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この冬は、夏に引き続き「節電」が話題になっています。

滋賀県の家庭でのエネルギー消費量は、１９９０年より

１.４倍増えており、限りある資源を大切にするためにも、

この機会に日々の暮らしを見つめ直したいところです。

そこで、滋賀県をとりまく環境も交えながら節電に役立

つヒントを探してみましょう。
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昨年３月１１日に発生しました東日本大震災によ

り被災された方々に、心よりお見舞い申し上げま

す。被災者の方々へのサービスはこちら。

『冬の牧野』河合健二［作］ 芸艸堂
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≪滋賀の昔はもっと寒かった？≫

「昔は雪がもっと降って、滋賀県の湖東地域でも屋根の雪下ろしをしたよ。」と聞かれたことはあ

りませんか。積雪量の変化を『滋賀県気象年報』の彦根市の数値で比べてみましょう。

『滋賀県気象年報』は、気温・降水量・

風向などの気象状況をまとめた資料で、積

雪量も調べることができます。

比較すると、１９７０年代の「1 日あた

りの最大積雪量」は今よりも１０センチ多

く積もっていました。しかし、『滋賀県の気

象』の分析では、年々変動がかなり大きく、

さらに４年、１８年の周期がみられ、１９１

０年以降は小雪と大雪の周期を繰り返すこと

がわかっており、１９５０年代以降は小雪期

にあたるそうです。

一方で、滋賀県の気温は過去１００年間で「上昇と下降を繰り返し

つつも、次第に上昇傾向になっています。これを傾向線でみると、彦

根では約０．８℃上昇」したと書かれていました。近年よく聞かれる

地球温暖化との関連性は、今後の報告が待たれるところです。

なお、気温は長浜市旧虎姫町でも上昇していました。毎日新聞の記

事によると、「水温が急激に上がった琵琶湖が熱源」になったためで、

滋賀大学の研究によって「北湖の水温は６０～９０年代に１．５度」

上昇していたことも明らかになっています。琵琶湖の水温の上昇は、魚類

の減少や湖底の酸素不足をまねくと推測する研究資料も刊行されています

ので、気温とあわせて注視したいところです。

【出典】

・『滋賀県の気象』 彦根地方気象台編集 大蔵省印刷局 １９９３年

・『滋賀県気象年報』 彦根 彦根地方気象台

・「琵琶湖の低酸素化の実態把握および北湖生態系に与える影響の把握に

関する解析モニタリング」 『[滋賀県琵琶湖・環境科学研究センター]研究報告書』 第 6 号

(平成 21 年度) 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター ２０１１年

・「この暑さは琵琶湖に影響するの？-環境穏やかに変化、水温上昇でビワマス生存率低下も」

『毎日新聞』２０１０年 7 月２８日号滋賀版

≪滋賀では冬をどう過ごしたの？≫

大正９年生まれの日比繁一氏が執筆した『絵で語る昔の暮し』から

たどってみましょう。この本は著者が昔見聞きした米原市旧近江町の

生活を紹介しています。
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多くの家が葦葺（よしぶき）の家だったころ、上くど、風呂場、流し場のあった勝手の天井には小

