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   問い合わせ・申し込みは、 0197- 23-3511（水沢本館） or  Ｅメール kennan1@cameo.plala.or.jp                         

          or  ホームページアドレス https://kashidashi . org/ まで  お気軽にどうぞ。           

            
今まで、教材貸出の際、金ケ崎町と平泉町の皆様には

町内に当ライブラリー分館がないため、最寄りの水沢本

館・江刺分館・一関分館まで出向いていただいていまし

たが、新たに 

・金ケ崎町中央生涯教育センター    

（電話☎０１９７-４４-３１２３） 

・平泉町立平泉図書館 

     （電話☎０１９１－４６－５４５５） 
の２施設でも 

※教材（※ＤＶＤ・ビデオ・１６ミリフィルムのみ。上

映に使用する機器類は不可）の「受取・返却」が可能に

なり、運用開始しています。 
 最近では特に高齢者団体の皆様の利用が増えている

現状にも沿うため、２町の皆様にも利用しやすい場を設

けていただきました。 
① なお、利用申込は、今迄どおり、水沢本館・江刺

分館・一関分館・千厩分館のいずれかお近くのラ

イブラリーへお願い致します。 
② 視聴覚機器（ＤＶＤプロジェクター・１６ミリ映

写機・ＤＶＤ+ビデオ一体型プロジェクター・ス

ライド映写機・ロングプレイユニット・スクリー

ン・暗幕）受取返却については今までどおり、水

沢本館・江刺分館・一関分館・千厩分館まで直接

出向いていただきますようお願いしますようお

願いします。 
※お問合せは、 
下記ライブラリー事務局（直通０１９７-２３-３
５１１）までお願い致します。 

 

岩手県南第一地域視聴覚教育協議会（岩手県南第一

ライブラリー）は、岩手県南広域４地区（一関市・

奥州市・金ヶ崎町・平泉町）から成り立ち、ＤＶＤ・

ビデオ・１６ミリフィルムなどの視聴覚教材と多種

視聴覚機器（１６ミリ映写機・ＤＶＤプロジェクタ

ー・スライド映写機・ロングプレイユニット（岩手

県内で唯一当ライブラリーだけが所有している、長

編映画上映用映写機）・スクリーン・暗幕等）を、

全て無料で貸出（営利団体を除く）しています。 
   
！！注意！！ 
全ての著作物（映像含む）は、著作権法により守ら

れています。当ライブラリーが貸出している視聴覚

教材は全て著作権法をクリアしているので安心で

す。 

🔰利用方法🔰 

申込み）利用の一週間前までにお申込み下さい。 
     なお、予約は１ケ月前から受付ます。 
     電話・メール・直接来館も可。 

<Email：kennan1@cameo.plala.or.jp＞ 
貸 出） 利用日の前日までにライブラリー事務局

または関係施設に受取に来て下さい。 
返  却） 利用した翌日にライブラリー事務局また

は関係各施設にお返し下さい。 
期  間） 原則として一週間です。 
報告書） 利用後に必ず「視聴覚利用申込書兼報告

書」をご提出下さい。 
      ※報告書は貸出時に教材と一緒にお渡し 
       します。 
料  金） ＤＶＤ・ビデオ・１６ミリフィルム・機

材の利用料はすべて無料です。 
取扱い）１６ミリフィルム利用の場合は、「１６ミ

リ映写機操作技術講習会修了証」をお持ち

の方が操作して下さい。 
講習会）１６ミリ映写機操作技術講習会は随時開催

します。次回は１２/７（金）一関地区合

同庁舎で行います。詳細は別欄の欄内をご

覧いただくか事務局までお問合せ下さい。          

 

ライブラリーってどんなところ？  

教材の貸出申込後の「受取・返却」が、 

金ケ崎町・平泉町でも可能になりました

♬♪🎶         



  防災関連教材の紹介     
 
 

 

