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― はじめに ― 

 

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 

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 

H22 

全 国 胆振 苫小牧市 苫小牧子どもの本の会 

北海道 

石狩 千歳市 日曜おはなし会しゃぼんだま 

渡島 福島町 新婦人福島支部よみきかせのかい 

十勝 音更町 音更町図書館「すずらんの会」 

胆振 壮瞥町 読み聞かせボランティア「ひだまりの会」 

ｵﾎー ﾂｸ 美幌町 いろりの会 

 

北海道地域活動振 
興協会理事長賞 

空知 滝川市 滝川第三小学校図書ボランティア 

留萌 遠別町 遠別町読み聞かせボランティア「ぐう・ちょき・ぱぁ」 

宗谷 稚内市 わっかない図書館友の会 

十勝 更別村 おはなしを楽しむ会おひさま 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グループの始まりとこれまで】 

昭和５８年に発足し、昨年で３０年になりました。当初は集団読書用の本を借り、月１

回の例会で感想を述べ合うのが主な活動でした。 

昭和６０年からは、幼児から小学校低学年を対象にした読み聞かせの会「お楽しみ図書

館」を始めました。絵本の読み聞かせはもちろん、会員手作りの人形劇や影絵、エプロン

シアター、ペープサートなどを行ったり、お正月にはカルタや福笑いなどの昔遊びもしま

す。普段こういった集団での遊びをしない子どもたちはとても興味深げに時間を忘れて楽

しんでくれます。 

ほかにも、絵本嫌いの子どもにも足を運んでもらえるように、廃材などを利用した簡単

な工作や折り紙も、毎回取り入れています。このコーナーを楽しみに来てくれる子どもも

いるので、季節やイベントに合わせ、会員がアイディアを持ち寄り準備をします。同じ素

材で作っているのに、できあがったものはどれも個性的で素敵な作品ばかりで、子どもた

ちの豊かな発想と柔軟な考え方に、私たちはいつも感心させられます。 

教育委員会主催の事業もいくつかお手伝いしています。 

生後十ヶ月の赤ちゃんが対象の「ブックスタート」や町内の各小学校で行われる「ブッ

クフェスティバル」などですが、こちらでは大型絵本の読み聞かせや作った後に遊べる工

作などをして、「お楽しみ図書館」に来られない子どもや高学年の子どもたちとも楽しい時

間を過ごしています。 

数年前には「放課後こども教室」の協力

や、ＰＴＡ連合会の読み聞かせ講座の講師

をさせていただいたこともありました。 

これらの活動や、毎月読む本の感想文、

更に会員のエッセイを掲載した手作りの文

集「らいらっく」を、年に１回発行し、会

の記録として残しています。 

 

【これから】 

パソコンやゲーム機などが急速に普及し、活字に親しむ時間が少ない昨今ですが、私た

ちのこういった読み聞かせの活動で、少しでも多くの子どもたちが本や様々なことに興味

を持ち、視野を広げてくれることを願いながら、これからも会員一同がんばって活動を続

けていきたいと思っています。 

 

 
全国表彰（主催：社団法人読書推進運動協議会） 
 

読書サークル「ライラックの会」 

渡島管内 知内町 
＜団体の概要＞ 
設立年 昭和５８年  会員数 ６名 
代表者 佐藤 日路美  平成４年度北海道表彰受賞 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【発足】 

おたる子ども劇場の会員

によるサークルとして発足

しました。生の舞台を見る

うちに、自分たちでもやっ

てみたいと思った会員が始

めました。 

小樽図書館のおはなし会

には、平成５年３月から参

加しています。 

 

【活動の内容】 

人形劇サークルとしては、

年一回、こどもの日に図書

館で公演します。 

市内の幼稚園、保育所からの依頼で出向くこともあります。また毎月一回、図書館のお

はなし会に参加して、絵本の読み聞かせ、紙芝居、エプロンシアターなどをしています。 

 

【これから】 

脚本、人形作り、背景、音楽、

全部手づくりです。 

週に一度集まって、作業、練

習、おしゃべりそしてランチと、

気心の知れた仲間との時間を過

ごしているうちに、気がつけば

メンバーの平均年齢は 60 歳を

越えてしまいました。 

自分の足で立ち、声の出る限

り、続けていきたいと思ってい

ます。 

 

 
北海道表彰 
 

おたる子ども劇場 人形劇サークル「ぐぅ ちょき ぱぁ」 

後志管内 小樽市 
＜団体の概要＞ 
設立年 平成 ２年  会員数 ７名 
代表者 高 多恵子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【始まり】 

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､市立函館図書館第一分館で実施されました。この集いは､図