さい煙り窓があり、冬になると冷たい北風や雪が吹き込んだといいます。このような住まいのなか

で、暖を取る手段は、炬燵と火ばこ、そして火鉢。灰を入れ

た炬燵は一晩中温かかったものの、炬燵布団が灰で焦げたり、

火傷することもあったそうです。また、火鉢を囲んでの家族の

だんらんや親しい人との交流といった和やかな風景も見られま

した。

他にも、ご飯は温かさを保つためワラ製のおひつ（ふご）に

入れ、冬に備えて作った大根漬や大根切り干し、通称大根部屋と呼ばれる天然冷蔵庫で貯蔵した野

菜などを食し、男性は米つきやワラ仕事、女性は針仕事、お餅つき、

おやつのかき餅やあられ作りといった仕事もあったそうです。

【出典】

『絵で語る昔の暮し』 日比繁一著刊 ２００５年

≪寒さ対策は炬燵や火鉢だけだったの？≫

ルイス・フロイスは約４００年前、『日欧文化比較』に「日本人

は[衣服を]1 年に３回変える」と書いていますが、昔から日本では

四季の変化を衣服で対応しました。コートの着用や重ね着する習慣

は今も健在です。

とりわけ昔は麻しか取れなかった東北地方では、厳しい寒さをし

のぐため、裂織や当て布、刺し子などで服を仕立てました。『図説み

ちのくの古布の世界』には、そのような見た目も美しく、少しでも

暖かく過ごせるように縫われた服の数々が紹介されています。一方

で、『昭和のくらし博物館』によると、半纏、どてら、ちゃんちゃん

こといった綿入れも愛用されていました。母親お手製の綿入れは着

る人の心も暖かくしたことでしょう。

また、女性のおしゃれに対する関心は昔も高く、昭和初期の女性たち

は「着ぶくれ」しない着こなし術を求めていたようです。「肌着のガ

ーゼを二枚重ねる」方法や、初代の水谷八重子が考案した「綿入れ２

枚分の温かさがある紙を張りつけた肌着」が婦人雑誌で紹介されてい

ま ます。

【出典】

・『ヨーロッパ文化と日本文化』 ルイス・フロイス著 岡田章雄訳

注 岩波書店 １９９１年

・『図説みちのくの古布の世界』 田中忠三郎著 河出書房新社

２００９年

・『昭和のくらし博物館』 小泉和子著 河出書房新社 ２０００年

・『きものの花咲くころ「主婦の友」90 年の知恵』 主婦の友社 ２００６年
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≪節電だけでなく自然にもやさしく≫

昔の暮らしを今も垣間見ることができるのが高島市

の針江地区です。「目の前で自然に湧き出たばかりの水

は煮炊きや飲料水、洗顔などに使い、あふれた分は生簀

にためて洗い物に使う。そしてコイに託して水の流れを

最小限に留め、自宅の外へ送り出す川端（かばた）もま

た、この地方ならではの自然との共生」する暮らしを続

ける様子が『台所を川は流れる』で紹介されています。

水を上手に使い回す方法は水を介した生物保護や地域保存にもつながり、自然に負担をかけない暮

らし方の参考となるのはないでしょうか。

【出典】

・『琵琶湖里山ふるさと散歩』 今森光彦・今森洋輔著 新潮社

２００６年

・『台所を川は流れる』 小坂育子著 新評論 ２０１０年

≪今できることって何？ 図書館の蔵書から≫

電化製品のあふれた現代において電気を使わない日はありません。だからこそ、一人ひとりが

無理のない範囲で少しでも工夫し節電したいものです。そこで節電に役立ちそうな方法をいくつか

資料といっしょにご紹介しましょう。

『うちエコ入門』 宝島社 ２００７年

冬の住まいは暖かい空気を逃さないのがコツ。そのためにはカーテンを２枚

にしたり、ドアの上下のすき間や窓のすき間にすき間テープなどを貼ると暖房

効果が高まります。また、家族が一緒に過ごせば、節電とあわせてコミュニケ

ーションの機会も増えます。

『水の節約&エネルギーの節約』 シアン・ベリー著 冨重佳美訳 ガイアブックス

２００９年

二酸化炭素排出量全体の 30 パーセントは家庭から排出しており、エネルギー消費を節約すれば減

らすことができます。特に、自宅の暖房は多くのエネルギーを使うので、暖房を省エネにするのが一

番の近道。暖房器具のタイマー機能を有効に使ったり、几帳面に温度調整をしましょう。また、新し

く購入するなら熱効率の高い暖房器、たとえば太陽熱の床暖房やヒート・ポンプ、ガスの凝縮ボイラ

ー、木質ペレット・ボイラーを薦めています。

『しあわせ節電』 鈴木孝夫著 文藝春秋 ２０１１年

「電気機器の消費電力を調べて」、最も効率のいいものが何なのか判断できるようにしておきましょう。

他にも、ヨーロッパやアメリカのインテリアのように、ランプシェードのような「ほのかな温かみのあ

る光」を用いて部屋全体を照らさない暮らしを提案しています。
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『地球を救う３６５の方法』 フィリップ・ブルセイエ写真 東京大学大学院新領域創成

