ぶっくりん
2018 子どもゆめ基金

助成金助成活動

おはなしフォーラム
「子どもとわらべ唄とおはなしあそび」

-

9/15(土)今市図書館にて、藤田浩子さんのおはなし会と講演がありました。
「子どもとわらべ唄とおはなしあそび」ということで、午前中はおはなし会。小道具を使っ
た楽しいお話とわらべ唄を楽しみました。不思議な手品のようなお話や当てっこなどもあ
り、繰り広げられるお話の世界に子どもはもちろん、大人も童心に帰り聞き入りました。先
生の素話「ソーディサルレイタス」は情景が見えるようでわくわくして聞きました。
昼食交流会を挟み、午後の講演では子どもたちに
届けたい思いをお話しされ、大切なポイントが 3 つ
あるとのこと。
①声で話す
②身体で触れ合う
③友だちと遊ぶ
親子、子ども同士、大人と子どもの間でもやってほしいことで、表情のないお子さんが多
くなっているのを心配されていて、未熟で生まれて来る赤ちゃんを、人が人を人として育て
ていくと言う思いをお話してくださいました。参加者のみなさん、とても深く頷いていまし
た。
あやとりやハンカチを使った子どもと楽しめるお話や大人向けの語りもお聞きすること
ができました。
最後にお話できなかったと時間のある方は小道具を使ったお話のことを直接伺ったり、教
えていただいたりと時間許す限り色々なことを教えていただき、藤田先生との素敵な 1 日を
過ごしました。

絵本だいすき☆きいて よんで 作ってみよう
2018 絵本作り講座
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（日）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 4 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）
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～2018 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・
＜１回目＞わらべ唄とおはなし勉強会

12 月 1 日(土)今市図書館にて

＜２回目＞わらべ唄と絵本（テーマ昔話）

1 月 16 日(土)支援センターにて。前半は前回に続き、

藤田浩子さんの「わらべうたあそびこのゆびとーまれ」をテキストに、親子あそびや出会いと別れあ
そび、あやとりあそびを学びました。ひとつひとつの成り立ちや実践のヒントが興味深く、昔から時
間をかけて伝わり人々の心の中に生きている‘’わらべうたや遊び歌‘’を伝え広めていくことの大
切さを感じました。後半はお気に入りの昔話絵本や語りを紹介し合い、新しいお話との出会いを楽し
みました。（福田智）
＜3 回目＞わらべ唄と絵本（テーマ春）

