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— はじめに — 

 

公益社団法人読書推進運動協議会は、読書推進団体の草分けで、昭和４３年から「読書

週間」にあわせた「優良読書グループ表彰」（全国表彰）を主催して各都道府県から１グル

ープずつ表彰しています。 

北海道読書推進運動協議会では、この全国表彰への推薦団体の選考に合わせて、昭和 62

年度から、地域で活躍する読書グループを会独自に表彰する「北海道表彰」を実施してい

ます。平成 17 年度からは、財団法人北海道地域活動振興協会理事長賞も創設し、今年度は

合わせて 9 グループを表彰しました。 

本号では、受賞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 

H25 

全 国 渡島 函館市 函館朗読奉仕会 

北海道 

空知 岩見沢市 人形劇団こぶしっこ 

胆振 厚真町 おはなしのびっ子 

檜山 せたな町 読み聞かせグループ「ピノキオの会」 

ｵﾎｰﾂｸ 湧別町 湧別高等学校ボランティア同好会 

十勝 幕別町 よみきかせの会ババール 

 
北海道地域活動振 

興協会理事長賞 

空知 秩父別町 布遊具・布絵本製作サークル「ぷちパンプキン」 

 石狩 恵庭市 恵庭市立図書館ボランティア「黄色いエプロンの会」 

 十勝 芽室町 朗読サークルこずえの会 

H24 

全 国 渡島 知内町 読書サークル「ライラックの会」 

北海道 

後志 小樽市 おたる子ども劇場 人形劇サークル「ぐぅ ちょき ぱぁ」 

渡島 函館市 函館朗読奉仕会 

上川 富良野市 おはなしの会「どんぐり」 

十勝 芽室町 布の絵本サークルひよこひよこ 

根室 中標津町 読み聞かせサークル おはなしの木 

 
北海道地域活動振 
興協会理事長賞 

後志 仁木町 読書サークル兎の眼 

檜山 乙部町 館浦婦人会読み聞かせの会 

上川 愛別町 愛別絵本読み聞かせ会 

H23 

全 国 十勝 上士幌町 お話会「カッコウ」 

北海道 

石狩 千歳市 すみれ文庫 

渡島 鹿部町 読み聞かせサークル「ひまわり」 

上川 富良野市 学校読み聞かせクラブ 

上川 和寒町 ポコ・ア・ポコ 

十勝 帯広市 大空文庫の会 

 
北海道地域活動振 
興協会理事長賞 

後志 黒松内町 ふれあいの森情報館友の会 

胆振 登別市 おはなしりぼん 

渡島 北斗市 うさぎのみみちゃん 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グループの始まり】 

 1973 年（昭和 48 年）、豊かな愛と希望と現代社会に適応する知恵と勇気を育てよう、

という趣旨で「本に親しむ女性教室」が毎月 1 回、市立函館図書館第 1 分館で開催されま

した。函館朗読奉仕会は、この「本に親しむ女性教室」の有志たちが、読書を媒介とした

奉仕活動ができないものかと、1975 年（昭和 50 年）に立ち上げたもので、目の不自由

な方への読書奉仕、盲学校児童とのふれあい交流からスタートしました。 

 

【活動の内容】 

・録音図書の作成（図書館へ寄贈） 

・読み聞かせ（図書館月 2 回、幼稚園、書店） 

・盲学校での活動（テープの作成、寄贈） 

・対面朗読 

・グループや個人による朗読会 

・作家による講演会の開催 

・朗読技術の研修 

 

【これから】 

 これからも、読書の喜びを多くの人に伝えるとともに、朗読の楽しみも伝えて行きたい

と思います。昨今、視覚障害者のためのIT機器技術の進歩は目覚しく、朗読テープからCD、

DVD、そして、デジタル録音図書であるデイジー（DAISY）の時代に変わってきています。

今では私たちが利用者から教えられることも多く、今後も、この流れに遅れないように学

習に励みたいと思います。 

 

 

 
全国表彰（主催：公益社団法人読書推進運動協議会） 
 

函館朗読奉仕会 

渡島管内 函館市 
＜団体の概要＞ 

設立年 昭和５０年  会員数 ３９名 
代表者 船矢 美幸 
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【グループの始まり】 

 絵本をより立体的に効果的に伝える手段として、主婦２名で立ち上げました。人形劇は

登場人物に個性を持たせ、ストーリーを膨らませることも可能です。脚本、人形、舞台セ

ット、音楽など、すべてが手づくりのため時間はかかりますが、完成時の喜びは大きく、

人形に命を吹き込み、上演した時の子どもたちの笑顔、拍子、歓声がサークル活動のエネ

ルギーです。 

 

