
○その他の実施事業

◇読書会関係◇
日付 事業名 内容
4月8日 （木） 郷土の史料を学ぶ会 新しく発足、第1回定例会
6月2日 （水） 蛍光会「史跡めぐり」 栃尾・長岡方面の見学

6月16日 （水） 文学サロン「吟行会」 田ノ浦温泉での作句会
6月20日 （日） 嵐城吟社バス見学会 村松方面・漢学の里
9月22日 （水） 三条良寛会「良寛遺跡めぐり」 糸魚川市方面の見学

10月13日 （水） 古文書を読む会初心者講座 半年間の休止後、希望者が多いため再会
10月19日 （火） 蛍光会「史跡めぐり」 上越・妙高方面の見学
10月20日 （水） 文学サロン「吟行会」 栃尾・栄方面を巡っての作句会
11月3日 （水） 三条地名研究会公開講演会 講師：金森敦子氏（会場：諸橋轍次記念館）

◇講座◇
日付 事業名 （実施グループ） 内容

4月30日 （金） おてて絵本楽しみまショー サトシン氏による絵本講座（栄分館開館1周年記念イベント）
6月15日 （火） 図書館施設ボランティア養成講座 ボランティアを募集・養成するための講座
6月17日 （木） 子どもの図書室担当者講座初級編 学校図書館運営の基礎講座（17日、23日の2回にわたり実施）
1月20日 （木） 子どもの図書室担当者講座中級編 図書館を使った調べ学習支援のための講座

日付 事業名 内容
4月1日 （火） 図書館訪問（松葉幼稚園） 自由読書

4月19日 （木） おはなしの出前（飯田保育所） おはなし、手あそび
5月5日 （水） 図書館子どもたんけん隊 図書館本館の子ども見学会（個人申込）
5月7日 （金） おはなしの出前（千代が丘保育所） おはなし、手あそび

5月12日 （水） 　　　　〃　　　　（飯田保育所） 　　　　〃
5月12日 （水） 図書館訪問（裏館保育所） 読み聞かせ・見学・貸出
6月1日 （火） 　　　　〃　　（松葉幼稚園 5歳児） 　　　　〃
6月3日 （木） 　　　　〃　　（旭保育所 年中・年長） 　　　　〃
6月8日 （火） おはなしの出前（栄中央小学校 1・2・3年生） ブックトーク
6月9日 （水） 　　　　〃　　　　（　　　　〃　　　  4・5・6年生） 　　　　〃

6月10日 （木） 　　　　〃　　　　（千代が丘保育所） おはなし、手あそび
6月15日 （火） 　　　　〃　　　　（飯田保育所） 　　　　〃
6月15日 （火） 　　　　〃　　　　（大島小学校 低・高学年） ブックトーク
6月16日 （水） 　　　　〃　　　　（　　　　〃　　 中学年） 　　　　〃
6月16日 （水） 　　　　〃　　　　（どれみ保育園 4・5歳児） おはなし、手あそび
6月21日 （月） 図書館訪問（第2つくし保育園 年長） 読み聞かせ・見学・貸出
7月2日 （金） おはなしの出前（大和保育所 3～5歳児） 七夕のおはなし
7月3日 （土） おはなしの出前（名下保育所 祖父母会） 七夕のおはなし
7月5日 （月） 　　　　〃　　　　（松葉幼稚園） おはなし講座
7月7日 （水） 　　　　〃　　　　（大島児童館 3～5歳児） 七夕のおはなし
7月8日 （木） 　　　　〃　　　　（千代が丘保育所 2～5歳児）おはなし、手あそび
7月9日 （金） 　　　　〃　　　　（飯田保育所） 　　　　〃

7月14日 （水） 　　　　〃　　　　（田島保育所 15歳児） 七夕のおはなし
7月30日 （金） 一日こども図書館員 小・中学生を対象とした本館での仕事体験
8月2日 （月） 　　　　〃　　　　　　（栄分館） 栄分館での小学生対象の仕事体験
8月4日 （水） おはなしの出前（飯田保育所 4・5歳児） おはなし、手あそび
8月4日 （水） 　　　　〃　　　　（月ヶ岡養護学校わくわくクラブ） 　　　　〃
8月6日 （金） 一日こども図書館員（下田分館） 下田分館での小学生対象の仕事体験

