
１）読み聞かせおはなし会の開催

　　① 定期開催

学校名・依頼先 依頼内容 対　象 日　程 場　所

猪川小学校 朝学習お話会 1～3年各学年毎(2ｸﾗｽ） 火曜朝　年24回 各教室

4～6年各学年毎(2ｸﾗｽ） 火曜朝　年18回 各教室

盛小学校 朝学習お話会 1・2年各学年毎(各1ｸﾗｽ） 月曜朝  年14回 各教室

3・4年各学年毎(各1ｸﾗｽ） 月曜朝  年20回 各教室

5・6年各学年毎(各1ｸﾗｽ） 月曜朝  年18回 各教室

吉浜小学校 朝学習お話会 1・2年合同(各1ｸﾗｽ） 月曜朝　年12回 2年教室

3・4年合同(各1ｸﾗｽ） 月曜朝　年12回 4年教室

5・6年合同(各1ｸﾗｽ） 月曜朝　年12回 6年教室

越喜来小学校 朝学習お話会 奇数学年毎(各1ｸﾗｽ） 金曜朝　年20回 各教室

偶数学年毎(各1ｸﾗｽ） 金曜朝　年21回 各教室

大船渡小学校 朝学習お話会 1～3年各学年毎(1ｸﾗｽ） 金曜朝　年15回 各教室

4～6年各学年毎(1ｸﾗｽ） 金曜朝　年15回 各教室

末崎小学校 朝学習お話会 1・2年各学年毎(各1ｸﾗｽ） 木曜朝  年24回 各教室

3・4年各学年毎(各1ｸﾗｽ） 木曜朝　年12回 各教室

5・6年各学年毎(各1ｸﾗｽ） 木曜朝　年6回 各教室

日頃市小学校 朝学習お話会 1・2年各学年毎(各1ｸﾗｽ） 木曜朝　年18回 各教室

3・4年各学年毎(各1ｸﾗｽ） 木曜朝　年16回 各教室

5・6年各学年毎(各1ｸﾗｽ） 木曜朝　年12回 各教室

釜石市立平田小学校 朝学習お話会 1・2年合同(各1ｸﾗｽ） 金曜朝　年3回 共有ｽﾍﾟｰｽ

3・4年合同(各1ｸﾗｽ） 金曜朝　年2回 共有ｽﾍﾟｰｽ

5・6年合同(各1ｸﾗｽ） 金曜朝　年2回 共有ｽﾍﾟｰｽ

慈愛デイサービス おはなし会 施設利用者 第1第3水曜 年13回 共有ｽﾍﾟｰｽ

大洋学園 おはなし会 施設利用者 第2土曜　年6回 共有ｽﾍﾟｰｽ

吉浜荘 おはなし会 施設利用者 奇数月第3木曜 年6回 ホール

大船渡市立図書館 おはなしパレード 子ども・一般 毎月第4土曜 年10回 館内和室

居場所ハウス 大人向け 健康教室参加者 毎月第1水曜 年9回 ホール

いわて生協 大人向け イベント参加者 毎月第3金曜 年10回 おおふなぽーと

　　② 定期イベント開催

学校名・依頼先 内容 対　象 日　程 場　所

大船渡市立図書館 お楽しみ親子劇場 子ども・一般 12月12日(日) 市民文化会館

綾里小学校 読書祭り 全校一斉 11月17日(水) 体育館

立根小学校 読書祭り 全校各ｸﾗｽ毎 11月16日(火) 各教室

末崎小学校 読書祭り 全校各ｸﾗｽ毎 中止 各教室

越喜来小学校 読書祭り 全校一斉 11月18日(木) 多目的ﾎｰﾙ

猪川小学校 読書祭り 全校一斉 中止 体育館

赤崎小学校 読書祭り 1・2年 3・4年 5・6年 11月24日(水) 各教室

社会福祉協議会 鯉のぼり子供集い 一般来場者 中止 福祉の里

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 一般来場者 中止 福祉の里

令和３年度 活動報告

・市立図書館主催のブックスタート対応はコロナ禍の影響により通年で主催者のみで実施した

・コロナ対策として、マスクの着用、手指消毒、検温、三密回避を徹底した

・コロナ禍の影響が深刻な期間は、おはなし会の中止が連続して発生した

・定期開催の年間合計は350回、月平均で29.2回（昨年度成果：322回、月平均で26.8回）
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大船渡保育園 おはなし会 利用者 中止 大船渡保育園

