日光市読書ボランティア連絡会機関紙
ＶＯＬ．10
２０１8．４．２１

～2017 読書ボランティア勉強会～
・日光市社会福祉協議会地域福祉活動支援事業・
今年度はテーマを決め、自分で読みたい本を
持ち寄り、みなさんの前で絵本の読み合わせや
ブックトークをする勉強会をしました。
＜１回目＞テーマ「動物」
-

８月２５日(金)、今市図書館にて。一人の持ち時間は１５分だったので、今回のテーマの「動物」
で用意をお願いしたのは３冊でしたが、時間内に全て読めない方もいらしたり、どうしても３冊に
しぼれず、紹介しただけの本もたくさんありました。自分だけでは出会えなかった本を知ることが
出来ること、他人の読み聞かせを聞けることなど、得ることの多い勉強会でした。動物の話をたく
さん聞いて、終わった後はまるで動物園を一回りした気分でした。（増渕）
＜２回目＞テーマ「昔話」
9 月 30 日(土)、今市図書館にて。参加者がお気に入りの昔話絵本を持ち寄り順番で読んだり、
ブックトーク形式で紹介したりしました。聞き手として昔話の世界に触れると共に、世界中の 30
数冊の絵本を知ることができ、今後の読み聞かせ活動に役立つ勉強会となりました。その後、それ
ぞれの活動報告や読み聞かせが子供達に与える影響などについて交流しました。（福田智）
＜3 回目＞さくら市アリスの会との交流会
10/24(火)、今市図書館にて。3 回目の勉強会は、さくら市の図書館ボランティアアリスの会の
みなさんとの交流会で素敵な時間を共有することができました。最初に各々のおはなし会をし、絵
本読み聞かせや語りを楽しみました。
日光市参加者
・手遊び はじまるよ♪
・英語絵本 SPOOKY
・絵本 月にミルクをとりにいったネコ
・絵本 サンタパスポート
アリスの会
・語り そうめん地蔵 (氏家民話)
・語り 竜宮城の貸し椀 (氏家民話)
・語り 幽霊をさがす
(マーガレット・マーヒーのお話集「魔法使い
のチョコレートケーキ」より)
次に、それぞれ参加団体からの会の紹介、
活動について報告し合いました。最後は各々
の活動についての質問やより良い活動をする
ための意見交換などを行いました。子どもた
ちにいいお話や絵本を届けるために、大人が
お話を楽しみ味わって吟味していきたいと思
いました。（增川）
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2017 子どもゆめ基金
絵本だいすき☆ きいて
2017 絵本作り講座

助成金助成活動

よんで

作ってみよう

進行：日光市読書ボランティア連絡会 增川伸枝
◆第 1 回 7 月 22 日（土）10：00～12：00
どんなお話があるかな？のおはなし会と下書き・本書き、
既製絵本を参考におはなしを考えて絵本を作成。
◆第 2 回 8 月 5 日（土）10：00～12：00
製本・仕上げ。２週間で中身を自由に仕上げ、表紙を作成し、
１８㎝角に製本。裁断、カバー掛けをしました。（增川）

～連絡会ボランティア活動～
●プリプリおはなし会
今市図書館では毎月第三水曜日の 11:00～11:45、0～2 歳児とその保護者の
方向けにおはなし会を開催しています。
日光市読書ボランティア連絡会では、今市図書館のスタッフのみなさんと一緒
におはなし会の読み手として協力しています。月により栄養士さんから食事の話
を聞いたり、食に関する悩みのご相談にのることもあります。
今年で３年目となり、毎回、たくさんのご家族のみなさんに参加いただいてい
ます。幼年向けの絵本を中心に手遊びなども交えて、０歳児から保護者の方も楽
しめるお話し会をしています。
常連の方も多くなり、図書館や絵本を通して、みなさんの交流の場になり、絵本
の好きなお子さんが増えてくださると嬉しいです。（増渕）
●六斎市
あかちゃんハイハイ選手権での読み聞かせ
5 月 20 日（土）ニコニコ本陣
お天気も良く、気持ちのいい日に六斎市がニコニコ本陣で
行われ、メインイベントのハイハイ選手権の始まる前に集ま
った赤ちゃん、お父さん、お母さん、家族のみなさんに大型
絵本や絵本、大型紙芝居を読みました。子どもたちだけで無
く、大人の人達も耳を傾けてくれていました。
読み手の私達ボランティアも楽しい時間を過ごせました。
（岩田）
●おはなしフェスタ ２月１７日（土）AM10:30～PM15:30
今年度は勉強会の成果として『おはなしフェスタ』を今市図書館に
て行いました。可愛らしいお客さまに、お父さん、お母さん、大人の
方の参加をいただき、手遊び、エプロンシアター、紙芝居、手品、パ
ネルシアター、大型絵本と盛り沢山のおはなし会でした。大人もこど
もに戻って楽しみました。
おはなしの後は参加者みんなでしおり作りをし、折り紙を折って目と
鼻、口をつけ、ワンちゃんの出来上がり。オリジナルのしおりが出来ま
した。まだ寒い頃でしたが心は、ほっこり、ぬくぬくになりました。（菊地）
宇都宮の「響の会」のみなさんにトーンチャイム演奏会をお願いした
ところ、快くお引き受けくださり、午前午後の２回、８名のみなさんが
演奏され、心地良い音色に会場は一瞬にして和やかな空気に包まれ、参
加されたみなさんは日常を忘れ、気持ちが穏やかになったことでしょう。
響の会さん、素敵な演奏をありがとうございました♪（髙橋）
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～第１０回定期総会～
5 月 13 日（土）、新しく完成した市民活動支援センターにて第 10 回定期総会を行いました。
みなさま、お忙しい中でのご出席ありがとうございました。お陰様をもちまして、すべての議題が承認さ
れ、29 年度も子どもたちと本をつなぐ活動が行えるよう事業を実施していくこととなりました。
子どもゆめ基金の助成での絵本作りの活動を行うことが決定し、今年度は講座の中でおはなし会を行なっ
て絵本に触れ、思い思いの絵本を作ることができました。
昨年行った赤木かん子さんの講座を「知って学んでやってみよう 学校図書館でできること 読み聞かせ
編」として行うこと、読書ボランティア勉強会やおはなしフェスタも計画していくこととなりました。
プリムローズの英語おはなし会の活動も継続して行い、市内英語読み聞かせボランティアさんの協力を得
て、今市図書館で 4・6・8・10・12・2 月の 6 回行うこととなりました。（增川）

