
※行事をゴシック体で、その他を明朝体で表記しています

日 曜 時　　　　間 読書会名等 内　　　　　　　　　　　容 会　　 場

1 木 午後  1：00～ 布絵本をつくる会タッチ
布を使って絵本を作っています。布ならではの方法でしかけのある楽しいやさしい
絵本をメンバー全員で楽しみながら活動しています

視聴覚室

午前  9：40～ 新潟県漢詩連盟（初心者講座1） 陳 舜臣著『秘本三国志』を読みながら、日中の漢字文化に親しむ

午前 10：45～ 新潟県漢詩連盟（初心者講座2） 漢詩を楽しみながら、日中の漢字文化に親しむ。初めての方大歓迎

3 土 午後　1：00～ 音声訳虹の会 読書困難な方々に録音図書を製作し納めています。個人の依頼図書もお受けします 視聴覚室

第1部午前10：00～ 第1部　「命みじかし恋せよ乙女」を上映します（120分/一般向け）

第2部午後 2：00～ 第2部　「さらばまったりの日々よ おじゃる丸スペシャル」を上映します（40分/どなたでも）

午後　2：00～ 帰ろう 詩についての討論、発表、考察をしています。アットホームな会ですので、ご覧ください。 第3集会室

午前 10：00～ 修理・除籍ボランティア 資料の修理などを行っています 視聴覚室

午後  7：00～ 三条地名研究会 三条の地名を手がかりに、色々な地名について楽しく学んでいます 第2集会室

午前 10：00～ 幹の会 絵本について情報交換や勉強会を行い、小学校や児童館等に読み聞かせに行っています 視聴覚室

午後  1：30～ エッセイ自由塾 エッセイで自分の思いを綴り、エッセイを読んで書き手の気持ちに触れ、交流をします 第1集会室

9 金 午前 10：00～ 新潟県漢詩連盟（上級講座） 諸橋博士の縁戚である桂湖村（かつらこそん）の漢詩を解読する 第１集会室

午前 10：00～ 声を出して読む読書会 読む基本を学び、古今の名文や豊かな日本語を声に出して読み、脳の活性化をめざします 視聴覚室

午前 11：00～ えほんだいすき ボランティアグループ「おはなしバスケット」による絵本の読み聞かせです 子ども読書コーナー

午後  1：00～ 図書館ボードゲーム ボードゲームを通じて交流を深めます。ゲームを通じて思考力・社交性等も育まれます 第1集会室

午前 10：00～ 三条町並探検隊 自主的活動で各自の専門性を高め、成果を学習会で発揮します。視察会もあります 視聴覚室

午前 10：30～ あきジィのおはなしドーン！ あきジィこと、倉品章さんによる紙芝居や昔話、絵本の読み聞かせなどのおはなし会です 子ども読書コーナー

午後  1：00～ 三条短歌会 名作短歌の紹介・鑑賞をし、会員自作の短歌の相互批評・添削をします。見学者歓迎 第1集会室

午後  1：30～ 古文書を読む会 図書館所蔵の古文書をテキストに読みながら郷土史に関する知識を深めます 視聴覚室

午前 10：00～ 修理・除籍ボランティア 資料の修理などを行っています 第1集会室

午前 10：00～ 三条語りの会「とびら」 高齢者は笑いと涙で豊かな表情に変わり、子供達は集中力想像力逞しく話を聞いております 視聴覚室

午後　1：30～ 民話語り一日体験講座 三条語りの会「とびら」による語りのミニ体験です(要申込) 視聴覚室

午後  1：30～ 名作を読む会 どなたでもお越しください。難しさはありません。トークもまた楽しいひとときです 第2集会室

14 水 午前 10：00～ さふらん 精神科と縁のある女性のための読書会形式のピアグループ。途中退室等可。 第3集会室

午前  9：30～ 音声訳つわぶき会 視覚障害や文字を読む事が困難な方に声で情報を届ける音声訳ボランティアグループです 第1集会室

午前 10：00～ おはなしパレット 幼児小学生、高齢者等の施設で読み聞かせを行い定例会で研鑽、情報交換を楽しんで活動中 視聴覚室

午後  1：00～ 布絵本をつくる会タッチ
布を使って絵本を作っています。布ならではの方法でしかけのある楽しいやさしい
絵本をメンバー全員で楽しみながら活動しています