特別支援学級親子の会 おはなし会 イベント参加者 中止 福祉の里

きっぴんきっず おはなし会 ｸﾘｽﾏｽｲﾍﾞﾝﾄ内 中止 吉浜拠点ｾﾝﾀｰ

　　③ 依頼による出前おはなし会

学校名・依頼先 依頼内容 対　象 日　程 場　所

きっぴんきっず おはなし会 イベント参加者 7月5日(月) 吉浜拠点ｾﾝﾀｰ

気仙空想文化祭 朗読 イベント参加者 8月18日(水) ｹｾﾝﾛｯｸﾌﾘｰｸｽ

上中井公民館 子ども行事 イベント参加者 10月21日(木) 公民館

モラロジー大船渡陸前高田 朗読 表彰式典参加者 11月14日(日) シーパル

立根小学校1年 おはなし会 学校行事内 11月26日(金) 多目的ﾎｰﾙ

越喜来小学校学童ｸﾗﾌﾞ おはなし会 イベント参加者 12月24日(金) 三陸公民館

２）「気仙民話を紙芝居に」

　　　紙芝居チーム（入小勝枝、吉田國子、金野孝子）今後の制作の検討

      おおふなぽーとスタッフチーム（熊谷由紀子、江刺由紀子）

　　　　「八幡のカッパ いかわの話っこ」完成

　　　令和４年度の制作に向けて、「いわて生協被災地支援活動助成金」に申請し、採択が決定

３）FMコミュニティラジオ「ねまらいん」関係

　　　① 朗読番組「おはなしのおくりもの」朗読チーム（千田芙紗子、天野京子、古座浩美）

　　　   放送：毎週金曜 朝９時～９時15分

　　　　 朗読練習：第１第３火曜 午後１時半～４時 おはなしサロン２階にて

　　　　 収録：第２第４火曜 午後２時～４時　おおふなぽーとスタジオにて

４）ころりん本部事務所事業

　　「移動こども図書館」（地域交流図書室おはなしサロン含み）

　　　④ 地域交流図書室「おはなしサロン」（自団体運営場所）（毎週月火金土開室）
　　　　 図書の貸し出しと供覧、おはなし会、イベント、古本市、雑誌等の無償提供、お茶っこ
　　　　【利用実績】子ども：108人(昨年度137人)、大人：1,029人(昨年度982人)
　　　　　　　　　　貸し出し冊数：101冊(昨年度135冊)、差し上げ冊数：1,187冊(昨年度2,576冊)

　　　活動資金：協働事業：公益社団法人Civic Force（2021/4/1～2022/3/31）

・コロナ禍前は例年十数か所からの依頼があるが、コロナ禍の影響により極端に減少した

      ② 生放送情報番組「HOMETOWN」（江刺由紀子）

　　　　 放送：毎週火曜および金曜 夕方５時～夜７時　　※委託事業

      ② 子育て支援団体13か所（毎月各団体１回）
　　　　 読み聞かせおはなし会の開催、図書の貸し出し、図書レファレンス、子育て相談等
　　　　【利用実績】子ども：1,570人(昨年度1,670人)、大人：122人(昨年度57人)
　　　　　　　　　　貸し出し冊数：2,246冊(昨年度2,025冊)

      ① 大船渡市内全小学校11校（毎月各校１回）に学級文庫を設置
　　　　 各クラス30～34冊の図書を毎月貸し出し、おすすめ本記載の「ころりん新聞」発行
        【利用実績】子ども：15,681人(昨年度12,543人)、貸し出し冊数：29,135冊(昨年度23,088冊)

