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― はじめに ― 

 

北海道読書推進運動協議会（略称：北読
ほくどく

進協
しんきょう

）では、秋の読書週間に合わせ、本を読む

楽しさを広め、地域文化の向上に貢献している団体を表彰する「優良読書グループ表彰」（北

海道表彰）を実施しています。平成 29年度からは、今後の活発な活動が期待される１グル

ープを奨励賞として、計 6グループを表彰しています。 

また、これまでに北海道表彰を受賞したグループの中から、公益社団法人読書推進運動協

議会で実施している「優良読書グループ表彰」（全国表彰）への推薦も行っており、各都道

府県から 1グループずつ表彰されています。 

本号では、今年度受賞した全国・北海道表彰の読書グループの寄稿文を紹介します。 

 

 

＜過去 3年間に表彰を受けた読書グループ＞ 
 

年度 表 彰 管 内 市町村名 受賞グループ名 

R２ 

全 国 オホーツク 湧別町 リーディング倶楽部たんぽぽ 

北海道（本賞） 

上川 富良野市 よみきかせサークル「ノンタン」 

上川 東川町 おはなしの会ピッピ 

留萌 初山別村 読み聞かせグループ「おはなし会 ぽっかぽか」 

オホーツク 大空町 森のお話ふくろう 

釧路 釧路市 釧路市点訳奉仕はなあかり会 

北海道（奨励賞） 推薦なし 

R1 

全 国 根室 中標津町 読み聞かせサークル おはなしの木 

北海道（本賞） 

石狩 千歳市 E絵本くらぶ 

日高 新ひだか町 日本の古典を読む会 

渡島 函館市 絵本読み語りグループ「マシュマロ」 

留萌 苫前町 読書ボランティア「おはなしの森ひなた」 

オホーツク 網走市 絵本文庫「屯」 

北海道（奨励賞） 石狩 札幌市 フリューリング絵本部「ファンタジア」 

H30 

全 国 十勝 池田町 読み聞かせサークル「E本よもう！どらねこ倶楽部」 

北海道（本賞） 

後志 仁木町 仁木町読書サークル兎の眼 

胆振 苫小牧市 にじのはし 

渡島 八雲町 童話サークル ぴいたあ★ぱん 

オホーツク 北見市 
読み聞かせグループ「子ども達に自作の紙芝居を

見てもらう会」 

十勝 広尾町 サンタのぽけっと 

北海道（奨励賞） 石狩 江別市 みーとほん 
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【グループの始まり】 

 平成 10年の音訳テープ作りが始まりで、

平成 14 年に小学校から声がかかった読み

聞かせは、今年で 19年になりました。 

それから乳幼児や高齢者への読み聞かせ

と広がり、今に至っています。 

 

【活動の内容】 

● 小学校での読み聞かせ 

（週 1回、1～3年生の教室にて） 

● ブックスタートで 4か月児への読み聞かせ 

● 高齢者サロンでの読み聞かせ 

● 本の宅配絵本クラブ会員への子ども用手作りバッグのプレゼント 

● フリーマーケットの売上金で小学校へ絵本の寄贈 

● 図書館の蔵書の修理（週 1回） 

 

【これから】 

これからも子ども達の笑顔を励みに楽しく長く続けていきたいと考えています。 

そして、絵本は子どものものと思っている大人にも絵本の良さを知っていただく紹介を

していきたいと思っています。 

快く受け入れてくれる先生方、いつもしっかり聞いてくれる子ども達、活動を後押しして

くれる図書館、そして今まで色々な活動に協力してくれた方々に感謝の気持ちを忘れず、活

動していきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
全国表彰（主催：公益社団法人読書推進運動協議会） 
 

リーディング倶楽部たんぽぽ 
オホーツク管内 湧別町 

＜団体の概要＞ 
設立年：平成 10年   会員数：9名 
代表者：小松初恵 平成 18年度北海道表彰受賞 
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【グループの始まり】 

 富良野おやこ劇場のお母さんたちから生ま

れたサークルです。 

 子育ての上で、絵本の読み聞かせをとおし

て、親から子へ温かい心の交流と、心豊かに育

ちあう事を目指して活動をスタートしました。 

 

