しています。

の促進，資料損傷の養生を図ります。

また，本年度は国庫補助による筑豊産炭地域史料調

査第 3年次として，田川市郡域調査を実施すると共に，

9月からは広域県民大学講座の一環と して，古文書入

門講座を開設し，広 く郷土史，古文書に対する一般の

認識を啓発したいと考えています。県内に散在する明

治期以前の古記録 ・古文書類は現在をおいては保存し

難く，保存のための収集には各関係機関と連携した対

応が必要ですし，県民一般の共通理解がなければなり

ません。その方策のーっと して一般成人を対象と した当

該講座の成果に期待しています。

図書館利用者の増加は，郷土資料の上でも，より高

度でち密な資料の要望となりつつあ り，レファレンス

業務の整備と共に，収蔵資料の系統的掌握，体系化が

要求されます。系統的資料収集体制の基礎を整備する

ことが目標です。

この他，当課が事務局とな っている「福岡県地方史

研究連絡協議会」が創立15周年目に当り，地方史研究

の一定の成果を踏まえた記念事業を実施します。これ

は協議会事業ですが，当課としても郷土史に係ること

であり，協力体制を組んで、，成功裏に地方史研究の底

辺が拡大され，発展することを期待 しています。

(郷土課)

本年度の貸出文庫運営の状況は以上のとおりです杭

もちろんこの事業を本来の目的に沿った形で効果的に

推進して行 くためには，図書資料の提供者である県立

図書館と受け手の市町村との緊密な連絡調整が必要で

あることはいうまでもありません。地域の人びとの生

活課題解決のための豊富な資料を，どう効果的に， し

かも的確に提供して行くか，これがこれからの貸出文

庫活動を通じて，県と市町村が一致協力しなければな

らない重要なポイン卜となるような気がします。

本年度における普及活動のもう 一つの重点項目は，

目の不自由な方がたを対象に提供している録音図書の

整備充実とサービス体制の確立です。とくに，県域全

般にわたる利用者層の拡大と併せて，サービスのため

の広域的な拠点を整備することが，目下のところ，録

音図書活動の充実発展を図る上で不可欠の要件となる

ようです。

(別表) 昭和58年度貸出文庫利用状況

配本冊数 101，910冊

利用冊数

利用人員

227，611冊

179，274人

(普及課)
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昭和新修・華族家系大成

霞会館諸家資料調査委員

会編吉川弘文館昭和

57年刊上巻

戦後，華族制度は廃止され

ました。 しかし，わが国の近

代史を考えるとき，華族と政

治，軍事，経済，学術などの

各分野でのかかわりあいには

大きなものがあります。

本書は，これら華族のなか

で，かつてどういう華族が存

在し，その子孫は誰であるか

を知るための資料として刊行されたものです。

内容は， まず皇室，皇族を掲載し，ついで旧皇族，

旧王公族の系図を掲げ，本文には，明治17年の華族令

制定後に爵位が授けられた全華族の系図を現在に至る

まで収録しています。また，公家，武家華族について

は， 18世紀末あた りまで遡って示されており，近代史，

現代史のみならず，幕末史の研究においても大いに参

考になります。

惜しむら くは，現在刊行されているのは上巻だけで

あり，続巻の刊行が望まれています。

新訂寛政重修諸家譜

高柳光寿，岡山泰四，斎木一馬編集顧問 続群書

類従完成会昭和39年~42年刊全22巻，素ヲ 14

共

ー
寛永10年，江戸幕府は，諸大名，旗本に命じて，そ

の家に伝わる家譜や系図を提出させ，林羅山らがこれ

を編纂して「寛永諸家系図伝」を作成しました。その

後，幕府は，寛政11年に，その続輯，改撰を企画して，

重ねて諸大名以下に家譜の提出を命じ，林述斎らがそ

の編纂に当り ，前後14年を費やして文化 9年に完成し

たのが「寛政重修諸家譜」であります。総じて 1，530

巻あり，幕府への進呈本が現在，内閣文庫に収蔵され

ています。

本書は，大正 6年~同 9年に栄進社から初めて刊行

され，次いで大正11年に国民図書から同紙型で再刊さ

れ， 一層の普及をみました杭その後，数十年を経過，

昭和39年から同42年にわた って復刊されたものです。

旧刊本は，静嘉堂文庫所蔵の写本を底本としたもの

