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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 

R４ 

全 国 上川 東川町 おはなしの会ピッピ 

北海道（本賞） 

空知 栗山町 栗小おはなし会 

渡島 函館市 読み聞かせグループ アリス 

檜山 上ノ国町 上ノ国町 読みきかせサークル もこもこ 

十勝 足寄町 読み聞かせの会「おはなしたんぽぽ」 

釧路 釧路市 釧路市音訳の会 ともしび 

北海道（奨励賞） 推薦なし 

R３ 

全 国 空知 由仁町 おはなし会「わらべ」 

北海道（本賞） 

石狩 石狩市 読み聞かせ 子っ子の会 

日高 浦河町 おはなしサークル「かくれんぼ」 

渡島 函館市 函館絵本の会「銀のふね」 

渡島 八雲町 やくも朗読サークル 

十勝 本別町 本別町図書館ボランティア「ぶっくる」 

北海道（奨励賞） 推薦なし 

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 
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【グループの始まり】 

平成８年、町内の育児サークル仲間で人形劇や絵本の読み聞かせをしていたことが

きっかけで、一人でも多くの人たちとお話の世界の面白さを共有したいと、６名の会員

で発足しました。現在では会員 22名となり、平成 30年にオープンした、図書館機能

「ほんの森」を含む複合交流施設「せんとぴゅあⅡ」を拠点に、絵本の読み聞かせを中

心とした活動をしています。 

 

【活動の内容】 

●毎月の活動 

乳幼児対象の「おひざにだっこのおはなし会」、幼児・小学生対象の「ちょこっと

おはなし会」、大人を対象におすすめ本を持ち寄り紹介し合う「ほんのひろば」、「お

はなしの会ピッピ通信」発行、「ピッピおすすめ本コーナー」書架展示。 

 

●その他の活動 

ほんの森こどもコーナ

ーの壁画を製作する「で

っかい絵を描こう」。子

育て支援センターや学童

保育、養護学校、町立日

本語学校などでのお話

会。またブックスタート

事業では立ち上げ当初か

ら選書の協力をさせてい

ただいています。 

 

 

【これから】 

今年度は、インスタグラムのアカウントを開設し、お話会の情報や様子を伝えられ

るようになりました。会員それぞれの得意なことを生かし、各自の空いている時間の

中で分担しながら無理のない範囲で活動しています。これからもいろいろな活動を通

じて、本やお話の楽しさを地域の皆様と共有し、さらに広げていけたらと思います。 

 

 
全国表彰（主催：公益社団法人読書推進運動協議会） 
 

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：22名 
代表者：脇坂 百美子  令和２年度北海道表彰受賞 
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【グループの始まり】 

1999年、現会長が長男の小学校入学と共に、担任

の先生を通して学校に許可をいただき、長男のクラス

に週 1回の読み聞かせを開始したのが始まりです。 

ほどなく、これに賛同した 1年生の他 2クラスの父

兄も自分の子のクラスで活動を開始。 

2001年に地元の読み聞かせサークル「栗の子童話

会」（※現：おはなしボランティア「栗の子」）の協力

により、メンバーを広く募集し、「栗小おはなし会」を

発足しました。 

 

【活動の内容】 

ここ数年はコロナにより中断を余儀なくされることもありましたが、発足当初から

変わることなく「全クラスに週 1回」、朝の自習時間（15分間）に絵本や紙芝居の読

み聞かせを行っています。 

読み聞かせの分担は、毎年、入学式後に例会を開き、相談して決めています。 

選書については会員各自で行っていますが、地元の図書館に大きくご支援いただい

ています。 

 

【これから】 

栗山小学校では、特別なことではなく、当た

り前の景色として読み聞かせが存在します。 

当たり前のことなので、高学年になっても違

和感なく絵本を受け入れてくれます。 

6年間、毎週、おはなしの世界の中で、クラ

スの友達と一緒に笑ったり、ドキドキしたり、泣いたり、怒ったり…。 

もしかしたら、生涯忘れられない絵本に出会うかもしれません。 

親になったときに、我が子に「当たり前」に読み聞かせをしてくれるかもしれません。 

今回、表彰をいただいたことで、改めて、私達の小さな活動がとてもとても大きなも

のであることを認識致しました。 

コロナ禍で、会員募集もままならず、頭の痛いところではありますが、私達はこの素

晴らしい「当たり前」を守るため、今後とも誇りを持って頑張ります。 

 
北海道表彰本賞 

栗小おはなし会 

空知管内 栗山町 
＜団体の概要＞ 
設立年：平成 13年 会員数：12名 
代表者：青木 春重 
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【グループの始まり】 

故畑中栄子が上湯川団地集会所で

読みきかせを開始したことがきっか

けで“絵本は楽しむもの 絵本は読ん

でもらうもの 絵本で豊かな心と言

葉を 大人も楽しんで！”をモットー

にアリスが誕生しました（アリスは故

畑中の飼い猫の名前）。 

 

【活動の内容】 

●読みきかせ 

図書館、小学校、児童館、学童保育、認定こども園、特別養護老人ホーム など 

●絵本ふれあい事業 

●例会 月１回 

活動報告、計画、勉強会 など 

 

【これから】 

いつのまにかアリス 30 年が過ぎていました。アリスの仲間とわいわいがやがや楽

しく活動して来ました。順調に年を重ね（高齢化が少し心配です）、大きな争いもなく

（もちろん小さな争いも！）、読みきかせを続け認められた事がとても嬉しいです。 

これからも大好きな絵本を子ども達、昔子どもだった人達に、読みきかせを通じてと

どけて行きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
北海道表彰本賞 

読み聞かせグループ アリス 

渡島管内 函館市 
＜団体の概要＞ 
設立年：平成３年 会員数：14名 
代表者：安井 依里 
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【グループの始まり】 

