平成２７年度
読書週間関連イベント
H27.11/13（金）

平成２７年１１月２７日（金）
村立図書館２階集会室にて
にて

平成２７年度

第１回読谷村立図書館協議会を開催しました。

内容：平成２７年度（上半期）事業報告他
30 代～50 代の利用増加

年齢別貸出冊数（平成 26 年度、27 年度比較）
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毎年、大好評の「朗読会」は、企画から実施まで手作り、出演者
の皆さんもボランティアでのアットホームな雰囲気にこだわり、
今年度で第６回の開催となりました。約４０名の皆さんがご参加い
ただきました。今年度のテーマは、戦後７０年の節目の年に「家族・
平和・愛」とし、３作品を取り上げました。

小学生減、中高校生増

「エリカ～奇跡のいのち～」ルース・バンダー・ジー／文
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読谷村立図書館協議会委員（５名）
任期：平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日
会長：大湾 由美子様
副会長：山内 源徳様
委員：葛原 隆明様
委員：比嘉 多美子様
委員：比嘉 仁美様
構成：学識経験者、社会教育関係、地域ボランティ
ア（家庭教育）、学校教育、地域文庫（楚辺図書室）
役割：館長の諮問に応じて、図書館の運営に関する
必要な事項を審議し、答申する。

読谷村は、祝お誕生に絵本（1 冊）を贈呈します。

今年度は、乳児検診（生き活きセンター）開
催時行いました。年 2 回
★第 1 回目：9/12 受領者 24 名
★第 2 回目：11/7 受領者 25 名
ブックスタートは、随時、図書館にて受取がで
きます。出生届時受取のチケットをご持参の上、
ご来館下さい。お待ちしております。

0 歳からの読書のすすめ
絵本を真ん中にした子育てを！

松田

政美

様

（うるま市立川﨑小学校校長）

「タケノコごはん」大島 渚／文
塩川 斉 様（読谷村教育委員会指導主事）
ピアノ演奏：塩川 真弓様
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「蜜柑」芥川 龍之介／著
松田たかみ、具志堅かつみ、具志堅ひろみ（読谷おはなしの会）

進行役：大湾由美子様

読谷村立図書館
℡

958-3113

ここで、参加者の皆さんの声（感想）をお届けします。
村内外（那覇市、うるま市、中城村、北谷町、恩納村）
・初参加です。感激しました。
・忙しい毎日に、いやしのひと時でした。
・雰囲気からとても良かった。読み手の方もとても本の内容に適した方だと思いま
した。
（バックのクラシックもとても良かった）
・
「エリカ」
「たけのこごはん」を聴いて、戦争でのたくさんの命がうばわれたこと、
その中でも希望をもって生きてきた人がいたことを教わりました。あたり前の幸
せは、当たり前じゃない。
。
。未来の子ども人々が平和で幸せを感じられるように
していきたいと思います。
「みかん」心あたたまる物語が知れてよかったです。
おもてなしもありがとうございます。
・すてきな時間ありがとうございました。今回初めて参加しましたが、とても良か
ったです。大人になって、子供達には読み聞かせをするのに逆の立場で大人にな
って読みきかせてもらってすごくよかった。
・人間の本当の豊かさについて、考えされた。戦争のおろかさ、これから先、絶対
に戦争はしていけないと思います。
・ここち良く本の中に入っていくことができて良かった＾ー＾読み手の方がすばら
しいです。いくつかの映画をみたような気持ちになりました。

≪１２月定例行事≫

11/17～

■ブックスタートおはなし会 集会室にて
【0 歳～乳幼児向け】＊第１日曜日
☆12 月６日、２０日（日）1０時３０分～

今年最後の図書館イベントは、「子どものためのろうどく会」！！
１年間の思い出をふり返りながらおはなしの世界を楽しもう★ さらに、２組のスペシャルゲスト！
「大添わんぱく団」による劇『まぎーでーくに（「おおきなかぶ」方言バージョン）』
、
「みらい児童館」の子どもたちによる『よみとんのうた』てあそびもあるよ♪
日 時：12 月 2７日（日） 1０時３０分～11 時 30 分 場 所：読谷村立図書館 ２階集会室
★参加無料！事前の申し込みは必要ありません。 当日、図書館へお越しください。

■ビデオ上映会 集会室にて
【児童向け】＊第 3 土曜日
☆12 月１９日（土） 11 時～
★「クリスマスのおくりもの」(１８分)
★「クリスマスキャロル」(２９分)

11/227

■おはなし会 おはなしの部屋にて
【児童向け】＊第２・４日曜日
☆12 月１３日（日） １４時～
※２７日は「子どものためのろうどく会」
のためお休みです。

書庫や学習室も本でいっぱい

蔵書点検無事、終了しました。
期間中（閉館）において、
ご理解・ご協力いただき感謝申
し上げます。
11 月 28 日（土）開館中

期間中、修理作業も行いました

待ちに待
った開館。
1,000 冊
の貸出！

お知らせ

■おりがみ教室 集会室にて＊第 2・４土曜日
☆12 月 1２日 10 時 30 分～
講師：山内 源徳氏
★おりがみをご持参の上、ご参加ください。

年末年始休館のお知らせ
１２月２９日（火）～ 1 月 3 日（日）
※平成２８年 1 月 4 日（月）から開館いたします。

生涯学習の 1 年間の集大成の発表の場である「まなびフェスタ読谷」
は、文化センターを主会場に図書館でも開催します。
★とき：平成

28 年 2 月 6 日（土）．7 日（日）

★じかん：図書館開催時間：１０：００～１７：００
開館に向けて（クリスマス、お正月）

ありがとう

図書館では、毎年好評をいただいています「雑誌等のリサイクルフェア」
を開催します。その他に、おはなし会や本を活用した展示展や図書館の
活動展示を行います。もちろん、図書館は、通常開館します。
多くの皆様のご来館をお待ちしております。

ベルマークを集めて読谷村に作家をお招きしよう！！

目標：3 万点

商品についているベルマークを集めると・・・作家さんを招いて、講演会を開催することができます。
切り取ったベルマークを図書館にお持ちください。
引き続き、平成 27 年度も村民の皆さんのご協力よろしくお願いします。
集計ボランティアも募集中！！

現在の回収点数は、

２０，８７３

★場所：図書館内

点 です。

（Ｈ２7．11 月末現在）

★図書館ボランティア募集★
★図書館サークルメンバー募集★
※くわしくは図書館にてお問い合わせください。

≪お問い合わせ・お申し込み先≫

読谷村立図書館
電話番号：
（０９８）９５８－３１１３
月 ・ 水 ～ 金 曜 日：午前 10 時～午後７時
土 ・ 日 曜 日：午前 10 時～午後５時
（火曜日・祝日・第 4 木曜日を除く）