で，誤字，脱漏が多く散見され，漢字の字体等も随意

に正体，古体，略体等が混用されており，ために編集

方針に一貫性がないものと言われています。

復刊本は，内閣文庫収蔵の前記進呈本によ って全巻

を校訂したものです。索引は，人名，地名，事項を網

羅した詳細なものであり，研究の一助となります。

日本庶民生活史料集成

谷川健一他編 三一書房

昭和43~59年刊全30巻

別巻 l

江戸時代より明治初期にわ

たる庶民の生活記録を集大成

した基本史料集です。内容は，

江戸後期の世相を活写した見

聞集「浮世の有様j (著者不

詳)の初の全文翻刻ほか，鎖

国下における漂流を，科学的，

客観的に詳述した傑作「時規

物語j (遠藤高環著) など，

庶民生活全般にわたる450余の史料より成っています。

いずれも，庶民の英知とたくましいエネルギーを生き

生きと伝えるものです。別巻として，各巻別総目次，

索引，収録史料索引を付 しています。

各巻内容 r探検・紀行 ・地誌j (5冊)，r漂流j，rー

撲j，r飢鐘 ・悪疫j，r見聞記j，r風俗j，r農山漁民生

活j，r世相j (2)， r騒擾j，r部落j (2)， r都市風

俗j，r奇談 ・紀聞j，r民間芸能j，r民間宗教j，r南島

古謡j，r村落共同体j，r祭礼j，r年中行事j，r民話 ・

童謡j，r神社縁起j，r三国交流誌一朝鮮 ・日本 ・琉

球j，r和漢三才図会j (2)， r諸職風俗図絵」。

現代史資料

みすず書房昭和37~55年刊全45巻別巻 l

1921年より 1945年までの日本現代史における基礎的

資料を系統的に集録編集した叢書です。

内容の多くは，従来国家機密とされていた未公開資

料より成り，当叢書が現代史研究に果した役割は，比

類なく大きなものがあります。イ列を引くと，第34巻

「太平洋戦争 1j は r真珠湾攻撃記録および、報告」

(アメリカ上下両院合同調査委員会編)中の重要資

料を中心として編集され，関係軍人の証言記録，日

本外交電報など，太平洋戦争に至る日米両国の緊迫

した政治状況を克明に伝えています。別巻として，

詳細な全巻目次，収録資料年表，人名索引を付して

います。

各巻内容 rゾルケ手事件」 ー(4冊)，r国家主義運動」

( 3)， r関東大震災と朝鮮人j (1)， r満州事変 ・続満

州事変j (2)， r日中戦争j (5)， r社会主義運動j (7)， 

「台湾j (2)， r朝鮮j (6)， r満鉄j (3)， r太平洋戦

争 (5)， r大本営j (1)， rマス ・メディア統制j (2)， 

「思想統制j (1)， r国家総動員j (2)， r治安維持法」

(1)。

なお，現在「続 ・現代史資料」全12巻 (みすず書房

昭和57年~) を刊行中です。
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「柳J11史話」一岡茂政先生遺稿 -

(柳川郷土研究会刊上・下二冊)

本書は昭和56年 7月，柳川郷土研究会(柳川市

教育委員会社会教育課内)によって r柳川郷土

史話」として刊行されたものである。同書は地元

郷土研究者の協力を得て，同好の士に実費頒布さ

れるにとどまり，非売品の故に一般書庖頭では入

手困難なため，充実した内容をもち，貴重な逸話

を収録しながら，人口に謄突すること少なく，郷

土史を語る者にとって口惜しい限りである。当図

書館には柳川市教育委員会のご厚意により 1部ご

恵贈賜り架蔵することができた。この機会に内容

の一端に触れ，同書の意義を述べることとしたい。

体裁はA5版，軽印刷本であり少々読み辛い難

点があるが，これには多少の経緯がある。表題に

示す岡茂政氏は，昭和 5年 8月から同16年11月ま

で12年の間，週刊柳河新報の誌上に史話を綴って

いる。その項数二百数十に及ぶ。氏は戦後昭和22

年10月， 73才で他界された杭氏の業績を惜しみ，

柳河新報社長光行照太氏は，保存されていた紙面

及びスクラップを整理し，故藤丸満氏等と語らい，

他紙掲載の項目を加味した柳

川史話の刊行を企画された。

その第 l巻人物編 (上)が，

柳川郷土史刊行会より刊行さ

れたのが昭和31年11月である。

75項125節236頁， A 5版，藤

丸氏による孔版印刷本である。

同じく第 2巻人物編(下)