      ③ 災害公営住宅団地・高台移転地区・地域集会所等で巡回（毎月各所１回）
　       越喜来地区２カ所、大船渡地区５カ所、末崎地区５ヵ所、赤崎地区５カ所の訪問
　　　　 図書の貸し出しと供覧、古本市、雑誌等の無償提供、傾聴、簡易お茶会
        【利用実績】子ども：1,272人(昨年度965人)、大人：302人(昨年度375人)
　　　　　　　　　　貸し出し冊数：1,286冊(昨年度1,097冊)、差し上げ冊数：616冊(昨年度725冊)

　　　　　　　　補助金：岩手県NPO等による復興支援事業費補助金（2021/7/1～2022/3/31）

・定期イベント開催の年間合計は５回（昨年度成果：５回）

・依頼による出前おはなし会開催の年間合計は６回（昨年度成果：７回）

・コロナ禍の影響により、催し物の中止が発生した
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　　　   専従有償スタッフ５名（千葉明美、前川里華、廣野稲子、及川佳乃枝、江刺由紀子）

５）「大船渡市防災観光交流センターおおふなぽーと」２階の管理と運営業務

　　　活動資金：委託事業：大船渡市観光物産協会（2021/4/1～2026/3/31）

　　　　 講座とお茶会（軽体操、ゲーム、活舌練習、音読、昔語り、お茶飲み等）

　　　　 講座とお茶会（軽体操、ゲーム、活舌練習、音読、昔語り、お茶飲み等）

　　　　　　 希望により、講座とお茶会のあと、大船渡温泉で入浴

６）「絵本作家がやってきた！」

　　　活動資金：「おおふなぽーと」業務委託費から

７）コロナ禍対応活動

　　① 軒下古本市（移動こども図書館事業に含める）

　　　本部事務所およびおはなしサロンの軒下に中古本を常時300冊ならべ、住民が本を選べるようにする

　　② お便り やりとり 思いやり文通活動（おおふなぽーと事業に含める）

　　　文通希望者を募り、手紙でのやりとりで交流活動を実施

　　③ 絵本紹介「絵本の世界」の新聞掲載

　　　話題のものから良書まで幅広く紹介、乳幼児から中高生および大人まで対象

８）定例会

　　　日時：毎月第１と第３土曜日　13:30～15:30

　　　場所：大船渡市防災観光交流センターおおふなぽーと 会議室

　　　内容：実践活動に向けての練習、打ち合わせ、勉強会、自主研修会など

　　 　 【開催実績】実施回数：4回、参加者数：33人

　　　【掲載実績】掲載回数：23回(昨年度22回)、紹介本の冊数：46冊(昨年度44冊)

　　　本は「差し上げ用」と「募金(10円-100円)と引き換え用」

　　　【参加実績】参加者数：813人(昨年度736人)、お渡し冊数：1,573冊(昨年度1,615冊）

　　　【参加実績】参加者数：15人(昨年度19人)
                  届いた手紙：120通(昨年度136通)、送った手紙：96通(昨年度128通)

　　　東海新報に隔週火曜日掲載

　　　絵本作家 Ronni Alexanderと神戸大学院生によるワークショップ（2022/2/1）

　　　⑦「やってみっぺし読み聞かせinみんなの茶の間」（場所は「おおふなぽーと」）

　　　② イベント開催

　　　　【開催実績】各種講習会：15回195人

　　　　【開催実績】展示企画：12回、防災学習教室：8回220人、防災ゲーム：1回15人

　　　　【開催実績】子ども遊びイベント：14回590人、他イベント：5回：613人

　　 　 【開催実績】実施回数：12回、参加者数：118人

    【開催実績合計】開催回数：89回(昨年度69回)、参加者数：1,849人(昨年度1,587人)

