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秋の栞デー開催！ みんなで見学しませんか？ 

～会員の方、ご家族・お友達と一緒の参加も OK です～ 

「ファンケル美健工場と窪田酒造見学」 

日時：11月 7 日（木）13：00～15：00（小雨決行） 

集合場所：運河駅改札 集合時間 12：40  

（昼食を済ませてからお越しください） 

参加申し込み不要。工場まで運河駅から徒歩 30 分。 

工場見学は 13：30 から約 1時間予定。  企画総務  

 

理事会より：暑さの日々は次の活動への体力、

気力の備えの時となったかな？頼もしい HP

に支えられて、2学期がスタートしました。 

 

♦じっくりフランス文学を味わうなら 

「ダルタニャン物語」 

アレクサンドル・デュマ・ペール著 

講談社文庫全 11 巻 

雨とそれに続く猛暑の日々で、数本のペチュニアが

枯れた。8 月に追加の苗を植えるという冒険をした。

枯れた苗もあったが、虫に葉を沢山食べられるとい

うハプニングも体験。手作業で退治。自然は厳し

い！!                                     美花 

 

 

♣気軽に読書で心揺さぶられる時間を楽しむなら 

オー・ヘンリー短編集 新潮文庫  

運営会議より：9 月は台風接近のため中止。自然の

猛威。一刻も早い復旧を！次回会議は 10/7（月）

です。当初の予定と変わりますのでご注意ください。 

 

 

夏が過ぎて、Ｘマスに向けて発進！今冬はお話森の秘

密兵器？人形劇団「ポレポレ」がデビュー！乞うご期

待！投影本、贈り物、オ－プニング etc.大騒ぎ。結局、

自分たちが一番楽しむＸマス・スペシャルです。 

            お話森 

 

 

 

 

 

 

出会い･仲間･学び……小さくとも役に立つ存在を目指して http://www.nagareyamashiori.org 

発行：ＮＰＯ法人 ながれやま栞 

（理事長 佐藤奈津代） 

読書の秋！ こんな本はいかが？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

9 月 13 日細江幸世先生の講演会を開催。テーマは

「子どもの成長と本のつながり～絵本から一人読み

へ～」。幼年時代に多様な視点や文化を伝える本に

触れ「おはなし耳」を育て物語を想像し楽しむ大切

さをお話下さいました。             お話中央 

 

♠ 魅力あるスケッチ画が

ページを繰る毎に展開！ 

「大きな木のような人」  

いせひでこ著 講談社 

「ルリュールおじさん」も 

好きな一冊。 

 

「読み聞かせボランティア勉強会」を開催します 

１１月７日（木）10 時より 中央図書館にて 

久松友子先生を講師に開催していた養成講座を引き

継いだ内容です。グループに分かれてのワークショッ

プも予定しています。参加は市内で読み聞かせ活動を

している方に限定。先着にて申し込み受付中です。 

参加費 100円・詳細はホームページを参照  交流    

 

      

「学校での活動について流れをまとめ

て、誰が行ってもわかるようにしよう」

など、改めて普段の活動について話し合

いました.。（９月の部会より）   整理 

 

10･１１ 

💛 ほっこりするシリーズ本  

「ひかりの魔女」  

山本甲士著 双葉社 

1 日 1 日を丁寧に生きるひか

りおばあちゃんが、家族や周

りの人を幸せにするお話。 

★今年度本屋大賞ノミネート！ 

「ひとつむぎの手」  

   知念実希人 新潮社 

ちょっとお人好しでグズグズな部

分もありながら、患者さんにとて

も真摯に向き合う心臓外科医のお

話。大学病院内の権力争い的なサ

スペンスあり、緊迫感あり、心温

まる部分ありで一気に読めます。 
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部会名 活動内容 場所 時間 日にち 備考 

理事 理事会 事務所 10：00 11/13、12/4 全て(水) 

運営委員 運営会議 生涯学習センター 10：30 10/7、11/11 全て（月） 

整理 

部会 東深井福祉会館 10：30 11/16（土）  

学校書架整理 
江戸川台小 15：00 10/16(水) 29(火) 

他は連絡網で 

おおたかの森中 15：30 10/24(木) 

お話中央 

部会・SP 準備 中央図書館 10：00 
10/11、25 11/8 
22、12/6 13 全て（金） 

🎅Xmas お話会 SP 中央図書館 12：00 12/14（土）  

すくすくひろば 南流山センター 11：00 10/8 11/12 第 2（火） 

赤ちゃんお話会 南流山センター 10：30 10/16（変則）11/27 第 4（水） 

赤ちゃんお話会 中央図書館 10：00 
10/10、11/14 
12/12 

第 2（木） 

かるがも かやのき保育園 11：00 11/28（木） 年 4 回 

学童お話会 西初石小学童 16：00 11/14  奇数月第2(木) 

お話森 

部会・SP準備 

東深井福祉会館 
13：00 10/8(火) 11/7(木)25(月)27(水)  12/12(木) 

10：00 11/11(月) 19(火) 

初石公民館 12：00 12/5（木） リハーサル 

東深井福祉会館 13：00 12/6（金） 風船作り 

🎅Xmas お話会 SP 初石公民館 12：30 12/7（土）  

手袋人形講習会 北部公民館 10：00 11/6（水）  

赤ちゃんお話会 森の図書館 11：00 
10/6 8 11/3 

11/12 12/1 10 
 

ぺんぎん 森の葉保育園 10：30 10/17 11/21 第 3 木曜日 

もりのいえ 東深井小学童 16：00 10/28(月) 偶数月 

江戸川台 江戸川台小学童 16：00 11/11 奇数月・第2(月) 

西深井たんぽぽ 西深井小学童 16：00 11/14 奇数月・第2(木) 

美花 部会 森の倶楽部 ９：30 10/27 11/10 全て（日） 

広報 
部会 東深井福祉会館 10：30 11/1、12/6 全て（金） 

印刷 事務所 10：00 12/13（金） 125 号 

企画総務 栞デー ファンケル美健工場他 12：40 11/7（木） 運河駅集合 

交流 
部会 中央公民館第 5 会議室 13：00 10/21（月） リハーサル 

読み聞かせ勉強会 中央図書館 10：00 11/7（木） 午後部会 

📖 図書館休館日・・・月曜日休館 10/15(火)、10 月 31(木)、11月 5(火)の休館日にご注意下さい。  

期間：10 月 5 日（土）～12 月 13 日（金）（一部期間外記載有） 

♪次回は 12 月 13 日発行予定です 

第1（日）・第

2（火）(但し休

館の時は次週) 