史跡、編計73項102節206頁を同

32年11月，第 3巻史庁編66項

120節218頁を同35年 9月出版

された。だが，この第 3巻の

刊行を待たず藤丸氏が逝去されたため，当初意図され

た第 4巻以降の出版が頓挫するに至った。計画では，

文献・名物 ・武術・補遺各編計71項84節が第 4巻とな

る予定であった。

上記の経緯から柳川郷土研究会は未完部分を補充刊

行すべく，藤尾静枝氏に筆稿を依頼して第 4巻 112項

(
郷
土
資
料
解
題
山

は言うに及ばず，来柳しまた来信した文人論客 ・

学者智識を拾い，旧跡 ・逸文を訪ねて正鵠を期し

ている。柳川が生んだ儒者安東省庵に関する記述，

また，当代一流の文人であった国学者西原ー甫の

描写など，他に求め難いものがある。古資料の実

見考察も行き届いており，図面等も微細にわた っ

て記すなど，失われる記憶を書きとめようとした

氏の情熱が伝わってくるようである。口碑伝承も

多く採録されているが，その典拠 ・由緒を追究す

るなど研鑑姿勢は一貫している。

この記述態度が本書の意義高らしめるところで

ある。

著者岡茂政は，山門郡域内村本城町に明治 8年

10月生まる。旧藩士の家に生まれ，中学伝習館・

第五高等学校を経て，明治33年東京帝大に入る。

同35年転身して中学校教員となり，昭和 5年に退

職している。教科は国漢 ・歴史で、あった。この間，

昭和 2年，福岡県史跡名勝天然記念物臨時調査員，

同 4年同調査委員を嘱託されている。その職掌か

ら氏が郷土の歴史遺産の亡失

を憂慮し，書き留めようとし

た心情が窺えるが，彼の交友

関係を見ると，実に明治 ・大

正期地方史発掘・探求活動の

先駆をなしていたことが判る。

明治40年柳河史談会が渡辺

村男氏の提唱で福厳寺に開催

されるが，同会の組織として

の発足は同44年 8月である。

この設立世話人が渡辺・岡両

名である。以後毎月 1回開会

，~シヤシヤシ-<--^~令+ぺ.-"".........."........".........."，......."，...ヤレヤ令市ル-<--^~ヤルヤシヤ~...-""..........~"，..ヤシ+十日「←令+十円、
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教養文化講座

土曜日 :13日寺一16日寺 会場 :レクチヤールーム

申し込み締切り 7月19日

※詳細は普及諜へお問い合わせ下さい。

1. 7月21日 女王卑弥呼と邪馬台国西谷正(九州|

大学助教授)

2. 8月4日 海の正倉院・沖ノ島小田富士雄(北

九州市立考古博物館長)

3. 8月25日 九州の万葉集前田淑 (福岡女学院短

期大学教授)

4. 9月8日 戦国 ・博多の豪商たち 武野要子(福

岡大学教授)

5. 9月22日 北部九州における近世陶芸の開花と変

遷 永竹威(佐賀女子短期大学教授)

6. 10月6日 近代産業 ・技術興隆の先駆者たち 古

賀幸雄 (郷土史家)

7. 10月20日 自由民権運動の旗のもとに 有馬学

(九州大学助教授)

8. 11月10日 伊藤野枝 ・その愛と生涯一丸章 (詩

人)

するとともに，各地史談会との交流がもたれ，大正元年に

は南筑連合史談会を柳河で聞き，同 5年には福岡県連合

史談会が結成され，第 1回柳河，第2回久留米，第 3回

は大正7年8月，筑紫史談会主催で，福岡県立図書館を

会場として開催されている。一方，個人の交友も三上参

次・喜田貞吉等々広く及んでいる。これら氏の広範な研究

るカミその全てが本書に収録されなかったことを惜しむ。

(なお，本書は本年 9月，活字本と して再刊される

運びとな った。)

広域県民大学講座

水曜日(6 回のみ火曜日 13時30分~16時

会場 :研修室 申し込み締切り 8月5日

※詳細は郷土課へお問い合わせ下さい。

1. 9月 5日 古文書概説川添昭二(九州大学教授)