【活動の内容】 

● 富良野図書館「どようびのおはなし会」 

へ参加（毎月第2土曜日） 

 ● こどもの図書館まつり及び図書館まつりで、実行委員として活動 

 ● クリスマスおはなし会で、読み聞かせのほかプレゼントを配付 

 

【これから】 

新型コロナウイルスの発生で大変な年になりました。 

今回の受賞で元気をもらうことができました。 

ソーシャルディスタンスを守り、皆と知恵を出し合って、今後も読み聞かせを継続して

いきたいです。  

 
北海道表彰本賞 

よみきかせサークル「ノンタン」 
上川管内 富良野市 

＜団体の概要＞ 
設立年：昭和 63年   会員数：6名 
代表者：中林美鈴 
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【グループの始まり】 

東川町内にある育児サークルに人形劇や絵本の読み聞かせをしたことがきっかけとなり、

一人でも多くの人たちとお話の世界の面白さを共感したいと当初 6 名のスタッフの想いか

らおはなしの会ピッピが発足しました。 

 

【活動の内容】 

● 読み聞かせや本の紹介（年 10回以上） 

● 絵本などに出てくる工作物を段ボール等で再現する工作体験 

● 町内団体からの依頼により、老人ホームなどへ出向く 

● 東川町在住の日本語留学生に、日本文化として紙芝居や絵本を教え、それらを通した

日本語の勉強に協力 

● 日本語留学生による読み聞かせを通した国際文化交流（年 3回程度） 

 

【これから】 

 私たちの活動がこれまで継続できたのは、子供たちの真剣な眼差しや楽しい笑顔に励ま

されてきたからです。これからも変わりなく、本やおはなしの楽しさを届けるために、地域

に根差した地道な活動を長く続けていきたいと思っています。 

また、長年にわたり作り上げてきた『おはなし素材』や資料などを有効に活用しながら、

この活動を次世代に繋げていけたらと思っています。 

  

 
北海道表彰本賞 

おはなしの会ピッピ 

上川管内 東川町 
＜団体の概要＞ 
設立年：平成 8年   会員数：19名 
代表者：中村舞 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グループの始まり】 

 代表の友人や子どもの読書活動に関心の

ある地域住民を含めた 8名から「おはなし会

ぽっかぽか」を設立し、活動を始めました。 

 現在では、当初設立メンバーに新たなメン

バーも加わり、13 名で村の行事などに協力

をしているところです。 

 

【活動の内容】 

● ブックスタート事業への協力（主催：教育委員会） 

   絵本に触れる機会の提供を目的として教育委員会が実施しており、乳幼児健診時に 

対象者へ読み聞かせのボランティア事業を行っている 

 ● 育児教室での読み聞かせ事業（主催：村） 

   村では、毎月育児教室が行われており、偶数月には当会が大型絵本の読み聞かせや 

紙芝居を子どもたちに提供し、読書の関心を高める活動を行っている 

 ● 読み聞かせ事業の実施（主催：教育委員会） 

   教育委員会の主催で読み聞かせ事業を毎年行っており、子どもたちの読書活動推進 

  を図っている 

 ● その他 

   読み聞かせ事業に併せた図書室利用ＰＲや、子育てに関する相談の受け入れなど、 

  読み聞かせ以外の面でも地域活動を行っている 

 

【これから】 

 今後は、最近購入したパネルシアター・ブラ

ックパネルシアターの実施や、子どもたちへ

の工作教室の実施など、読み聞かせ以外の面

でも活動の幅を広げることができればと思っ

ています。 

 初山別村という小さい村だからこそ地域の

方々の活動が大事になってくると思うので、

これからも継続して活動していきたいと思い

ます。  

 
北海道表彰本賞 

読み聞かせグループ「おはなし会 ぽっかぽか」 

留萌管内 初山別村 
＜団体の概要＞ 
設立年：平成 16年   会員数：13名 
代表者：岩井房枝 
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北海道表彰本賞 

森のお話ふくろう 

オホーツク管内 大空町 
＜団体の概要＞ 
設立年：平成 8年   会員数：4名 
代表者：伊勢谷智子 

 

【グループの始まり】 

平成 8 年にボランティア会員募集の呼びかけにより集まった女性 6 名からスタートし  

たグループです。図書館正門に“ふくろう”が刻み込まれていて、ふくろうが「学問の神」

と象徴されていることから、グループ名が決まりました。 

 