書館が育ての親となって進めた文化活動でした。多くの読書好きの主婦たちは、日常生活

で寸断された生命の充実感を感じたものです。 

この集いの有志が、｢読書を媒介とした奉仕活動をしよう ｣と昭和5 0年に立ち上げたの

が、「函館朗読奉仕会」です。目の不自由な方への読書奉仕、盲学校の児童とのふれあい

交流からスタートしました。 

 

【活動の内容】 

○ 録音図書の作成…児童劇､放送劇を盲学校に、視覚障害者用録音図書を図書館に提供 

（3 7年間の録音テープの数は5千本以上） 

○ 盲学校での取組…入学式､運動会､学習発表会､がんばりタイム（生徒たちの朗読発表)

などの学校行事に参加し児童生徒と交流。｢図書室用テープ｣と｢卒業生用朗読劇テープ｣

を作成、寄贈 

○ 研修…毎例会で、「会長トレーニング」と称して30～40分朗読研修 

○ グループ・個人での朗読会、読書・文学に関する講演会の実施 

『函館朗読紀行』（講演と朗読。H19年から実施｡ H25年度は7月18日に“辻仁成''

の作品を予定）など 

○ 読み聞かせ…図書館(毎月第2火曜日)､幼稚園 

○ 対面朗読…図書館で実施 

○ 長年の実践に対し、北海道社会貢献賞表彰

(北海道知事、平成５年)、厚生労働大臣賞表彰

(厚生労働省、平成１９年)など多数授賞されて

いる。 

 

【これから】 

○ 函館にゆかりのある作家や作品を、講演会や朗読を通して市民に紹介する 

○ 幅広い作品を朗読し、多くの市民のみなさんの心を豊かにする 

○ 「古典の日」において、古典文学を市民に親しみやすく紹介する 

○ テープの時代から、DVDやデイジー（DAISY）へと変わりつつある今、新しい機器に

関する技量を習得し、利用者の便宜を図りたい。 

 
北海道表彰 
 

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３８名 
代表者 船矢 美幸 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グループの始まり】 

平成１６年9月1日。その春市内に転入し､それまで他町で読み聞かせボランティアをして

いた主婦など3名での出発でした。 

【活動の内容】 

○ 市立図書館１階の『おはなしコーナー』で毎週水曜日例会 

絵本の読み聞かせ､紙芝居､手あそび､マジックなどをしています。 

○ クリスマス会では、子どもたちへのプレゼントは手づくり。温もりが親子に好評です。 

製作中はメンバーの絆も深まります。 

○ 市内の小学校を巡回する移動図書館｢ブックフェスティバル｣に参加 

低･中･高学年別に読み聞かせをしています。(市立図書館からの要請) 

※ 当初は地元のメンバーがいなかったことも

あり､参加してくれる親子にはなかなか出会

えませんでした。はじめての土地に不安な

日々でしたが､絵本を食い入るように見てい

る子どもたちに元気づけられ、嬉しい時間に

なっています。 

 

【これから】 

転出などでメンバーの入れ替わりはありますが､転出先の情報なども入って来て参考に

なっています｡他市町村のサークルとも交流できたらと思います。 

子どもと絵本が大好きなメンバーばかりです。 

素晴らしい絵本に出会えた喜

び､それを仲間と共有できる嬉

しさは格別で、何物にも代えら

れません。このような宝物はひ

とり占めをせず､子どもたちや

若いお母さんがたに伝えねばと

思います。 

若いメンバーを積極的に募ら

ねばと…。 

 
北海道表彰 
 

おはなしの会「どんぐり」 

上川管内 富良野市 
＜団体の概要＞ 
設立年 平成１６年  会員数１５名 
代表者 渡辺 美代    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グループの始まり】 

平成２年１２月「布の絵本づくり講習会」

を経験した方が、「布の絵本でしか味わえない

暖かさや手ざわりをたくさんの人達に知って

もらいたい。」と思い１２名でサークルを結成

しました。サークル名は、２作目の布の絵本

『ひよこひよこ』から名付けました。 

 

【活動の内容】 

○ 例会 毎月第１・３金曜日（１０時～１２時） 

○ 布の絵本の製作 

○ 保健福祉センターへの布の絵本の貸出しの手伝い 

○ 図書館のイベントなどへの協力（小学生対象にした手芸講座など） 

○ 図書館での作品展 

 

【これから】 

今回受賞できた喜びを、現会員

と今までに携わってくれた会員が

一緒に分かち合うことができ、と

ても良い機会になりました。 

私たちはコツコツ縫うことが好

きで、完成したもので遊んでくれ

る子供たちの笑顔が大好きです。 

シャイな会員なので、読み聞かせをできないのが残念ですが、色々な機会に使っていた

だけることはありがたい話です。 

 ２２年続いたサークルには、たくさんの人が関わってくれました。一人で１冊の本を

作るのは不可能です。みんなで分けあって完成するからこそ感動なのだと思います。 

このボランティアが、布の持つ暖かさを通して家族の会話や笑顔を生み、また高齢者や

障害者の機能回復に少しでもお役に立てたらと思い、ひと針ひと針心をこめて作り続けて

行きたいと考えています。 

 