8月10日 （木） おはなしの出前（千代が丘保育所 2～5歳児） おはなし、手あそび
8月18日 （水） 職場体験（第一中学校 2年生） 2日間
8月18日 （水） 　　 〃　　（本成寺中学校 2年生） 　〃
8月23日 （月） 　　 〃　　（第三中学校 2年生） 　〃
8月23日 （月） おはなしの出前（西四日町デイサービス 3～5歳）おはなし、手あそび
8月24日 （火） 　　　　〃　　　　（　　　　　　〃　　　　　　　0～2歳）　　　　〃
9月2日 （木） 　　　　〃　　　　（塚野目保育所 2～5歳児と祖父母） 　　　　〃
9月6日 （月） 　　　　〃　　　　（長沢小学校 4年生） 人前での発表のコツ、ブックトーク
9月7日 （火） 　　　　〃　　　　（千代が丘保育所 2～5歳児） おはなし、手あそび
9月8日 （水） 　　　　〃　　　　（飯田保育所 4・5歳児） 　　　　〃

9月21日 （火） 図書館訪問（月岡小学校 3年生）
9月22日 （水） おはなしの出前（きららくらぶ 0～3歳児） おはなし、手あそび、おすすめの絵本紹介
10月5日 （火） 　　　　〃　　　　（千代が丘保育所 2～5歳児） おはなし、手あそび

◇児童サービス（行事、他機関との連携など）◇ 



10月7日 （木） 図書館訪問（栄北小学校 2年生） 見学
10月8日 （金） おはなしの出前（飯田保育所 4・5歳児） おはなし、手あそび

10月20日 （水） 図書館訪問（裏館小学校 2年生） 見学
10月20日 （水） 　　　〃　　　（保内保育所 年長） 人形劇、おはなし、貸出
10月27日 （水） 　　　〃　　　（須頃保育所 4・5歳児） 見学、大型絵本の読み聞かせ、貸出
10月29日 （金） 　　　〃　　　（保内小学校 1年生） 読書
11月8日 （月） おはなしの出前（飯田保育所 4・5歳児） おはなし、手あそび

11月12日 （金） 　　　〃　　　　　（須頃小学校 全学年） ブックトーク
11月16日 （火） 　　　〃　　　　　（大島小学校 全学年） 　　　　〃
11月22日 （月） 　　　〃　　　　　（大浦小学校 全学年） 　　　　〃
11月25日 （木） 　　　〃　　　　　（保内小学校 全学年） 　　　　〃
11月26日 （金） 　　　〃　　　　　（長沢小学校 全学年・特別支援学級） 　　　　〃
11月29日 （月） 　　　〃　　　　　（条南小学校 2・4・6年生） 　　　　〃
11月30日 （火） 　　　〃　　　　　（　　　〃　　 1・3・5年生） 　　　　〃
12月2日 （木） 　　　〃　　　　　（裏館小学校 4・6年生） 　　　　〃
12月3日 （金） 　　　〃　　　　　（　　　〃　　 　　3・5年生） 　　　　〃
12月6日 （月） 　　　〃　　　　　（　　　〃　　 　　1・2年生） 　　　　〃
12月7日 （火） 　　　〃　　　　　（旭小学校 全学年） 　　　　〃
12月7日 （火） 　　　〃　　　　　（千代が丘保育所 2～5歳児） おはなし、手あそび
12月8日 （水） 　　　〃　　　　　（飯田保育所 4・5歳児） 　　　　〃

12月16日 （木） 　　　〃　　　　　（すまいるランドクリスマス会） 読み聞かせ
1月6日 （水） おななしの出前（飯田保育所 4・5歳児） おはなし、手あそび
1月7日 （木） 　　　〃　　　　　（千代が丘保育所 2～5歳児） 　　　　〃

1月20日 （木） 図書館訪問（条南小学校 3年生） 見学
1月25日 （火） 　　　〃　　　（井栗小学校 3年生） 調べ学習
2月2日 （水） 　　　〃　　　（須頃小学校 3年生） 見学
2月4日 （金） おはなしの出前（千代が丘保育所 2～5歳児） おはなし、手あそび
2月7日 （月） 　　　〃　　　　　（飯田保育所 4・5歳児） 　　　　〃

2月10日 （木） 図書館訪問（栄中央小学校 3年生） 見学
2月14日 （月） 　　　〃　　　（どれみ保育園 年長） おはなし、読書
2月16日 （水） 　　　〃　　　（大島小学校 3年生） 見学
2月17日 （木） 　　　〃　　　（　　　　　 〃　　　 　） 　〃
2月18日 （金） 　　　〃　　　（　　　　　 〃　　　 　） 　〃

◇その他◇
日付 事業名 内容

6月21日 （月） 調べ学習作品展示 昨年のコンクール入賞作品の複製を展示 （11月末まで）
6月18日 （金） 中学校教科書展示 学校教育課による展示への協力（7月1日まで）


