
 

 資料 No.3  
 

平成 25 年度 三条市立図書館事業報告 
 
（１） 図書館事業 

 

≪本館行事≫                     （平成 26年 1月末現在） 

名 称 内 容 開催期日 参加者数 

おはなしのじかん 絵本・紙芝居の読み聞かせ 毎月第 4日曜日 計 115人 

おはなしのじかん

1・2・3 乳幼児と保護者対象の読み聞かせ 毎月第 4水曜日 計 143人 

えほんだいすき 読み聞かせボランティアによる絵本

の読み聞かせ 
毎月第 2日曜日 計 137人 

おはなしパレット

のつくってポン！ 
読み聞かせボランティアによる絵本

の読み聞かせと簡単な工作 
毎月第 3金曜日 計 77人 

あきジィのおはな

しドーン！ 
読み聞かせボランティアによる絵

本・紙芝居の読み聞かせ 
毎月第 1土曜日 計 148人 

図書館ほっと映写

会 
映写ボランティアによる映写会 毎月第 2土曜日 計 92人 

Book ブックさ・

が・そ 2013  
寄贈された絵本等の市民への提供 4月 27日（土） 計 118人 

おはなしパレット 

春のおはなしぴょ

んぴょん 

読み聞かせボランティアによる子ど

もの読書週間おはなし会 
4月 27日（土） 計 38人 

春☆読書チャレン

ジスタンプラリー 

貸出の際にスタンプカードにスタン

プを押印。本館・栄分館・下田分館

にて実施 

4月 23日（火）

～5月 12日（日） 

ｽﾀﾝﾌﾟ 

 8個 6人 

新聞紙でエコバッ

ク作り 新聞紙でエコバッグを作る講習会 
8月 24日（土） 

9月 21日（日） 

12月 21日（土） 

12人 

14人 

16人 

(計 42人） 

大人のための絵本

セラピー 

絵本セラピストによる、絵本を用いた

ワークショップ。 
6月 2日（日） 計 20人 

三条語りの会「とび

ら」おはなし会 

ボランティア・三条語りの会「とびら」

による素話を語る会 
6月 15日（土） 計 10人 

図書館古本リサイ

クル大会（1 回目） 図書館の除籍資料を市民に提供する 6月 29日（土） 計 210人 



 

こわーいおはなし

のじかん 
こわいおはなしを聞く会 

7月 23日～8月

27日の毎週火曜

（8/13は休止） 

5回 

計 214人 

夏休みおはなし会 
嵐南公民館分室での夏休みおはなし

会 
8月 1日（木） 計 59人 

影絵おはなし会 

三南視聴覚ライブラリーとボランテ

ィア・おはなしポケットによる影絵の

おはなし会 

8月 5日（月） 計 52人 

三条語りの会「とび

ら」夏のおはなし会 

ボランティア・三条語りの会「とびら」

による素話を語る会 
8月 17日（土） 計 27人 

影絵ワークショッ

プ 

三南視聴覚ライブラリーとボランテ

ィア・おはなしポケットによる影絵作

成のワークショップ 

8月 22日（木） 計 31人 

夏休み子ども映写

会  
子ども向け映画やアニメの上映 8月 23日（金） 計 13人 

怪 談 図 書 館 大人向けに怪談を朗読 8月 23日（金） 計 25人 

第9回ボランティア

おはなしまつり 

おはなし・おはなし 

読み聞かせと語りのボランティア 

グループ合同のおはなし会 
8月 24日（土） 計 63人 

夏帆氏読書チャレ

ンジスタンプラリ

ー 

貸出の際にスタンプカードにスタン

プを押印。本館・栄分館・下田分館

にて実施 

7月 22日（月）

～8月 31日（土） 

ラリー 

達成者 

計 177人 

工場の祭典・市役所

オープンドア  
図書館見学と修理体験 

10月 5日（土）

～10月 6日（日） 

のべ 

計 13人 

三条マルシェ 自

動車文庫参加 

三条マルシェでの自動車文庫の運用。

貸出･閲覧 
10月 14日（月） 計 577人 

平成２５年度新潟

県立図書館講演会

講師派遣モデル事

業 

福田則男氏による講演会「三条の地名

からその歴史の足跡をたどる」 
10月 20日（日） 計 60人 

秋の夜長の朗読会

「旅する図書館」 
大人向けの朗読会 10月 25日（土） 計 15人 

図書館古本リサイ

クル大会（2回目） 
図書館の除籍資料を市民に提供する 11月 2日（土） 計 246人 

家族でにっこり 

おはなし会 2013 

家族で楽しめる絵本の読み聞かせや

体遊び講座 
11月 10日（日） 計 40人 

図書館ミュージッ

クライブラリー 

音楽をかけるなど、空間演出をし、く

つろいで図書を読んで頂ける環境を

提供 

11月 30日（土）

～12月 1日（日） 

のべ  

計 109人 



 

おはなしパレット

冬のおはなしぴょ

んぴょん 

読み聞かせボランティアによるおは

なし会 
12月 21日（土） 計 15人 

さんじょう親子読

書の日とくべつ☆

おはなし会 

絵本・紙芝居の読み聞かせ 

6月 23日（日） 

7月 23日（火） 

8月 23日（金） 

9月 23日（月祝） 

11月23日（木祝） 

12月23日（月祝） 

計 49人 

 

≪栄分館≫ 

名 称 内 容 開催期日 参加者数 

おはなしポケット

のおはなしかい 
絵本・紙芝居の読み聞かせ等 毎月第 4土曜日 計 251人 

おはなしポケット

のナイトシアター 

ボランティア「おはなしポケット」に

よる夏休み夜のおはなし会 

7月 26日（金） 

8月 24日（土） 
計 43人 

 

≪下田分館≫ 

名 称 内 容 開催期日 参加者数 

おはなしコロリンの

おはなしたまてばこ 
絵本・紙芝居の読み聞かせ等 毎月第 1日曜日 計 20人 

下田で昔話の会 
おはなしコロリンと有志による昔話

の会 
6月 9日（日） 計 52人 

ちょっとだけこわ～

い夕方のおはなし会 
絵本・紙芝居の読み聞かせ等 8月 7日（水） 計 28人 

ちょっとだけこわ～

い夜のおはなし会 

おはなしコロリンによる夜のおはな

し会等 
8月 10日（土） 計 27人 

秋の昔話を語る会 
おはなしコロリンと有志による昔話

の会 
11月 4日（月） 計 15人 

 

（２） 展示ホール 

開催期日 展示会内容 開催期日 展示会内容 

4月前期  4月後期 絵心感性の会春季写生展 

5月前期  5月後期  

6月前期 外山峰節水彩画教室作品展 6月後期 第 14回 日本画 黎画会展 

7月前期 瑞雲書道会小品展 7月後期 艸春会緑風展 

8月前期 三合庵書道塾小品展 8月後期 サークルみづゑ水彩画展 

9月前期 企画展「三条の記録写真」 9月後期 絵心感性の会秋季写生展 

10月前期 文学サロン俳句教室 習作展 10月後期 
思い出の懐かしい着物や帯で作

った羽子板展 

11月前期 ちぎり絵作品展 11月後期 白陽会小品展 

12月前期 墨笙会 12月後期 図書館所蔵掛軸展（前期） 

1月前期 図書館所蔵掛軸展（前期） 1月後期 図書館所蔵掛軸展（後期） 

2月前期 （特別整理期間） 2月後期 図書館所蔵掛軸展（後期） 

3月前期 茜会小品展（予定） 3月後期 
杉山こども美術教室春の作品展

（予定）  