【活動の内容】 

・一般公開 

乳幼児から大人までを対象にした演

目を、年間 35 回程上演 

・ボランティア公演 

 空知管内へき地保育所訪問 

・東日本大震災被災地訪問（H26.2） 

・人形劇フェスティバル開催、支援、参

加（岩見沢、空知、札幌など） 

・札幌市人形劇コンクール参加 

 最優秀賞、優秀賞の受賞経験あり 

 

 

【これから】 

・より良い作品づくり 

 芸術品として完成された絵本と異なり、人形劇はすべてが手づくりです。著作権上の制

約はありますが、さらに良い作品創りを目指します。 

・後継者の育成 

 手間暇がかかる人形劇の良さ、醍醐味を広く知ってもらい、人間関係の希薄な子どもた

ちに生身でぶつかる人形劇人を育てたいと思います。 

 

 

 
北海道表彰 
 

人形劇団こぶしっこ 

空知管内 岩見沢市 
＜団体の概要＞ 

設立年 昭和６３年  会員数 ７名 
代表者 渡辺 紀子 

福島県本宮市立岩根幼稚園での訪問公演
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【グループの始まり】 

平成５年、読み聞かせの会に参加していた 12 名の母親たちが集まり、話し合いを進め、

「子どもたちに絵本との出会いを手助けすること」や「おはなしの楽しさを伝え本に親し

んでもらうこと」「育児に追われる親たちの交流の場をつくること」を目的とした、母親の

自主的読み聞かせの会として「おはなしのびっ子」がスタートしました。その後、メンバ

ー構成を変えながら、現在も継続して活動を行っています。 

 

【活動の内容】 

 毎月１回行われる読み聞かせの会では、

未就学児を対象とした絵本の読み聞かせ

や手遊び、紙芝居、パネルシアター、エプ

ロンシアターなどを行います。また、こど

も園や保育園からの依頼によりお話し会

を行うほか、通信（月１回）の発行、「ブ

ックスタート」事業への協力、学校図書館

整備事業の支援など幅広い活動を行って

います。 

 

 

【これから】 

 現在 20 代から 60 代の主婦

を中心とした 10 人で活動を行

っています。子育て中の会員や

子育てがひと段落し職場復帰し

ている会員が多く、忙しい合間

を縫っての活動ですが、今後も

活動を継続し、少しでも多くの

子どもたちが本に親しんでもら

えるように頑張りたいと思いま

す。新規会員も募集していきた

いと考えています。 

 

 
北海道表彰 
 

おはなしのびっ子 

胆振管内 厚真町 
＜団体の概要＞ 

設立年 平成５年  会員数 １０名 
代表者 宮坂 保子 
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【グループの始まり】 

 代表の杉浦幸子氏が保育所を退職後「子ど

も達に何かしてあげたい」という強い熱意か

ら、自ら学校へ出向き昼休みに 15 分程度、

読み聞かせをさせてもらい、少しずつ学校授

業へ入っていくようになったのがきっかけと

なりました。当初は代表のほか 2 名で活動を

行っていましたが、現在は 18 名に増え、活

動の幅を広げ小学生のみならず、乳幼児から

一般の方までを対象とし、読み聞かせを行っ

ています。 

 

【活動の内容】 

 定例読み聞かせの会（おはなし広場）を始め、小学校での読み聞かせ、ブックスタート

への協力などを行っています。主な活動は、定例読み聞かせの会（月１回幼児から中学生、

保護者を対象）として読み聞かせのほか、ミニ工作などを取り入れています。また、催事

に合わせて特別集会を開いています。（こどもの日、七夕、クリスマス、節分、ひな祭りの

ほか、町民文化祭での読み聞かせ会など） 

 また、自ら読み聞かせ勉強会を行っており、日常の取り組みから得る成果や改善点など

を意見交換するなどして、意識向上を図っています。勉強会は町内にとどまらず、町外に

出向き講演会に参加するなど、積極的に自己研鑽に取り組んでいます。 

 

【これから】 

 活動の幅が広がり、絵本の読み聞かせや

紙芝居だけでなく、ペープサートやパネル

シアター、人形劇などにも挑戦しています。  

 自分たちの生き甲斐にとどまらず、子ど

も達に夢や希望を与え、たくさんの方々と

繋がりあえる会を目指していきたいと思

っています。 

 

 