 
北海道表彰 
 

布の絵本サークルひよこひよこ 

十勝管内 芽室町 
＜団体の概要＞ 
設立年 平成２年  会員数１０名 
代表者 小池 和枝    



 

 

 

 

 

 

 

 

【グループの始まり】 

平成６年１０月「絵本の楽しさを伝えたい」と３人の読み手でスタートしました。 

「そっと芽を出した小さな木がこれからもっと大きくなりますように…。しっかり根を

張り、花を咲かせ、種をつくっていけますように…。」絵本を通して本の楽しさを広め、心

豊かな子どもたちの育ちを願い、グループ名を「おはなしの木」としました。 
 

【活動内容】 

読み聞かせ：絵本の読み聞かせ、紙芝居など 

おはなし会：絵本の読み聞かせ、パネルシアター、エプロンシアター、ペーパーシ

アターなど３０分程度 

○ 図書館でのおはなし会（毎月第１、３、５水曜日） 

○ 図書館主催イベントでのおはなし会（青空本の広場～古本市、納涼おはなし会、クリ

スマス会） 

○ 町内小学校で読み聞かせ（週 1回３校、月１回１校、年１回１校） 

○ 町内保育園での読み聞かせ、おはなし会（年６回） 

○ 町内幼稚園でのおはなし会（年１回） 

○ 子育て支援サークルでのおはなし会 

○ ブックスタートでの読み聞かせ 

○ 各種イベントでのおはなし会 

○ 会報の発行（月１回） 
 

【これから】 

絵本好き、子ども好き９名の集まりです。 

子どもたちの笑顔、きらきらした瞳に励

まされ活動を続けてきました。 

これからも絵本の楽しさ、すばらしさを知ってもらうよう、継続中のおはなし会や小学

校での読み聞かせを大切にしつつ、依頼があれば出かけて行き、読み聞かせをしていきま

す。 

また、子どもばかりでなく、大人向けに懐かしい昔話や童話等の読み聞かせにも取り組

んでみたいと思っています。 

平成２４年度は「優良読書グループ北海道表彰」「根室管内教育実践表彰」と大きな賞を

いただきました。大変嬉しいことです。 

これからも、この賞を励みに積極的に活動していきます。

 
北海道表彰 
 

読み聞かせサークル おはなしの木 

根室管内 中標津町 
＜団体の概要＞ 
設立年 平成 ６年  会員数 ９名 
代表者 長谷川 武子    



 

 

 

 

 

 

 

 

【グループの始まり】 

子どもの学級で親しくなったお母さんに呼びかけて、各自の蔵書のリストをつくり、数

人で貸し借りをして読んでいたところ、下の学年のお母さんと養護教諭が読書サークルづ

くりを呼びかけてくださり、１２名で結成しました。第 1 回の集団読書で読んだ、灰谷健

次郎の「兎の眼」に大変感動した若手の提案で、会の名称が決まりました。 

「会則第 2 条（目的）本会は、読書を通して互いに成長できるよう視野を広げ、地域の

文化意識の向上に寄与するものとする。」 

忙しい農家の主婦が大半でしたので、月に１度、夜７時から集まり、道立図書館の集団

読書用の貸出文庫を利用し、続けてきました。好きな本の話は弾み、ときには身近な話か

ら政治まで及び、あっという間に時間が過ぎてしまう楽しいひとときを過ごしてきました。 

合わせて、ボランティアで児童会館図書の貸出業務を任され、平成１１年の庁舎移転で

終了するまで、当番制で行っていました。 

 

【活動の内容】 

○ 例会後、３０分程度、図書室の図書整理、年１回の道立図書館の支援ブックスの入れ

替え作業など 

○ ブックスタートでの読み聞かせ

（月１回）。すくすく広場でも月１

回 

○ 地域学習活動「仁木地区学級」

運営委員会活動 

○ 児童養護施設慰問 

 

【これから】 

子育て中、町の図書室は絵本が少なく、同じ絵本を何度も借りて読み聞かせたものです

が、子どもたちはきゃっきゃと喜んでいました。そんな経験から読み聞かせを提案しまし

たが、始めはスタッフ一人で、子どもたちに万一事故でもあればと臆病でした。もう少し

積極的にやってもよかったかなと振り返っています。 

長い間には、転勤、転居、80 歳を越えて病に倒れて…など、変化もありましたが、現在

は最高齢８６歳、６０歳代は 1人、平均年齢 75.25 歳の８名で続けています。ここ１０年

変わらぬメンバーで、例会、年 1 回の文学散歩に、最近は映画鑑賞も加わり、今後も続け

られるだけ続けようと考えております。若い人が加わってくださるなら、大歓迎です。 

 
北海道表彰・北海道地域活動振興協会理事長賞 
 

読書サークル兎の眼 

後志管内 仁木町 
＜団体の概要＞ 
設立年 昭和５6 年  会員数 ８名 
代表者 笠井 八州子    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【グループの始まり】 

