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（美花） 雨降りの中、全員揃った 1 月の部会。草花に名札

を付ける下準備をし、温暖化が話題になりチューリップが

開花できるか心配し、夏の花のペチュニアが今も咲いて

いる事に感動し、帰り際にパンジー、ビオラの花柄を摘み、

南高梅の蕾が膨らんでいるのを確認して解散。  

 

 

 

（お話森）今年度、おこがましくも「勉強会」

と名付けて頭の片隅で忘れられていた情報、

秘伝の芸題など共有しています。タイムリー

な読み聞かせ本、ちょこっとの手遊びなど実

に多彩、多才です。毎回ワクワクします。 

 

報告  12月 17日から 28日まで中央図書館で「世界の子ども本展」が開催されました。61か国から選ん

だ 50 言語、約 200 冊の本は、サイズも紙質も様々。言葉はわからなくても、絵が助けてくれました。美し

く愉快で楽しい世界へ誘う本が沢山。「主人公の反応が面白い。この軽いギャグはおフランス？」と思わず

吹き出してしまうことも。歴史、文化、環境が違うと、こんなにも発想が変わる！知らない文化に触れる楽

しみがありました。一方、子どもが直面する厳しい現実を描いたものもありました。難民になること、親が

離婚することを子ども目線で追う絵本などです。12月 21 日、河野万里子氏の講演「世界の子どもの本はこ

んなに面白い！」があり、本の中により深く入っていく手助けとなりました。翻訳され、私たちが手にでき

る本はほんの一部です。今回、まだ翻訳されていない多数の作品を直接手に取ることのできる、貴重な機会

が得られたことを喜んでいます。                        （お話中央 窪田） 

 

（交流） 2018 年まで流山市子どもの読書推進の会で主

催した「子ども読書まつり」を4月26日森の図書館で開催

します。以前と同様におはなしの部屋や工作などのご協

力をお願いします。参加団体との打ち合わせを3月2日に

中央公民館で行います。  

 

（広報）部会にて到来の美味しい「日向夏」をご相

伴。さっぱりとジューシー！！ごちそうさまでした。 

（企画総務）新年度栞デーは、4 月上

旬か中旬に東京の「迎賓館赤坂離

宮見学と四谷界隈の散策」を企画

中です。ご期待くださ～い。 

 
（理事会）栞 HP やポスター・ちらしなどで「部会」 

という呼称を「グループ」に変更いたします。 

内部にては臨機応変で構いません。 

（運営会議）年度末にあたり、下記の会員届出内容に

変更のある方は運営委員さんを通じて 3/28

までに総務へご連絡下さい。 

入・退会／部会間異動／住所・連絡先・会員種類変更 

      

 

 ※ 役員候補の方 募集 ※ 

現役員の任期は 2020年 5月末です。 

新たに役員候補を公募いたします。 

理事：5名以上 15名以内（現在 7名） 

監事：1名以上 3名以内（現在 2名） 

（任期 2 年。ただし再任を妨げません。） 

現在の業務分担の概要は次の通りです。 

 総会／運営会議／事務局／会計／ 

ホームページ／読書の輪／会計監査／他 

・疑問の点はお尋ねください。 

・応募はお近くの運営委員さんへご連絡を！ 

 

（整理）2 月 1 日ランチ部会（13 名）。注文→ちゃち

ゃっと会議→ランチ＆デザート（しっかり全員無料券） 

→会計とりまとめ（ピッタリ合って歓声＆拍手） 

→笑顔でまたね～♪ 

2・3月号 

活 動 の よ う す 

2020  

✢✢✢✢✢

✢✢✢✢✢

✢✢✢✢✢

✢✢ 

 

 

✢✢✢✢✢

✢✢✢✢✢

✢✢✢✢ 

 

 

✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢✢ 
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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 2/5 3/4 全て(水) 

運営委員 運営会議 生涯学習センター 10：00 2/10 3/9 4/13 全て（月） 

ボランティア説明会の会議 生涯学習センター 11：00 2/10 3/9 4/13 全て（月） 

整理 

部会 東深井福祉会館 10：30 2/29 3/28 全て（土） 

学校書架整理 
江戸川台小 15：00 2/7（金）2/18（火） 

他は連絡網で 

おおたかの森中 15：30 2/13（木）2/25（火） 

雑誌リサイクルの手伝い 森の図書館 9：00 2/15（土）  

お話中央 

部会 
中央図書館 10：00 2/28 3/27 

全て（金） 
南流山福祉会館 13：00 3/13 

すくすくひろば 南流山センター 11：00 2/18 3/10 全て（火） 

赤ちゃんお話会 南流山センター 10：30 2/19 3/25 全て（水） 

赤ちゃんお話会 中央図書館 10：00 3/12 第 2（木） 

かるがも かやのき保育園 11：00  年 4 回 

学童お話会 西初石小学童 16：00 3/12 奇数月第2(木) 

ほっこりお話会 南流山福祉会館 15：00 3/14（土）  

お話森 

部会 
東深井福祉会館 

13：00 2/12 3/25 全て（水） 

勉強会 13：00 2/20（木）3/11（水）  

赤ちゃんお話会 森の図書館 11：00 

2/11（火・祝）3/1（日） 

3/10（火） 4/5（日） 
 

ぺんぎん 森の葉保育園 10：30 2/20 3/19 第 3 木曜日 

もりのいえ 東深井小学童 16：00 2/14（金） 偶数月 

江戸川台 江戸川台小学童 16：00 3/9（月） 奇数月 

西深井たんぽぽ 西深井小学童 16：00 3/12（木） 奇数月・第2(木) 

美花 部会 森の倶楽部 10：00 2/22（土）  

広報 
部会 東深井福祉会館 10：30 2/28 3/13 全て（金） 

印刷 事務所 10：00 4/3（金） 127 号 

企画総務 部会 南流山 12：00 3/12（木）  

交流 部会 中央公民館 9：30 3/2（月）  

📖 図書館休館日…月曜日休館（2/24 月は開館） 2/25（火）3/31（火） 

蔵書点検休館日…2/7（金）～14（金）中央図書館 

雑誌リサイクル 2/15（土）10：00～14：00 中央図書館、森の図書館、木の図書館 

期間：2 月 8 日（土）～4 月 3 日（金）（一部期間外記載有） 

♪次回は4月3日発行予定です 

第1（日）・第

2（火）(但し休

館の時は次週) 