 
北海道表彰 
 

読み聞かせグループ「ピノキオの会」 

檜山管内 せたな町 
＜団体の概要＞ 

設立年 平成 1７年  会員数 １８名 
代表者 杉浦 幸子 
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【グループの始まり】 

 平成 5 年に湧別町図書館が新設され、絵本の読み聞かせを支援する協力者を探していま

した。この呼びかけに湧別高校の教師、生徒が応え「ボランティア同好会」がスタートし

ました。 

年中行事に合わせた活動や、エプロンシアターの上演等、読み聞かせのほかにも様々な

図書館活動に積極的に参加しています。図書館が発行したふるさと絵本「ぼくらの町のナ

ウマンゾウに会いたいな」（H16）の制作に協力したり、乳幼児の 9 カ月検診に行なわれ

るブックスタートでは、ボランティアグループの方々が制作するバッグに「名札マスコッ

ト」を付けています。平成 22 年には、オホーツク子どもの読書活動推進事業(子育て支援

ふれあい読書推進アドバイザー養成事業)の読書イベントで、絵本の読み聞かせをしました。 

 

【活動の内容】 

 ・読み聞かせ 

毎週土曜日（図書館、児童センター）、年２回（保育所） 

 ・ブックスタート 

手製バックの名札づくり（年１回 保健センター） 

 ・図書館事業の協力 

「絵本にでてくるおやつを作ろう」、「工作教室」、「古本市」 

「おはなしコーナー」壁画作成 、「読み聞かせ記録カード」 

作成 、「大型絵本」作成など  

 ・児童センター 

工作会（年 2 回）、クリスマス会 

 

【これから】 

 町の図書館と協力しながら継続している活動は絵本

読み聞かせが中心です。場所の提供や司書さんのアドバ

イスのおかげで大変助かっています。 

小さい町だからこそできることも多くあります。これ

からも、図書館の職員や他のボランティアグループの

方々と相談、交流しながら、たくさんの子どもたちに楽

しんでもらえるように取り組んでいきたいと思います。 

 
北海道表彰 
 

湧別高等学校ボランティア同好会 

オホーツク管内 湧別町 
＜団体の概要＞ 

設立年 平成６年  会員数 ３名 
代表者 齊藤 文那 
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【グループの始まり】 

 平成 6 年、子育て中の絵本好きの主婦 2 人が｢絵本を自分の子どもとだけ楽しむのはもっ

たいない！地域の子どもたちと一緒に楽しもう! ｣と始めたのが、｢よみきかせの会ババー

ル｣です。今年の 3 月で発足 20 年を迎え、メンバーも 26 人になりました。子育て中の若

いお母さんから、仕事現役のキャリアウーマン、定年後の余暇を活用したい人まで幅広い

年代のメンバーで支えられています。 

  

【活動の内容】 

 ・幕別町百年記念ホール視聴覚室での読み聞かせ 

おはなし会、通信の発行 毎月第４土曜日 

・.幕別町百年記念ホール講堂でのスペシャル公演 

年 2 回（７月、12 月） 

・.白人(チロット)小学校での読み聞かせ（月 1 回）  

・.子育て支援センター、幼稚園・保育園、小学校、管内図着館等での公演など 

 

【これから】 

ババールの特色は、絵本のほか、パネルシアター、エプロンシアター、ボードビルや

紙芝居など、様々な媒体で子どもたちにおはなしの楽しさを伝えています。メンバーは、

絵や縫物、大工仕事、作詞・作曲など様々な得意分野で力を発揮し、レパートリーを広

げています。また、メンバーが継続して参加し易いような活動の工夫をしています。例

えば、朝が早い小学校での読み聞かせは、子育て一段落のメンバーが出勤前に実施、昼

間の活動は、乳幼児のいるメンバー

が自身の子どもと一緒に楽しむな

ど、お互いが助け合って活動に参加

しています。 

おはなし会や公演に来てくださ

るお客様が新たに加入してくれる

ことが多いので、出会いを大切にし、

より一層子どもたちに絵本やおは

なしの世界を楽しんでもらえる活

動を続けていきたいと思います。 

 
北海道表彰 
 

よみきかせの会ババール 

十勝管内 幕別町 
＜団体の概要＞ 

設立年 平成６年  会員数 ２６名 
代表者 萩原 康子 
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【グループの始まり】 

 道教委主催の読書イベントに参加し、「私達も何かやりたい！」と、もの作りが好きな 

母親友達 6 名が集まり、平成 19 年に発足しました。 

 布遊具や布絵本、人形劇等を製作し、作品を通して手作りの温もりや、おはなしの楽し 

さを子どもたちに感じてもらいたいという願いを込めて活動しています。 

 