平成２３年４月に結成し、今年で活動１２年目に入りました。サークル名の由来は、

谷川俊太郎氏の絵本「もこもこもこ」で、私たちの夢と成長に通じるものを感じ命名し

ました。絵本と受け手の架け橋になるよう心がけながら、まずは自分たちが楽しむこと

を基本に、メンバーの負担になることのない活動を続けています。  

 

【活動の内容】 

●町内小学校での絵本の読み聞     

かせ、ブックトーク 

●ブックスタート事業での絵本  

の読み聞かせ 

●老人介護施設での人形劇、絵本 

の読み聞かせ 

●こどもの読書週間（５月）と 

 クリスマス（１２月）の絵本イ 

ベント「えほんのひろば」を教 

育委員会と共催 

●人形劇や地元民話の紙芝居を自作し、適宜上演 

●絵本学習会  

 

【これから】 

このところ新型コロナの影響で、老人施

設訪問やブックスタート事業縮小など、活

動から遠ざかってしまったものについては

早い再開を望んでいます。小学校訪問や絵

本イベントなど継続しているものについて

は、今後も工夫を凝らしながら一人一人進

歩していきたいと思います。なんといって

も子どもたちの笑顔が私たちの活動の支え

です。これからも私たちをサポートしてくださる周囲の皆さんに感謝しつつ、メンバー

の無理のない範囲で楽しい活動を継続していきたいと思っています。 

 
北海道表彰本賞 

上ノ国町 読みきかせサークル もこもこ 

檜山管内 上ノ国町    

＜団体の概要＞ 

設立年：平成 23年  会員数：７名 
代表者：北島 まき子 
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【グループの始まり】 

平成 17 年から実施している町のブックスタート事業におけるフォローとして、乳

幼児を対象としたおはなし会を実施するために、ブックスタート事業のボランティア

スタッフが中心となり、読み聞かせの会「おはなしたんぽぽ」を発足しました。 

 

【活動の内容】 

●乳幼児を対象におはなし会を開催し、パネルシアターや絵本の読み聞かせ、手遊び

等の実施（月 1回） 

●町のブックスタート事業へ協力し、乳児とその保護者への読み聞かせや保護者へ

の絵本の読み方のアドバイスを実施（年 4回） 

●十勝毎日新聞社主催のおはなし会への協力（令和２～３年度は新型コロナの関係

で未開催） 

●北海道立青少年体験活動施設ネイパル足寄の行事等において読み聞かせ（令和２

～３年度は新型コロナの関係で未開催） 

●イベントでの読み聞かせ（主催者から要請時） 

 

【これから】 

今後は、図書館でのおはなし会だけでなく、町内施設に出向いての読みきかせなど、

活動の幅を広げることが出来ればと思っています。 

これからも、子どもたちへ読書やおはなしの楽しみを伝えていくために、地域に根差

した活動を長く続けていきたいと思います。 

 

 
北海道表彰本賞 

読み聞かせの会「おはなしたんぽぽ」 

十勝管内 足寄町    

＜団体の概要＞ 

設立年：平成 18年  会員数：９名 
代表者：齊藤 美香 

おはなし会 遠足で来た保育園児への読み聞かせ 
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【グループの始まり】 

昭和 52 年視覚に障がいをもっている方々のもとへ広報くしろ等の情報紙や書店に

並ぶ様々な図書を届けることを目指して、釧路市開催の「朗読奉仕員養成講習会」を受

講修了後、“朗読奉仕会ともしび”が結成され活動が始まりました。その後平成６年、

会の名称を“釧路市音訳の会ともしび”に改称。45年間会員の入れ替えを経ながら現

在に至っています。 

 

【活動の内容】 

●釧路市身体障害者福祉センター及び自宅にお 

いて、広報くしろ、釧路市議会だより等の公 

共の情報や小説、エッセイ、詩歌等の図書を 

音訳・ＣＤ編集し録音図書・資料を製作する 

●録音図書は釧路市点字図書館の蔵書とし、インターネット上のサピエ図書館にデ 

ータアップすることで全国の利用者に提供している 

●個人の要望に応じて、図書を持ち込み録音図書製作依頼を受けるプライベートサ 

ービスを優先して行っている 

●待っている人の為、「より良い録音図書をより早く」を目指して、定期的に勉強会 

を開いたり中央の研修会に出席し音訳技術の向上に努めている 

●釧路市、釧路市社会福祉協議会、釧路市ボランティア連絡協議会の各種行事に参加 

し障がい者福祉に関する啓発活動に協力している 

 

【これから】 

会員の高齢化やコロナ禍での活動縮小等により会員

は減少しましたが、今年音訳ボランティア養成講習会

を開催できました。新会員に加え新分野での資格を得

た会員もあり、活動が広がりました。そして録音形態をデジタル機器からパソコン録音

へと切り替えが迫っています。現在、パソコン録音の対面指導が始まったところです。 

何事も一歩を踏み出さなければ始まりません。結成から今日まで大勢の先輩達が歩

みを止めることなくつないで来た音訳の会ともしびです。何よりも視覚に障がいのあ

る方達が晴眼者と同じように様々な文字情報を必要な時に知ることが出来、そして手

を伸ばせば読みたい本があって読書を楽しむことが出来る。そんなことを思いながら

仲間と楽しく読み続けていきます。 

 
北海道表彰本賞 

釧路市音訳の会 ともしび 

 釧路管内 釧路市 

＜団体の概要＞ 

設立年：昭和 52年  会員数：28名 
代表者：千葉 美代子 
代表者：太田 幸恵 
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北読進協だより 第 41号  

発行年月日 令和４年（2022年）12月 20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４年 12月 20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。 

2022年第 76回読書週間ポスター 