2 月 23 日(土)支援センターにて。

～連絡会ボランティア活動～
●プリプリおはなし会：毎月第 3 水曜日に親子読書室にて
～3 月プリブリおはなし会のプログラム～
コロコロたまご (カードシアター)
コッケモーモー
おーいおーい
そらはさくらいろ
おふねは ぎっちらこ(手遊び)
おべんとうバス
おべんとうばこ(手遊び)
あたま、かた、ひざポン(手遊び)
キャベツのなかから(手遊び)
だるまちゃんとてんぐちゃん
さよならのうた
4 組のお母さんとお子さんの参加がありました。0 歳児のお子さんが多いです。プリプリおは
なし会は、絵本を読むというより絵本を楽しみ、手遊びを加えながら飽きないように進めています。
子どもたちは絵本を見ながら笑顔を見せてくれたり、手遊びを喜んでくれたり、私たちも楽しみな
がらやらせていただいてます。(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１９日（土）、９月１５日（土）ニコニコ本陣
あかちゃんハイハイ選手権の前におはなし会をしています。
●１２月２７日（木）読み聞かせの会 ハリーにて おはなし会
読み聞かせの会 ハリーさんからお話し会のご依頼があり、連絡会メンバー３名で喜んで宇都宮へ
出向きました。冬休みに入ったこともあり、０歳児から小学生高学年まで幅広い年代のお子さんが２
０名、大人の方１０名程の参加で賑わいました。
お話し会は１時間。どんなプログラムが良いか相談し、お子さん達が飽きないように、絵本の間に
手遊びやクイズ、エプロンシアターやパネルシアターを入れ楽しんでもらう工夫をしました。小さい
子を大きい子が世話をしたり微笑ましい様子も見られる中、お話の中に真剣に見入ってくれたり、楽
しんで笑っていたりしました。パネルシアターを使ったクイズでも喜んで声が上がるなど、どの年代
もそれぞれに楽しんでくれたようでした。私達３名は、初めての場所で少し緊張したものの楽しく終
わる事ができました。（増渕）
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～第１１回定期総会～
5 月 12 日(土) 日光市民活動支援センターで、第 11 回定期総会を行いました。
議案はすべて承認され、平成 30 年度 11 年目の活動がスタート。昨年度は設立 10 周年でもあ
り、日光市社会福祉協議会様から表彰状をいただき、多くの皆様に支えられながらこうした活動を
続けられることに改めて深く感謝いたした次第です。
〈おはなし会＆交流会〉
会員が持ち寄った絵本を読みました。
今回は、かこさとしさんを偲んでだるまちゃんシリーズ「だるまちゃんと
キムジナちゃん」「だるまちゃんとかまどちゃん」「だるまちゃんとはやたちゃ
ん」を 3 冊読みました。かこさとしさんがどんな思いでこの絵本を残したの
か考えながら読む「あとがき」には感慨深いものがありました。
また、「はやくちことば」の絵本も紹介され、子どもたちに読み聞かせする
と子どもたちの方がすぐに覚えてすらすらと唱えるようになるのだろうと想像しながら、聞き手と
なってみんなではやくち言葉に挑戦しました。読み手にとってもちょうどよいウォーミングアップ
になる本です。
これからもいろいろな絵本を紹介し合いながら、多くの会員さんと交流をもっていけたらいいな
と思いました。（池田）

☆こんな活動を行いました☆
プリムローズ

日光市読書ボランティア連絡会
≪平成３０年度活動内容≫

（日光市読書ボランティア連絡会英語部会）

≪平成３０年度活動内容≫

５月１２日

第１１回総会
おはなし会・交流会
５月１９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 ４日 親子絵本作り講座第２回
９月１５日 おはなしフォーラム
わらべ唄とおはなしあそび
９月１５日 六斎市おはなし会
１２月 １日 第 1 回読書ボランティア勉強会
～わらべ唄とおはなし勉強会～
１２月２７日 読み聞かせの会 ハリー
おはなし会依頼
1 月 26 日 第 2 回読書ボランティア勉強会
～わらべ唄と絵本（テーマ昔話）～
2 月 23 日 第 3 回読書ボランティア勉強会
～わらべ唄と絵本（テーマ春）～

４月１５日
6 月１０日
8 月２６日
１０月１４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１６日 英語おはなし会
～クリスマススペシャル～
２月 ３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
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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。

お知らせ
日光市読書ボランティア連絡会のブログが
こちらの QR コードよりご覧いただけます。

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。

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

ブログ QR コード

子どもの頃、手遊びをしたり、わらべ唄を
歌ったりしたことを、何となく覚えています。
「昔から伝えられているものを子どもたちに
繋げ、ぜひ残していきたい。」そんな思いから、
昨年度は藤田浩子氏をお招きし、
『子どもとわ
らべ唄とおはなしあそび』と題した講習会を
開催しました。子どもはもちろん、大人は懐
かしいわらべ唄との再会もありとても楽しく
遊べました。
わらべ唄には子どもを虜にさせる魅力と子
どもを成長させる力があります。これからも
もっと学んで、子どもたちに伝えていきたい
と思います。
昨年度もみなさまのご支援ご協力のおかげ
で、様々な事業が開催でき、感謝の気持ちで
いっぱいです。年号が令和となり、新たな気
持ちで、活動を行いたいと思います。今年度
もよろしくお願いします m(_ _)m
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）

おはなし会や講座のご依頼がありま
したら、こちらまでお問い合わせくだ
さい。

・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/

４