科学研究科環境システム学専攻柳沢研究室訳 ピエ・ブックス ２０１０年

冷蔵庫はテレビの５倍の消費エネルギー量を要する製品。「ほこりや

ペットの毛が冷蔵庫の後ろの配管についた状態だと、性能が落ちて３０

％ほどエネルギー消費が増え」てしまうので３か月毎の掃除が有効。

さらに、庫内にぎっしり詰め込まない入れ方もすすめています。

『科学的に正しい暮らしのコツ』 左巻健男・手嶋靜編著 日本実業出版社 ２００３年

冬に温かく着る方法は「静止した空気を身にまとう」ような着こなし。

表に出る服は「薄くても風を遮断できるような通気性のない素材」を選び

ましょう。重ね着すれば衣服との間に隙間ができ保温力アップ。なお、下

着は「表面が疎水性で濡れにくいものが適しています。」

また、襟元や袖口から体熱が逃げないようにすると保温性が高まりますが、

首まわりの気密性を高めすぎると脳と実際の体温感覚とのズレが生ずるので、

注意が必要です。

『身近な電気・節電の知識』 柴田尚志・森田一弘共著 オーム社 ２０１１年

パソコンの節電は省エネモードが有効。しかし、忘れがちなのが「電源断

の状態での電力」。機器によっては 1 時間あたり 3w 消費しますので、「使

い終わったらすぐにシャットダウンし、使わないときにはコンセントを抜い

ておくこと」も有効です。

滋賀県からの提案「冬の節電ウォームアクション 2011-2012」

滋賀県では、「家庭で、職場で、県民みんなで取り組む節電対策」を紹介しています。例えば、エア

コンは「重ね着などして、室温２０℃を心がける」、「窓に厚手のカーテンを掛ける」など簡単にで

きそうな提案ばかりです。

詳しくは、滋賀県のサイトをご覧ください。

http://www.pref.shiga.jp/d/new-energy/2011setsuden/warmlife/index.html

図書館には、ご紹介した資料以外にも暮らし

に役立つ資料を多数揃えています。お気軽にカ

ウンターでご相談ください。
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今月のＢＯＯＫまーく

デジタルアーカイブで図書館所蔵の絵図や古文書をご自宅でご覧いただけます。

当館では所蔵している、絵図や古文書、写真や絵葉書を順次デジタル化しています。ホームページの

トップにある、近江デジタル歴史街道から、今まで自由に見ていただけなかった、江戸時代後期から昭

和初期に作成された絵図や古文書などをご家庭のパソコンからご覧いただけるようになっています。

昨年のコンピュータ更新により、検索画面も変更されて、より探しやすく便利になりました。図書館

へ足を運ぶことなく、さまざまな資料をどうぞご自宅からお楽しみください。

①キーワードで検索することができます。

Ａ△Ｂ かつ（△＝スペース）

Ａ│Ｂ または

また、資料種別や地域にチェックを入れて掛け合わせて検索すると、さらに絞り込むことができます。

②タイトルのみの一覧・絵や写真のみの表示・タイトルと解説および絵や写真の両方を表

示することもでき、三種類の中から選ぶことができます。

初めてご覧になる時は、ＤｊＶｕプラグインのインストールが必要ですので、右下のアイコンをク

リックしてダウンロードしてからご覧ください。
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③現在までに今月のデジタルアルバム帖で公表した全ての資料をはじめ、約 2,000 点の

資料をご覧いただけます。

④注目のキーワードからは、その言葉をクリックすると、

関連する資料を呼び出すことができます。

⑤新しく登録した資料は新着デジタル資料に随時追加

されていきます。

⑥画像および文章を転載することはできません。他の

刊行物などへの掲載を希望される場合は滋賀県立図書

館の許諾が必要ですので、画面○印の「ご利用にあた

って」の中にある資料掲載申込書をご提出ください。

☆１０月～１２月の図書館行事報告☆

〔１0 月２9 日（土） JICA 講演会「ケニアで感じた“生きる”ということ」〕

青年海外協力隊員として２年間ケニア共和国で活動されていた中川宏治さんをおまねきして、ケ

ニアでの活動についてお話ししていただきました。当日は１８名の方にご来場いただき、一緒にケ

ニアの色鮮やかな布を使ってしおりやカード作りを行いました。
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〔１１月３日（木・祝） 文化の日書庫探検〕