☆こんな活動を行いました☆
日光市読書ボランティア連絡会
≪平成 2９年度活動内容≫

プリムローズ

５月１3 日 第 10 回総会
おはなし会・交流会
５月 20 日 六斎市おはなし会
７月 22 日 親子絵本作り講座第１回
８月 5 日 親子絵本作り講座第２回
８月 25 日 第 1 回読書ボランティア勉強会
９月 30 日 第 2 回読書ボランティア勉強会
１０月 24 日 第 3 回読書ボランティア勉強会
さくら市アリスの会との交流会
１２月 2 日 知って学んでやってみよう
学校図書館でできること
読み聞かせ編
2 月 17 日 おはなしフェスタ
・おはなしマラソン
・トーンチャイム演奏♪
・しおり作り

≪平成 2９年度活動内容≫

（日光市読書ボランティア連絡会英語部会）

4 月 16 日
6 月 25 日
8 月 27 日
１０月 15 日

英語おはなし会
英語おはなし会
英語おはなし会
英語おはなし会
～ハロウィンスペシャル～
１2 月 10 日 英語おはなし会
～クリスマススペシャル～
2 月 4 日 英語おはなし会
・2 ヶ月に 1 回、市内英語読み聞かせボラン
ティアによる英語おはなし会を開催中。
英語絵本の読み聞かせや手遊び、工作遊び
をしています。年齢を問わずどなたでも参加
できます。
ぜひ、遊びに来てください。

・毎月第三水曜日 赤ちゃん向け（0～２歳）
今市図書館にて「プリプリおはなし会」開催中

さくら市アリスの会との交流会より
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お知らせです。

日光市読書ボランティア連絡会
会員はおはなし道具を
ご利用できます。

日光市読書ボランティア連絡会のブログが

大型紙芝居・紙芝居・パネルシアター・ブ
ラックシアター・エプロンシアター・プロジ
ェクター絵本などご利用いただけます。
ご利用の際は、お問い合わせください。

こちらの QR コードよりご覧いただけます。
連絡会の各種行事開催のお知らせや様子、
プリムローズの英語おはなし会日程や気にな
る英語絵本などをアップしていますので、こ
ちらよりどうぞ(^０^)/

～・～ごあいさつ～・～
行事を行うことで、人との出会いがあ
り、つながりができ、気づきや学びがあり
ます。みなさんにお伝えすることは、ただ
1 つ、『子育てに絵本を！絵本には素晴ら
しい力があり、それは読み聞かせをしても
らうことや子どもが自分で読むことで子
どもの豊かな想像力やみずみずしい感受
性が育ち、更に生きる力となる。』という
こと。
昨年度は設立 10 周年になり、日光市社
会福祉協議会様から福祉活動を長年行い
地域に貢献しているということで、福祉大
会の壇上で表彰状をいただきました。これ
からも初心を忘れず精進しますので、今後
ともご支援ご協力のほど、よろしくお願い
します。
会長 髙橋恭子

※賛助会員 募集中！！
年会費一口 1000 円以上
ご協力よろしくお願いします。
※郵便振り込みでも受け付けています。
口座記号番号 00120-4-466334
加入者名 日光市読書ボランティア連絡会

日光市読書ボランティア連絡会
☆連絡・お問い合わせ（随時 OK）
・日光市読書ボランティア連絡会

090-5413-1800（高橋）
・プリムローズ（日光市読書ボランティア連絡会英語部会）

090-6944-4422（增川）
☆メール nbv2008421@yahoo.co.jp
（メール担当：增川）
☆ブログもぜひ見てみてください（^0^）
http://blog.canpan.info/nikko-book/
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