視聴覚室

午前  9：30～ 新潟県漢詩連盟（中級講座１） 郷土の詩人渡辺鷗辺の漢詩文などの解読にチャレンジする

午前 10：50～ 新潟県漢詩連盟（中級講座２） 三条の誇る、鈴木荘六大将の漢詩文などの解読にチャレンジする

午後  4：15～ おはなしパレットのつくってポン！ ボランティアグループ「おはなしパレット」による絵本の読み聞かせと工作です 子ども読書コーナー

17 土 午後　1：00～ 音声訳虹の会 読書困難な方々に録音図書を製作し納めています。個人の依頼図書もお受けします 視聴覚室

午後  １：00～ 三条歴史研究会 あなたのファミリーヒストリーは郷土の歴史の一部です。調べてみませんか 視聴覚室

午後  3：00～
さんじょう親子読書の日
おはなし会＋（プラス）

図書館スタッフによる絵本の読み聞かせのあとに、折り紙で「かぼちゃ」を作ります 子ども読書コーナー

午前 10：00～ 修理・除籍ボランティア 資料の修理などを行っています 視聴覚室

午後  1：30～ 蛍光会 古美術の研究、歴史、芸術、文化の研究と学習。史跡めぐりも行っています 第3集会室

21 水 午後  1:00～ 文学サロン俳句教室 少人数なので１人１人の句を佐野先生からていねいに指導していただきます。入会歓迎‼ 第1集会室

23 金 午前 10：00～ 新潟県漢詩連盟（上級講座） 諸橋博士の縁戚である桂湖村（かつらこそん）の漢詩を解読する 第１集会室

午後　1：30～ おはなしバスケット
幼児、小学生、高齢者の諸施設で読み聞かせを行い、月例会で研修、情報交換を
行っています

視聴覚室

午後  1：30～ 三条市立図書館・三条町並探検隊
三条市立図書館100周年記念講演会「戦国大名上杉謙信の誕生‐長尾景虎の家
督交代と『黒田秀忠の乱』‐」。講師/上越市総務管理課公文書センター上席学芸
員 福原圭一氏。定員100名。(要申込)

三条体育文化会館

午後　2：00～ 三条良寛会 難解といわれる良寛の書を解読し、書跡から良寛の心を学んでいます。どなたも入会自由 第1集会室

午前 10：00～ 新潟県漢詩連盟 良寛さまの漢詩を楽しみながら、漢詩実作に親しむ。初めての方大歓迎 第1集会室

午後  3：00～ おはなしのじかん 図書館スタッフによる絵本の読み聞かせです 子ども読書コーナー

27 火 午後  1：30～ 名作を読む会 どなたでもお越しください。難しさはありません。トークもまた楽しいひとときです 第2集会室

28 水 午前 10：30～ おはなしのじかん１．２．３ 乳幼児向けの読み聞かせや手遊びをします 子ども読書コーナー

《分館》
日 曜 時　　　　間 読書会名等 内　　　　　　　　　　　容 会　　場

3 土 午後  1：30～ おはなしたまてばこ ボランティアグループ「おはなしコロリン」によるおはなし会です 下田分館

6 火 午前 11：00～ えほんのじかん 乳幼児向けの読み聞かせと手遊び、親子ふれあい遊びなどのおはなし会です 栄分館（すまいるランド）

24 土 午後  1：30～ おはなしポケットのおはなし会 ボランティアグループ「おはなしポケット」によるおはなし会です 栄分館（すまいるランド）

木

10 土

三条市立図書館の行事・読書会～2020年10月～

※感染症拡大防止のため予定が変更される場合もありますのでご了承ください。
《本館》

6 火

11 日

15 木

13 火

25 日

2 金 第2集会室

4 日
図書館キネマ
（入場無料、申込不要、定員20名）

視聴覚室
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*展示ホール*　   10月1日（木）～10月29日(木）    三条市立図書館『100周年記念企画』展

24 土

20 火

16 金
第2集会室

18 日

三条市立図書館へのお問い合わせ

〒955-0072三条市元町1-6

TEL：0256-32-0657

10月の休館日

19日（月）、30日（金）

10月30日は

三条市立図書館創立100周年！