【活動の内容】 

● 「おはなしたいむ」の開催（月 1回） 

紙芝居や絵本などの読み聞かせのほか、季節にあった工作や、戸外でのシャボン玉遊 

びも取り入れている 

● 幼稚園への訪問活動（年 1回） 

大型絵本の読み聞かせやペープサートなど約 30分の公演 

● 「おはなしたいむスぺシャルと古本市」（共催：図書館） 

 

【これから】 

発足から 24 年が経過し、メンバーも増えることなく（泣）現在は 4 名で活動していま

す。「出来ない事はムリしない！」をモットーに、これからも続けていきたいと思います。

また、読み聞かせに来てくれた子がたとえ 1 人でも、ふくろうは一緒に読み聞かせを行い

ます（笑）。子どもたちに楽しい時間を届けたく、これからも活動を続けてまいります。
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  北海道表彰本賞 

釧路市点訳奉仕はなあかり会 

釧路管内 釧路市  

＜団体の概要＞ 

 設立年：昭和 53年   会員数：74名 

 代表者：阿部美智子 

 

【グループの始まり】 

1974 年に釧路市身体障害者福祉センタ

ー併設の点字図書館が開館し、翌年釧路市と

日赤釧路地区の共催で点訳奉仕員養成講習

会が始まりました。講習会修了者が日赤北海

道支部の認定後点訳活動に入り、1978 年

に修了者の要望により「はなあかり」として

正式に発足しました。 

「はなあかり」の由来である「はな」は、

六花の花です。その形が六つ弁をそなえてい

ることから雪の異称ですが、点字の六点にち

なんで、白紙に打たれた点字を六花に見立て

ています。「あかり」とは、夜目にも美しく

映える雪の明るさを、視覚障がい者の方々の

心の灯となって点訳奉仕に励もうとする会

の心にしたいと念じたものです。 

 

【活動の内容】 

● 発足以来、釧路市身体障害者福祉センター内で例会を開催（毎週木曜日） 

各自がそれぞれに点訳してきたものと原本を照らし合わせ、正確な本を視覚障がい 

者に届けるため、日々勉強をしている 

● 依頼本、依頼文章、点字広報くしろ（毎月）、点字図書便り（年 9回）を発行 

● 小学校の総合学習で点字の勉強に出向く（昨年度実績：4校） 

● 夏のボランティア体験で、小学校 4年生以上の生徒に点字体験 

● ふれあい広場で、子ども達を中心に点訳してもらった点字絵本を図書館に寄贈 

● 昨年度実績：点訳図書 126タイトル、516巻、64,290ページ 

 

【これから】 

現在はコロナ禍でなかなか以前のような活動が出来ず、感染予防に気を配りながら、活動

を続けています。 

これからも、視覚障がい者の方々が、沢山の種類の中から本を手に取り読めるよう、日々

努力して、後継者を育てつつ、50年、60年と前に進んで行きたいと思います。  



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北読進協だより 第 37号  

発行年月日 令和 2年（2020年）12月 25日 

編集・発行 北海道読書推進運動協議会事務局 

      〒069-0834 江別市文京台東町 41番地 

           北海道立図書館総務企画部企画支援課内 

        ＴＥＬ 011－386－8521 

        ＦＡＸ 011－386－6906 
   

 
  「北読進協（ほくどくしんきょう）」は、公益社団法人読書推進運動協議会発足の翌年

の昭和 35年に発足した、全道の読書普及に努めることを目的とする団体です。 
 
  構成団体（令和 2年 12月 25日現在、以下 10団体） 

・北海道図書館振興協議会 
・北海道 PTA連合会 
・北海道学校図書館協会 
・北海道女性団体連絡協議会 
・（一社）北海道ブックシェアリング 
・北海道書店商業組合 
・（株）北海道新聞社 
・（株）毎日新聞北海道支社 
・北海道出版取次協会 
・（公財）北海道青少年育成協会 

（公財）読書推進運動協議会ホームページでは、春のこどもの読書週間、秋の読書週間 

の時に広報に使える ポスター、ハガキ、しおりなどのデータを公開しています。 

2020年第 74回読書週間ポスター 