「文化の日」にちなんで、図書館では地

下書庫探検を実施しました。午前と午後の二

回、合わせて 44 名の方にご参加いただき、

普段は入ることのできない地下書庫を見て

いただきました。また、あわせて貴重書や絵

図などもご覧いただきました。参加された方

からは「書庫のたくさんの本を見て驚いた」

「昔の本もきれいに残しているんですね」と

感心されました。

〔１１月１２日（土） 講演会「足のむくまま 近江再発見」〕

近江各地の風景をスケッチと紀行文で描いた『あしのむくままー近江再発見』の著者、國松厳太

郎さんをお迎えして、県内の隠れた名所・旧跡をスケッチで紹介してもらいました。また、会場に

は國松さんのスケッチ作品５０点をパネル展示し、来場された 29 名の皆さんにじっくりとご覧い

ただきました。

〔１１月１９日（土） コンサート「わが青春のフォーク」〕

図書館閉館後、一階ロビーにてフォー

クシンガーズ「ブラック・フェイス」に

よるフォーク・コンサートを開催し、６

０人の方にご来場いただきました。曲目

は「２２才の別れ」や「なごり雪」など、

今も歌い継がれる名曲の数々が演奏され

ました。青春時代にフォークソングを聴

いていた世代の方々、また、そのお子さ

まや、時代は知らないけど曲は知ってい

るという若い方々など、誰もが楽しめる

コンサートとなりました。
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〔１２月２４日（土） メサイア合唱団による「クリスマス・コンサート」〕

毎年恒例となりましたメサイア合唱団による「クリスマス・コンサート」。今年はクリスマス・

イブその日に開催し、172 人の方にご来場いただきました。「クリスマス・オラトリオ」と「クリ

スマス・キャロル」の二曲の合唱曲が歌いあげられ、ご来場の方は図書館で暖かいクリスマスの夜

を過ごされました。

〔12 月 1 日～25 日 人権啓発資料展 参考資料室にて〕

平成２３年１２月４日から１０日の人権週間にあ

たり、図書館では参考資料室において「人権啓発資料

展」を開催し、関連図書やパネル等を展示しました。

東日本大震災に伴う風評被害をはじめ、障害のある人、

部落差別、高齢者や子どもの権利など、生活の中にあ

るあらゆる人権問題について取り上げました。

展示会の報告

☆２月～３月の図書館行事のお知らせ☆

２月１８日（土）声楽コンサート 出演：関西室内女性アンサンブル

２月 29 日（水）～3 月１1 日（日）展示「地域発見！参加型移動博物館（仮題）」

3 月 3 日（土）講演会「高橋啓一氏（琵琶湖博物館・学芸職員）の化石について（仮題）」
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今月のデジタルアルバム帖

１2・１月 「湖北の地場産業～彦根藩領を中心に～」
近江を代表する彦根藩は、江戸時代初期において徳川

将軍の信頼厚い譜代大名として裕福でしたが、中期以降

になると、藩財政は窮乏の兆しを見せました。そこで、

彦根藩は、寛政 11 年（1799）に国産方（産物方あるい

は産物役所とも）を設置し、国産の奨励と専売活動を行

い他藩の参考とされるまでになりました。そこで国産方

が扱った浜縮緬と政所茶、また湖北の地場産業の代表格

である石灰に焦点をあてて、当館所蔵の関係資料をデジ

タル公開します。

２・３月 「大津百町～江戸時代の大津～」
江戸時代の大津は港町・宿場町として栄え、その様子

は「大津百町」と称されました。その後、西廻り航路の

発達にともなって港町は衰退し、また明治以後の鉄道敷

設等によって、町の様子は大きく変わっていきました。

そこで今回は、大津町の絵図を中心に江戸時代の町の様

子を知ることのできる資料をご紹介します。あわせて大

津祭に関する資料もご紹介します。

『地域再生滋賀の挑戦』

近江環人地域再生学座編 新評論 ２０１１年 （３，０００円＋税）

最近「再生」という言葉が頻繁に使われるようになりました。例えば「地

域再生」、「都市再生」、「環境再生」などです。

現在日本は急速な少子高齢化の進行により、大きな曲がり角を迎えています。

経済のグローバル化の中で地方も疲弊し、物質的な豊かさよりも心の豊かさが

一層求められるようになっています。この中で「地域再生」も従来のように中

央主導による全国画一的なものから、各地域が試行錯誤を重ねながらも、自ら

が考え地元の資源や人材を生かしていくことの重要性が唱えられています。

本書は、２７人のキーパーソンによる滋賀県における「地域再生」の創造的な取り組みを紹介したもの

です。その分野はエコな暮らし、琵琶湖の環境保全、コミュニテイ再生、地産地消のエネルギー、古民

家の活用など様々な分野に及んでいます。

湖 国 の 本 棚
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郷土資料紹介 平成２３年９月～平成２３年 11 月購入・寄贈分郷土資料紹介