 
【１６ミリ映写機操作技術講習会開催のご案内 】( ※ １回目は７月４日（水)奥州市にて終了いたしました） 

【趣 旨】 １６ミリ映写機の操作に必要な知識、技術の修得を図るとともに、１６ミリ映画フィルムの適正な管 

理と効果的な活用を図る。 

【期 日】 ２０１８年１２月７日(金) 午前１０時３０分～午後４時３０分予定 

【会 場】 一関地区合同庁舎３階 大会議室（一関市竹山町７-５） 

【対 象】 学校教育及び社会教育関係者、ＰＴＡ関係者並びに視聴覚教育教材を教育活動に利用しようとする 

１８歳以上の方 

【経 費】 テキスト代 ２５０円 （当日受付にて）                       

【持参品】 筆記用具(鉛筆、消しゴム等)、印鑑（申請書類に必要な為必ずご持参下さい） 

【申込先】 一関市教育委員会 、平泉町教育委員会、岩手県南第一地域視聴覚教育協議会 

 
 

     

     

 教 材 名 種 類 時 間 所 蔵 

１ ちびまる子ちゃんの地震を考える ビデオ １３分 水沢本館 

２ 僕はあの日を忘れない ビデオ ２４分 江刺分館 

３ 地震！あなたができること ビデオ ２１分 千厩分館 

４ あっ地震だ！ おちついて、あわてない！ ビデオ １２分 水沢本館 

５ クラッときたら いのちを守る防災術 ビデオ ２０分 水沢本館 

６ はれときどきぶたの地震用心日記 ビデオ １１分 水沢本館 

７ ロロとモモのじしんとかじのおはなし ビデオ １８分 一関分館 

８ キョロちゃんの地震用心火の用心 ビデオ １１分 水沢本館 

９ 地震防災 待ったなし！ ビデオ ２１分 水沢本館 

１０ 大地震の恐怖 残された教訓 ビデオ ２６分 水沢本館 

１１ 地震への備えが命を守る ＤＶＤ ２１分 江刺分館 

１２ 地震に備えて、今やるべきこと ＤＶＤ ２３分 一関分館 

１３ サル太郎 地震には負けないぞ！ ＤＶＤ １５分 一関分館 

１４ 地震防災 大地しんから命を守ろう ＤＶＤ ２０分 千厩分館 

１５ 3.11 東日本大震災から学ぶ もし今地震が起きたら ＤＶＤ １９分 水沢本館 

１６ 3.11 東日本大震災から学ぶ 津波・命を守る心構え ＤＶＤ ２０分 水沢本館 

１７ ボクはすぐに逃げたんだ 東日本大震災から学んだこと ＤＶＤ １４分 水沢本館 

１８ 放射能物質と光と影 ＤＶＤ ２６分 一関分館 

１９ あっ地震だ 津波は？じぶんのいのちはじぶんでまもる ＤＶＤ １４分 江刺分館 

２０ やめて！ライターあそび どうぶつ村の消ぼう隊出どう ＤＶＤ １４分 千厩分館 

２１ 生きる行動 生きる備え ＤＶＤ １８分 千厩分館 

２２ 放射線の正しい理解 ＤＶＤ １８分 江刺分館 

２３ どう守る？自分の命 東日本大震災から教えられたこと ＤＶＤ ２２分 一関分館 

２４ むしむし村の防災訓練 ＤＶＤ １２分 江刺分館 

２５ 深刻化する気象災害 ＤＶＤ ２５分 江刺分館 

２６ 火災から命を守る８つのポイント ＤＶＤ １９分 一関分館 

２７ 地震・津波から生き延びる ＤＶＤ １６分 水沢本館 

２８ 命を守れますか？地しんのとき、つ波のとき ＤＶＤ ２１分 千厩分館 

２９ 生きる行動 生きる備え ＤＶＤ １８分 千厩分館 

今年も西日本を中心とした記録的大雨や北海道胆振地方東部地震など、災害が続いています。          

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに一日も早い復興をお祈り致します。 

東北でもあの東日本大震災から７年半が経過し、当ライブラリーにも、地震・津波に加え近年増加傾向にある水害

対策等防災教材の問合せが増加しています。いざというとき各自が「自分で自分を守る」ことができるよう、各

学校、地域の子ども会行事やリーダー研修会等で上映してみて下さい。上映用機材も無料貸出致します。豊富な教

材をご用意してお待ちしています。 


