
7月

オープン前に期間限定で部分
開館

教育改革実践家 藤原和博さん
による開館記念講演

おはなし会開始
※現在の開催状況は要確認

絵本作家 とよたかずひこさん
による開館記念講演

開館後、初の自主企画展とな
る「新収蔵品展」の開催

女優 柴田美保子さんと俳優 森本
レオさんによる開館記念講演

長崎県美術館 米田耕司館長に
よる郷土史講演会

合唱作曲家 弓削田健介さんに
よる開館記念講演

企画展「郷土史クラブの挑戦 !!
2020」の開催

夏休みイベントの開催（写真
は「夕暮れおはなし会」の様子）

テーマ展「南蛮文化」の開催

ミライo nでは、1 0
～ 1 1月にさまざま
なイベントを予定し
ています。
詳しくは、2 0～ 2 1
ページをご覧くださ
い。

10 月 5日に開館 1周年を迎えるミライ on。街の新た
な拠点として、幅広い世代の利用者がミライonを訪
れています。この１年間、開館記念講演をはじめ多く
のイベントを行いました。
開館からの１年間をイベントで振り返ります。

■ミライon図書館　　48・7700／歴史資料館　　48・5050
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料館で大村の歴
史 に 触 れ た 後
は、図書館で本
を借りて学びを
深めてみません
か。皆さんのご
来館をお待ちし
ています。

ミライ onへ行こう

10月27日～11月9日は、第74回読書週間
です。ミライon図書館では、大村ゆかり
の人物や歴史に関する書籍を３階の大村市
郷土資料コーナーに集めています。歴史資
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2 特集
ミライon開館1周年　明治時代以降に発行された絵はがきは、一般の人がカ

メラを持っていなかったこともあり、当時のブームとなり
ました。人々は手紙の内容だけでなく、写真によっても速
報やトレンドを知ることができました。
　同じく明治時代に近代国家樹立のため推進された鉄道
は、経済や観光業を豊かにさせ国力増強に繋がるなど、文
明開化を感じさせる産業でした。1898(明治31)年に開設
された大村駅も、明治から昭和初期の大村を代表する近
代化の舞台として、複数の絵はがきが発行されています。
　大村駅の絵はがきからは、設
備の変化や鉄道の輸送力の宣
伝はもとより、時代を反映した
乗り物やファッション、出征兵士
を見送る別れの場だったことな
ど、近代大村の変化を垣間見ることができます。一方で、
現在の駅舎は大正時代からほぼ同じ姿で残っているなど、
変わらないものにも気づかされます。
　当時の人々に最新技術をもって新しい時代を伝えた絵
はがきは、現代の私たちにかつての歴史の断片を伝えて
くれます。市歴史資料館常設展示室では、古い絵はがきや
写真を紹介しています。

『歴史の窓』第3窓 ■歴史資料館　48・5050☎ 今月の主な項目

市政トピックス4

カメラスポット・おおむらニュース8

長崎県の結婚支援9

大村駅絵はがきに見る近代大村

▲大村駅絵はがき

　おかげさまで、ミライｏｎは、１０月５日に開館1周年を迎えま
す。これまで、ミライｏｎが市民の皆さんの「知の拠点」、「出逢
いの広場」となるよう、たくさんのことに取り組んできました。
　これからは、ミライｏｎ図書館だけでなく、中地区・郡地区公
民館や住民センターの図書室などの情報もたくさんお届けし
ていきます。これまでに図書館や図書室を利用する機会が少
なかった皆さんにも、さらに気軽にご利用いただけるような雰
囲気を作っていきます。

　一方、歴史資料館では、定期的に魅力ある企画展や特別展
を開催するとともに、新たに大村に関わる歴史講座も実施す
る予定です。また、大村の歴史を残し、将来へ伝えていくため
に、引き続き資料の収集に努めます。
　皆さんが素敵な時間を過ごすことができるように、これから
も、職員一同頑張ってまいります。

おかげさまで 開館１周年

市民の皆さん、日ごろからミライonにご来館いただき、ありがとうございます
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