【活動の内容】 

 月 2 回を例会とし、主に製作活動をし

ています。また、図書館行事への参加や、

読み聞かせ活動、認定こども園と小学校へ

は、製作した人形劇を携え、アニマシオン

等も取り入れた出前公演を行っています。

「無理せず、地道に」をモットーに活動し

ています。 

 

 

 

【これから】 

 子どもたちの喜ぶ顔を思い描きながら、そして自分達も充分楽しみながら活動を続けて

いきたいと思います。また、研修会等にも参加して、知識や技術を高めていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                         

 
北海道表彰・北海道地域活動振興協会理事長賞 
 

布遊具・布絵本製作サークル「ぷちパンプキン」 

空知管内 秩父別町 
＜団体の概要＞ 

設立年 平成１９年  会員数 ７名 
代表者 小島 雅子 

図書館行事「クリスマスおたのしみ会」

 小学校への出前公演 

認定こども園への出前公演 
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【グループの始まり】 

 平成 11 年、市民からの寄贈本が図書館に数多く寄せられることを聞き、この有効活用と

日頃利用している館への恩返しを考え、初代会長の川端さんがボランティア会員の募集を

行い、集まった主婦を中心とした会員により会を発足させました。 

 

【活動の内容】 

 毎週、火曜日と金曜日に、図書館の各

館に設置した本のリサイクルボックス

で、市民から読後の書籍を寄贈本として

収集し、整理分類しています。 

そして、春と秋の年２回開催する「本

のリサイクル市」で無料または廉価で市

民に提供し、この売上で、図書館の要望

に沿った書籍を購入、寄贈することで、

市民宅に眠る本の再活用を行っていま

す。また、図書館前庭の花壇の植栽整備

も行っています。 

 

 

【これから】 

 市民に好評で、要望の高いリサイ

クル市の開催を継続して進めてい

きたいと考えています。 

このために、減少気味のリサイク

ル本の収集へのＰＲと、高齢化しつ

つある会員の募集を行って、今後も

活動を続けられるよう努めていき

たいと思います。 

 

 
北海道表彰・北海道地域活動振興協会理事長賞 
 

恵庭市図書館ボランティア「黄色いエプロンの会」 

石狩管内 恵庭市 
＜団体の概要＞ 

設立年 平成１１年  会員数 １９名 
代表者 八巻 崇 
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【グループの始まり】 

 1998 年（平成 10 年）8 月に、図書館の募集で顔を合わせた 5 名で発足しました。子

どもたちへの読み聞かせや病院や施設などで読み聞かせ、朗読録音テープ作り等、取り組

みたいことはそれぞれでしたが、「読み聞かせなどで何かお手伝いできることがあれば」と

の方向性が一致して発足のはこびとなりました。以降、試行錯誤しながら図書館ボランテ

ィアとして活動を続けて来ました。 

 

【活動の内容】 

・町広報誌の音訳テープ作成（毎月） 

・介護福祉施設等での訪問お話し会 

・例会（毎月第 1・第 3 月曜日） 

・図書館まつり参加 

・こずえの会活動発表会（年 1 回 11 月） 

図書館で会員による朗読作品発表 

・地域イベントへの協力・参加 

他団体の依頼で、朗読やお話し会の実施 

・外部研修会等への参加 

 

【これから】 

 この数年で会員数が大きく増え、活動がにぎやかになりました。現在 40 代から 80 代の

元気な老若男女がそれぞれの個性を持ち寄って活動しています。 

会員の増加に伴い活動の幅も広がりました。介護施設への訪問では、楽器演奏も交えた 

紙芝居上演など、より工夫して演じることができるようになり、施設利用者の皆さんに一 

層楽しんでいただいています。 

また、広報誌音訳の奉仕も、携わる人員が増えたことで、より良い体制づくりが可能に

なりました。毎年恒例の活動発表会では、バラエティー豊かな演目を通し、多彩な「朗読

の愉しさ」「ことばや図書の魅力」を地域の方々にお伝えしています。 

これからも、会の合言葉である「無理せず、楽しく」を大切に、親睦を深めつつ、お互

いに高め合い、より豊かな活動を展開できるよう励んでゆきたいと思っています。 

 

 

 

 
北海道表彰・北海道地域活動振興協会理事長賞 
 

朗読サークルこずえの会 

十勝管内 芽室町 
＜団体の概要＞ 

設立年 平成１０年  会員数 18 名 
代表者 小寺 卓矢 
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