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家族写真
3.11原発事故と忘れられた津波

マンガで読むアルベール・カミュ「ペスト」
ALBERT CAMUS LA PEST

イラスト版13歳からのメンタルケア
心と体がらくになる46のセルフマネジメント

どこからきたの？おべんとう
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　「第26回小学館ノンフィクショ
ン大賞受賞作」
　2011年3月11日、東日本を襲っ
た大震災。
　福島県に住む上野さんは、家
族4人が津波にのまれ、その後
に起きた原発事故により、自宅
のあった地区は避難指示区域に
指定されました。そして、行方
不明者がまだいるにも関わらず、
捜索に入ることができなくなっ
たのです。
　本書は、そのような中で避難
を拒み、行方不明の家族を自力
で今も捜し続ける上野さんの姿
を、著者が７年にわたり丹念に
取材した記録です。

　とある町に恐ろしい伝染病
ペストが蔓延し、その町は突
然閉鎖！人々はこの孤立状態
の中で、いかにしてこの悪疫
と闘うのか。1947年に発表さ
れた、フランスのノーベル文
学賞作家アルベール・カミュの
疫病サスペンスの大傑作小説
『ペスト』の内容が、今現在の
コロナ禍とそっくりと話題に
なっています。本誌はこの古
典名作をあらすじマンガで紹
介しており、難解なストーリー
がこれ一冊でわかります。

　失敗したらどうしよう…。イ
ライラする自分が嫌い。自分
は1人ぼっちかも…。
　やらなければいけないこと
が多すぎてパンクしそう…
　10代の人たちが感じている
さまざまな心身の状態を調査
し、46の事例を取り上げます。
思春期特有の、緊張、不安、悲
しみ、怒り…。
　自分ですぐにできるメンタ
ルケアで、心身の不調を吹き飛
ばしましょう！

　おべんとうには卵焼き、アジフライ、
ポテトサラダなど、おいしいものがいっ
ぱい詰まっています。でも、おべんとう
の中身は、どこでできて、どうやって運
ばれてくるのでしょう？アジフライは海
で泳いでいるわけはないし、卵焼きも野
原を歩いているわけではありません。
　お昼の時間、男の子がおべんとう袋
を開くと、おべんとうのほかに、おかず
がどこからやってくるのかが書かれた
メモが入っていて…。
　ひとつのおべんとうから、世界のつな
がりが見えてきます。遊び心たっぷり
の絵で、何度読み返しても楽しめます。

図書館で貸し出しおよび閲覧できますので、ご利用ください。
共生のまちづくり推進協議会　障害者支援部会

毎年10月から11月にかけてとしょかんまつりを開催していま
したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年は中止
します。開催を楽しみにしていた皆さんには、急なご案内とな
り申し訳ありません。ご理解いただきますようお願いします。

広報すえ点訳版
としょかんまつり中止のお知らせ

図書館カレンダー 10/11〜11/30 印は休館日です。　
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図書館のイベントは、当面の間中止します。再開については、図書館内の掲示などでお知らせします。
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青柳　結
ゆ

友
う

ちゃん
（R1.10.31 生まれ）

「1歳のお誕生日おめで
とう！これからも元気一
杯大きくなってね。生ま
れてきてくれてありがと
う。大好き  
� 甲植木区（徹・沙織）

末次　志
し

煌
おん

くん
（R1.10.31 生まれ）

「思慮深く、元気いっぱい
笑顔いっぱいですくすく
育ってね。」
� 昭穂区（宏行・泰世）

黒木　柊
しゅうや

也くん
（R1.10.21 生まれ）

「しゅう君、1歳のお誕生
日おめでとう！強くて優
しい子に育ってくださ 
い  これからも、お姉
ちゃんと仲良くしてね  」
� 恵西区（隆行・優子）

南里　優
ゆう

斗
と

くん

　　　健
けん

斗
と

くん
（R1.10.31 生まれ）

「何でもないような事を
幸せだと思える大人に育
ってください。」
� 南米里区（吉人・裕香）

其田　航
こう

輝
き

くん
（R1.10.11 生まれ）

「お誕生日おめでとう。
お兄ちゃんと仲よく、元
気に大きくなってくだ 
さい。」
� 一番田区（義弘・奈穂）

問い合わせ先　健康増進課　☎ 687-1530（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線167）

次回申し込み要領
［対　象　者］	 令和元年12月生まれの赤ちゃん
［必要なもの］	 	赤ちゃんの写真（ふりがな付きの氏名、生年月日を裏書）、

保護者のメッセージ（50字以内、居住区、保護者氏名、
電話番号を明記）

� ※�ここで掲載された写真や氏名などは、須恵町ホームページ
内の「広報すえ」で公開されますので、その旨ご了承の上、
お申し込みください。なお、写真は返却しません。

［申 込 期 限］	 10月30日（金）まで（先着10人）
［問い合わせ先］	 まちづくり課　☎ 932-1153

満1歳

ハッピー
バースデー

10月16日〜
11月15日

日 曜 行　　事 場　所 時　間 備　考

10
月

20 火 4か月児健診 保健センター 混雑緩和のため受付時間を
区切ってご案内しています。
詳細はお送りする案内通知
でご確認ください。

令和2年６月生

21 水 10か月児健診 保健センター 令和元年12月生

23 金 妊婦教室（前期編）保健センター2階 10時30分〜12時30分 3日前までに要予約
定員5組、託児なし

11
月

10 火 3歳児健診 保健センター 混雑緩和のため受付時間を
区切ってご案内しています。
詳細はお送りする案内通知
でご確認ください。

平成29年10月生

11 水 1歳6か月児健診 保健センター 平成31年4月生

※	新型コロナウイルス感染拡大に伴い、乳幼児健診カレンダーは健診年間予定表から上記のよう
に変更になっています。最新情報はホームページでご確認ください。

乳幼児健診・
妊婦教室カレンダー
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