館浦婦人会は以前から婦人会活動を

行なっていましたが、会員の中で孫に

読み聞かせをする方がおり、「もっと多

くの子どもたちに絵本の楽しさを伝え

たい」という声が寄せられたのを機に

館浦婦人会読み聞かせの会が発足しま

した。 

当初は乙部町公民館図書室で子どもを対象にした読み聞かせ会を行っていましたが、最

近は活動の場が広がり、小学校や高齢者施設への出前読みきかせ会も開催しています。 
 

【活動内容】 

乙部町公民館図書室内において、幼児・小学生等を対象に絵本や紙芝居の読み聞かせ会

を毎月第４土曜日を基本に開催しています。また、町内の保育園や小学校のほか、高齢者

施設においても読み聞かせ会を開催し、読み聞かせのほかにも昔遊びや童謡を歌うなど幅

広い年齢層に対しての読書活動の推進に努めています。 
 

【これから】 

会員１７名のグループですが、４～５名の会員を中心に、それぞれの個性を出し仲良く

進めています。 

私自身の子育て時代をかえりみて本とのふれあいなどあったろうかと、恥ずかしい限り

です。 

読みきかせにたずさわり、本の素晴らしさ、１冊１冊すべてが何か大切なことを教えて

いるように思います。その大切さを大人も子どもも一緒に感じられればいいなと思ってま

す。 

私の感動の１冊は、「かえるさんのたから

もの」でした。 

本って素晴らしい。大人も子どもも一緒

に楽しく仲良く進めて行きたい。図書館に

たくさんある絵本という宝物をみんなで楽

しんでいきたいと思います。 

少しでも心豊かなときが過ごすことがで

きれば、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 
 

館浦婦人会読み聞かせの会 

檜山管内 乙部町 
＜団体の概要＞ 
設立年 平成 1４年  会員数 １７名 
代表者 金澤 ケイ子    



 

 

 

 

 

 

 

 

【発足】 

町内の子どもたちに楽しい絵本を読んで聞かせ

たいという想いで設立。毎回１時間程度、参加す

るお母さん方が、自分たちが愛読したもの、感動

したもの等３冊ほど持ち寄って朗読することから

始まり、ときには紙芝居や手遊び、童謡を歌うこ

となどもありました。 

平成２年には、講演会「子どもの成長と絵本(講師：松居友福音館編集長)」、平成５年は

講演会｢読書の楽しさを伝えたい(講師：上田涼子氏)｣を実施しました。 

また、平成２年から、町の文化祭に参加してスライド紙芝居やパネルシアター、エプロ

ンシアター、大型紙芝居、ペープサート等を披露しています。 

当時の会員は親子合わせて２５人程度でした。現在も多くの親子に参加してほしいとい

う願いから、特に会員を決めず、町民なら誰でも参加できる気軽な集まりです。当初は持

ち寄りで行った読み聞かせですが、現在は町の公民館図書室や自動車文庫 ai‐ai(あいあい)

の蔵書も活用しながら充実を図っています。 

【主な活動】 

月１度の例会では、パネルシアターや赤ちゃん絵本の紹介、ゲームを交えながら、季節

に合わせた絵本を会員数名が交代で読み聞かせています。 

公民館主催のブックスタート事業では、絵本を通じて赤ちゃんと保護者がふれあえるよ

うメッセージを伝えながら、ブックスタートパックのプレゼントの手伝いをしています。 

この他、図書室まつりや図書バスフェスタでの読み聞かせ、小学校の朝読書の時間の読

み聞かせ（年３回程度）、上川管内社会教育主事会中部ブロック研究事業「ワンパクはちっ

こ遊びの万博」でのブース運営への参加などに取り組んでいます。 

【これから】 

活動のたび、子どもたちの笑顔に励

まされ、感動をもらい、私たちが育て

てもらっていると感謝しています。 

 私たちの子どもがもらった楽しいひ

とときの恩返しと思い、これからも地

域の子どもたちと関わっていられたら

何よりです。

 
北海道表彰・北海道地域活動振興協会理事長賞 
 

愛別絵本読み聞かせ会 

上川管内 愛別町 
＜団体の概要＞ 
設立年 平成元年  会員数１０名 
代表者 上野 理恵子    
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