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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） 

秋の栞デー報告  11月 7日 参加 9名 

「ファンケル美健工場と窪田酒造見学」 

お天気が良く歩いていると暑いくらいでし

た。運河駅から工場まで距離があり、参加

した皆さんお疲れ気味でした。でも楽しん

で頂けたかなと思います   （企画総務） 

 運営会議より：来年 5月開催予定の栞説明会の担当者を各部会 2名選出し、2 月より打ち合わせを始めます。 

理事会より：この時節を健やかに乗り越えるのもボランティアの要諦。美花活動協働の実践に大銀杏微笑む。 

 

「読み聞かせボランティア勉強会」を 15 名の参加

で開催しました。本の選び方、心得、読むときの注

意点などについて実演を交えて説明した後、参加者

二人一組でワークショップを行いました。「相手の読

み方を見ながら、自分の改善点に気づくことができ

てよかったです」などの感想を頂きました。（交流） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：12 月 17 日（火）～28 日（土）10 時～17 時      

場所：中央図書館 会議室 

主催：JBBY(日本国際児童図書評議会)・NPO 法人ながれやま栞 

内容：2018年国際アンデルセン賞受賞者（作家賞：角野栄子氏

／画家賞：イーゴリ・オレイニコフ氏）の作品及び、IBBY★（国

際児童図書法議会）が 61 の国と地域から選んだ 50 言語、191

冊の世界の子どもの本の展示。 

★IBBY は、1953 年 ミュンヘン国際児童図書館の創設者でもある

イェラ・レップマンの提唱で誕生。現在は 78 か国の地域が加盟し、

子どもの本の普及や読書推進活動をする非営利組織。優れた作品の作

家と画家に授与される「国際アンデルセン賞」は IBBY の活動。 

♣期間中、栞会員が展示見守りのお手伝いをしています。 

（お話中央） 

 

 

 

 

世界の子どもの本展を開催します 
JBBY 巡回講演会 

日時：12 月 21 日（土）

13:30～博物館にて 

河野万里子氏（フランス語

翻訳家）による講演会も開

催。定員あり、12/11 の広報

ながれやまをご確認ください。 

 

1２･１ 
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11 月 6日北部公民館にて軍手で作る

「手袋人形講習会」を行いました。今

年は参加者 10 組のうち、お子さん連

れに混じって、お孫さんのいる方や子

ども食堂の子ども達に見せたいという

男性も 1 名参加され賑やかで楽しい講

習会となりました。    （お話森） 

 

11 月 20日「学校図書館ボランテ

ィア研修会」に部員 5 名が参加し

ました。講師の方と流山市の司書の

方のお話も聞くことが出来、とても

勉強になりました。内容や参加部員

の感想など、今後どこかで伝えてい

ければと思っています。 （整理） 

雨のため一週間遅れて、ビオラ、パン

ジーの苗を植えました（9 名参加）。

部員より手助けに来てくださった方

のほうが多いという嬉しく、大助かり

の苗植えとなりました。ありがとうご

ざいました。       （美花） 

～おススメの一冊～ 

「されどオオカミ」 

きむら ゆういち著  

あるまじろ書房  

モンゴル絵本プロジ

ェクトから生まれた

絵本。   （広報） 

✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢ 
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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 1/15、2/5 全て(水) 

運営委員 運営会議 生涯学習センター 10：30 1/20（月）  

整理 

部会＆ランチ会 一幸（江戸川台） 11：00 1/25（土）  

学校書架整理 
江戸川台小 15：00 12/17（火） 

他は連絡網で 

おおたかの森中 15：30 12/19（木） 

お話中央 
部会 中央図書館 10：00 1/10 1/24 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 1/14 第 2（火） 

赤ちゃんお話会 南流山センター 10：30 12/25 1/22 第 4（水） 

赤ちゃんお話会 中央図書館 10：00 1/9 第 2（木） 

かるがも かやのき保育園 11：00 1/30 年 4 回 

学童お話会 西初石小学童 16：00 1/9 奇数月第2(木) 

お話森 

なかよし広場リハーサル 

北部公民館 

15：00 12/17（火）  

なかよし広場🎅Xmas

お話会 
9：00 12/18（水）  

勉強会 
東深井福祉会館 

13：00 1/8（水）  

部会・新年会 12：00 1/22（水）  

里親の会出張お話会 生涯学習センター 14：15 1/26（日）  

赤ちゃんお話会 森の図書館 11：00 
1/5（日） 21（火） 

2/2（日） 
 

ぺんぎん 森の葉保育園 10：30 1/16（木） 第 3 木曜日 

もりのいえ 東深井小学童 16：00 12/13（金） 偶数月 

江戸川台 江戸川台小学童 16：00 1/14（火） 奇数月 

西深井たんぽぽ 西深井小学童 16：00 1/9（木） 奇数月・第2(木) 

美花 部会 森の倶楽部 10：00 12/21（土）  

広報 
部会 東深井福祉会館 10：30 1/31（金）  

印刷 事務所 10：00 2/7（金） 126 号 

企画総務 部会 南流山 12：40 1/30（木）  

交流 部会 中央公民館 13：00 12/23（月）  

📖 図書館休館日…月曜日休館 12/16、23、1/6、20、27、1/14（火）1/31（金）年末年始 12/29（日）～1/4（土）  

蔵書点検休館日…1/30（木）～2/4（水）森の図書館 2/4（火）初石分館 2/4（火）～5（水）南流山分館 

2/5（水）～6（木）木の図書館 2/6（木）子ども図書館・北部分館 2/7（金）～14（金）中央図書館 

期間：12 月 14 日（土）～2 月 7 日（金）（一部期間外記載有） 

♪次回は 2 月 7 日発行予定です 

第1（日）・第

2（火）(但し休

館の時は次週) 