●獄に消えた狂気

平井美帆著 新潮社 2011 年

●新湖国物語

苗村和正著 文芸社 2011 年

●歩いて楽しむ近江琵琶湖若狭

JTB パブリッシング 2011 年

●京都大津便利情報地図

2 版 昭文社 2011 年

●滋賀県道路地図［2011 年］

2 版 昭文社 2011 年

●近江の神仏

片山寛明・高梨純次[述] 里文出版 2011 年

●近江のかくれ里

いかいゆり子著・刊 2011 年

●賤ケ岳七本槍

嶋津義忠著 PHP 研究所 2011 年

●蒲生氏郷物語

横山高治著 創元社 2011 年

●雨森芳洲

上田正昭著 ミネルヴァ書房 2011 年

●里山だより

今森光彦写真・文 毎日新聞社 2011 年

●ふなずしの謎

新装版 滋賀の食事文化研究会編 サンライズ出版 2011 年

●自治体の事業仕分け

滋賀大学事業仕分け研究会・構想日本編著 学陽書房 2011 年

●山門水源の森

山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会編 サンライズ出版 2011 年

●つづら折り回想記

青山江美著 青山信義編・刊 2011 年

●戦国の城全史

学研パブリッシング 2011 年

●第 3 回びわ湖検定問題と解答

びわ湖検定実行委員会編・刊 2011 年

●京都・滋賀のおいしいランチ 242

リーフパブリケーションズ 2011 年

●織田信長

桐野作人著 新人物往来社 2011 年

●「魚つかみ」を楽しむ

中島経夫・うおの会編著 新評論 2011 年
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●英傑の日本史 浅井三姉妹編

井沢元彦著 角川学芸出版 2011 年

●湖の南

富岡多惠子著 岩波書店 2011 年

●比叡山と室町幕府

三枝暁子著 東京大学出版会 2011 年

●しがの四季

西山順三著・刊 2011 年

●私の 8 月 15 日

滋賀県平和委員会編・刊 2011 年

●愛荘町の〝世間遺産〟

愛荘町立愛知川びんてまりの館編・刊 2011 年

●近江国坂田郡の条里と地理

山川恵弘著 サンライズ出版 2011 年

●八日市大凧[1]

世界凧博物館・八日市大凧会館編集 八日市大凧会館 2011 年

●八日市大凧 2

世界凧博物館・八日市大凧会館編集 八日市大凧会館 2011 年

●八日市大凧 3

世界凧博物館・八日市大凧会館編集 八日市大凧会館 2011 年

●わかりやすい後悔しない家づくり

厨子浩二著 エル書房 2011 年

●郷土の若人へ 励ましのメッセージ

財団法人ハートランド推進財団編集 近江八幡ロータリークラブ 2011 年

●大国近江の壮麗な国府

滋賀県立安土城考古博物館・滋賀県文化財保護協会編集

滋賀県立安土城考古博物館 2011 年

●僧坊町・湯屋町・平柳町・祇園町・小八木町・平松町・南清水町共有文書目録

東近江市教育委員会編集・刊 2011 年

●八幡商人と近江八幡の町なみ

近江八幡市立資料館編集・刊 2011 年

●彦根城博物館年報 平成 22 年度

彦根城博物館編集・刊 2010 年

●With books 2011

滋賀県図書館員有志「ヤングアダルトの読書を考える研究グループ」編集・刊

2011 年
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● [滋賀県立安土城考古博物館]年報 平成 22 年度

滋賀県立安土城考古博物館編集・刊 2011 年

●アールブリュット

アール・ブリュットガイドブック企画編集会議企画・編集 滋賀県 2011 年

●養護教諭の職務研究 第 22 集(平成 21・22 年度)