2. 9月12日 史料解説 三池賢一 (県立図書館郷土

146節277頁とし，これを前 3巻に併せ，第 1・2巻と 活動が本書をなさしめている。巻末に氏が柳河新報その

第3・4巻の上・下2分冊に纏めた。その意図は光行 ・ 他に発表したものを，自身です類整理した随筆目次(正=

藤丸両氏の意志の継承であり，著しく 体裁を変型するに 昭和14年2月まで包91項，続=同16年 3月まで59項)があ

偲びなかった同郷土研究会の見識による。

その収録内容は，柳川及び柳川藩に係る全ての事象

に及んでいる。例えば，人物であれば歴代藩主・家臣
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課長)

3. 9月19日 中世文書の解読佐伯弘次(九州大学

助手)

4. 9月26日 古文書現地学習吉良国光 (福岡市博

物館準備室)

5. 10月3日 近世文書概説丸山薙成(九州大学助

教授)

6. 10月9日 村方文書解読近藤典二(福史連常任

理事)

7. 10月17日 浦方文書解読 高田茂広(福岡市歴史

資料館)

8. 10月24日 町方文書解読米津三郎(福史連副会

長)

9. 10月31日 社寺文書解読広渡正利(福史連会長)

10. 11月 7日 近代文書解説石瀧豊美(須恵町史編

纂室)

E孟掴E冨・Eヨ

⑨ 6~7 月 炭鉱の記録一筑豊一

炭鉱風景写真 ・坑区地図等の展示。

⑥ 8~9 月福岡1945年

戦災写真パネル ・戦争の記録等の展

刀可。

⑥10~11 月 玄洋社の人々

頭山満 ・中野正剛等関係資料の展示。

⑥12~ 1月 明治・大正期の雑誌，新聞

アララギ ・白樺 ・福岡日日新聞等の展

刀て。

⑨ 2 ~3 月 福岡県の地誌 (明治期)

福岡県地理全誌 ・豊前村誌等の展示。

郷土資料室前

⑥ 8~9 月 原爆資料展

原爆資料(文献を中心に)の展示。

⑤10~11月 源氏物語絵巻物展

源氏物語絵巻物 (豪華版)の展示。

⑥12~ 1月 「牛」に関する資料

丑年にちなんで「牛」に関する資料の

展示。

⑥ 2 ~3 月 明治期の新聞展

明治期に刊行された新聞の展示。

第 2閲覧室
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カメラ関係雑誌の寄贈

久留米市在住，月星化成株式会社会長の倉

田雲平氏 (75才)より大量の写真・カメラ関

係雑誌の寄贈を受けました。

氏は，日華ゴム創始者倉田雲平氏の直系で

三代目。若い頃から写真に深い造詣があり，

全日本写真連盟西部本部理事，全日本写真連

盟理事等を歴任。

ご寄贈いただいた雑誌は，大正末期から今

日までの代表的な関係雑誌， 84タイトル，

4，410冊。昭和24，25年頃からのものが多く，

20年， 30年と長期にわたる収集で，中には57

年間分収集の雑誌もあります。

「アサヒカメラ J 'カメラ毎日 J 'フォトア

ートJ'CAMERA (ARS) J 'PhotographYJ 'U. 

S.CameraJ等当館にとって貴重な写真 ・カメラ

関係雑誌群となりました。ご利用ください。

開館時間 関覧室

郷土資料室 午前 9時~午後 7時

自習室

視 聴 覚 室
午後 1時~午後 5時

子ども図書室

録音図書室 午前 9時~午後 5時|

土曜日は録音図書室は正午まで

休館日 日曜日図書整理日(月末)

国民の祝日 ばく書期(春期)

創立記念日(4月1日)

年末年始(12月 28 日 ~ 1 月 4 日)

編集後記

砂今回は，開館 2年次を迎え，更に機能充実を図るた

め，昭和59年度予算及び事業計画を特集しました。

砂今後とも，県民の皆様に親しまれる図書館づくりに

努力してまいりたいと思います。ご期待 ください。

昭和59年 7月10日 編集 ・発行 福岡県立図書館 ⑦812福岡市東区箱崎 1-41-12 宮 (092)641-1123 
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