　　　⑤ 管理業務（２階フロア各スペース管理）

　　　「ねこのポーポキや世界の友だちと安心について考えましょう」

　　　【参加実績】大船渡北小学校４年生：23人

      　 災害公営住宅団地、地域集会所、福祉施設からジャンボタクシーで会場まで送迎

　  専従有償スタッフ６名(中原咲子,佐々木克江,吉田晃子,新沼美加,熊谷由紀子,江刺由紀子）

　　　⑥「やってみっぺし読み聞かせ」（出張先は災害公営住宅団地、地域集会所、福祉施設　他）

      ④ 防災減災活動（展示企画、小学生対象の防災学習）

　　【利用実績合計】子ども：18,631人(昨年度15,319人)、大人：2,266人(昨年度2,157人)
　　　　　　　　　　貸し出し冊数：32,766冊(昨年度26,345冊)、差し上げ冊数：3,386冊(昨年度4,892冊)

　　　① 読書活動推進事業

　　　③ 交流活動

        【開催実績】読み聞かせおはなし会：4回65人,私のおすすめ本展示：２回,外国絵本展示：12回
　　　　　　　　　　防災震災関連本展示、絵本貸出、本供覧
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他団体との協働による事業

１）東南アジアの子どもたちに絵本を贈ろう(伊藤忠記念財団/シャンティ国際ボランティア会)

　　　　　　　　大船渡東高校、おはなしサロン　以上９か所

　　　参加生徒数：約200人

２）カレンダーのチャリティー販売（イーピックス大船渡印刷）※物資提供

　　　2022年カレンダーを200円・500円で販売（2021/10/30～11/12、11/14～11/26）

講演 等

　　　７月29日　気仙地区道徳教育研究会【江刺】

　　　11月25日　全国公共図書館研究集会（岩手県立図書館）【江刺】

募金活動関係

　　　おはなしサロン再建募金（自団体用、3月16日福島県沖地震で被災したおはなしサロンの修繕費等）

　　　　３月20日～４月７日（19日間）募金参加者数 202人、募金額 3,206,971円

その他

　　　様々なボランティア、研修、ヒアリング、取材（テレビ・ラジオ・新聞・雑誌）等の受け入れ

　　　読書ボランティア研修会、活動関連の研修会、団体運営関係の相談会等への参加

ファンクラブ活動（賛助会員）

　　　　　ファンクラブ通信 年２回発行

　　　　　新規会員へのファンクラブカードとプレゼント品送付

　　　　　暑中見舞い・年末感謝ハガキ・次年度会員更新のお願いハガキの送付

　　　　　寄付金や寄贈品の送付者へのお礼のお便り

　　　　　入会の呼びかけ・案内

理事会監事会、総会　等

　　　　　５月17日　監査会

　　　　　５月29日　定例総会、第１回理事・監事会

　　　　　８月30日　理事・監事書面決議（賃金引き上げの件）

　　　開催場所：吉浜小学校、日頃市小学校、大船渡北小学校、盛小学校、立根小学校

　　　社会的に立場の弱いカンボジアのスラム・ミャンマーの難民キャンプの子どもたちに絵本を届ける

　　　９月29日　アジア・ユーラシア総合研究所【江刺】

　　　11月６日　ぼうさいこくたいTEAM防災ジャパン【江刺】

　　　３月11日　積志かがやきカフェ 防災イベント【柏崎・江刺】

　　　　　　　　大船渡中学校、大船渡第一中学校

　　　送付冊数：200冊

      会場は、おおふなぽーと２階展示室

　　　収益金は、ころりん活動費へ

　　　８月23日  中高等学校図書館担当者等研修会（沿岸南部教育事務所）【江刺】

　　　12月６日　高田シルバー人材センター 保育サービス講習会【江刺・新美】

　　　２月10日　岩手県教育研究発表会（岩手県教育委員会）【江刺】

　　　１月28日　釜石図書館 講習会【江刺】

　　　２月２日　ファミリーサポート研修会（大船渡市社会福祉協議会）【江刺】

　　　３月11日　大船渡北小学校「希望の集い」講演【江刺】

　　　２月10日　高田乳幼児学級【廣野・千葉】
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　　　　　12月        忘年会は中止

　　　　　１月23日　第２回理事・監事会

　　　　　３月28日　第３回理事・監事会
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