滋賀県養護教諭研究会編集・刊 2011 年

●滋賀県物産誌 巻 16

影印本 山本編集室編集 若狭路文化研究会 2011 年

●光の中で

中村郁枝著・刊 2011 年

●人と地域を生きる

武邑尚彦教授退官記念出版編集委員会編集 滋賀県立大学 2011 年

●アメリカ古代文明 ： 人自然精霊

Khristaan Villela 著 八杉佳穂監修 Miho Museum 2011 年

●蒲生野挽歌

平田修吾著・刊 2011 年

●拓本 歌碑篇

高橋昌博著・刊 2011 年

●お陰さまで楽しい日々を過ごしています 2011

鶴房健蔵著 アインズ 2011 年

●山ふところに抱かれて

高野喜代造著 サンライズ出版 2007 年

●惣村・菅浦の歴史

浅野宏海著 サンライズ出版 2011 年

●鏡の森

海津駿介著 作品社 2011 年

●小論文・読書感想文優秀作品集 2011 年度 第 1 回

滋賀県立膳所高等学校編集・刊 2011 年

●環琵琶湖文化論実習報告書 平成 22 年度

滋賀県立大学人間文化学部編集・刊 2011 年

●唐崎カルタ

唐崎学区文化協会・史跡研究部会編集・刊 2010 年

●うさぎの文化誌と文様

秋元博一著・刊 2011 年

●源氏物語小鏡 石山本

石山寺 2011 年
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●園城寺蔵智証大師自筆文字史資料集

園城寺編 三弥井書店 2011 年

●地域でいちばん大切にしたい住宅会社

PHP 研究所編 PHP エディターズ・グループ 2011 年

●雷獣のミイラ

平居一郎著 アトリエ・イオス 2011 年

●関西の駅

明治安田生命保険相互会社大阪総務部関西を考える会 2011 年

●伊吹山文化資料館年報 13

伊吹山文化資料館編集・刊 2011 年

●河本基金 25 周年記念誌

公益信託河本記念北海道・新疆ウイグル開発技術交流基金 2011 年

●肥田の古墳・城・村

彦根城博物館編集・刊 2011 年

●南大萱を中心とした瀬田地域の遺産や文化財マップ

南大萱資料室 2011 年

●第 89 回龍谷祭 第 40 回学術文化祭

龍谷祭実行委員会編集・刊 2011 年

●特別展 神仏います近江

神仏います近江実行委員会編集・刊 2011 年

●滋賀県地価マップ 平成 23 年

滋賀県不動産鑑定士協会 2011 年

●シンポジウム『最盛期敏満寺を復元する』

多賀町立文化財センター編集・刊 2011 年

●滋賀県レイカディア大学紀要 [平成 22 年度]

滋賀県レイカディア大学編集・刊 2011 年

●ひつじぐさ Vol.13

ひつじぐさ[編集]・刊 2011 年

●江戸時代の近江を旅する

滋賀大学経済学部附属史料館編集・刊 2011 年

●武門の絆

彦根城博物館 2011 年

●カーブ

徳永政二川柳 あざみエージェント 2011 年

●武将が縋った神仏たち

滋賀県立安土城考古博物館編集・刊 2011 年
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●湖都の文学 43

大津市文化祭実行委員会編集・刊行 2011 年

●県営彦根製糸場の誕生

筒井正夫著 滋賀大学経済学会 2011 年

●金剛寺遺跡・後川遺跡

滋賀県教育委員会文化財保護課・滋賀県文化財保護協会編 滋賀県教育委員会

2001 年

●立入荒牧遺跡発掘調査報告書 2 次・3 次発掘調査報告書

コウケン編集 守山市教育委員会 2011 年

●淡海 第 40 号

滋賀県立淡海学園編集・刊 2011 年

●環境と人間

迫田正美著 サンライズ出版 2011 年

●環境科学を学ぶ学生のための科学的和文作文法入門

倉茂好匡著 サンライズ出版 2011 年

●日本の城

城郭歴史研究会著 メイツ出版 2011 年

●浅井長政と姉川合戦

太田浩司著 サンライズ出版 2011 年

●西田天香の世界 3

西田天香著 一燈園生活研究所 2011 年
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昨年 3 月１１日に発生しました東日本大震災により被災された方々に、心よ

りお見舞い申し上げます。

滋賀県立図書館では、滋賀県で避難生活を送っておられる方々に対して、図

書の貸出を行っておりますので、参考資料室カウンターでご相談ください。

また、被災地（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨木県、千葉県）からの

レファレンスをお受けしています。内容は、滋賀県関係だけでなく一般的な質

問もお受けしますので、生活上の困ったことなど何なりとお問い合わせくださ

い。なお、ご質問は電話、FAX、メールでお受けいたします。

滋賀県立図書館

【受付先】

〒５２０－２１２２

大津市瀬田南大萱町１７４０－１ 滋賀県立図書館 調査協力課

電 話 ０７７－５４８－９６９１

FAX ０７７－５４８－９７９０

メールレファレンスの URL↓

http://www.shiga-pref-library.jp/d_reference/refnotes.html

図書館エール


