
内容 場所

15日 （火）14時～ 第１回研究会

平成26年度初顔合わせ（自己紹介等）及び組織について
平成25年度収支報告について
平成26年度研究会活動について
・須坂市制施行60周年記念事業須坂市子ども読書のつどい（宮西達也さん講
演会）について

旧上高井郡役所

23日 （水）14時～ 幹事会
須坂市子ども読書のつどいについて
・宮西達也さん講演会について
・パネル展示について

てらす

12日 （月）10時～ 幹事会・メセナホール打合せ
須坂市子ども読書のつどいについて
・宮西達也さん講演会について
・パネル展示について

メセナホール

20日 （火）14時～ 第２回研究会

須坂市制施行60周年記念事業須坂市子ども読書のつどいについて
・パネル展示について
・講演会について
・簡易チラシについて
・整理券について
長野県地域発元気づくり支援金事業について
・須坂市動物園絵本制作・販売・活用について
スローシネマじんじんについて
読み聞かせ研修（高橋町お話の会　碓井さん　司馬遼太郎「二十一世紀に生き
る君たちへ」）

旧上高井郡役所

　６月 10日 （火）14時～ 第３回研究会

須坂市制施行60周年記念事業須坂市子ども読書のつどいについて
長野県地域発元気づくり支援金事業について
スローシネマじんじんについて
公益財団法人　伊藤忠記念財団「平成26年度子ども文庫助成募集」について
読み聞かせ研修（スマイル　尾島さん「おによりつよいおよめさん」「ばく・くくく」）

旧上高井郡役所

15日 （火）14時～
第4回研究会
幹事会

須坂市制施行60周年記念事業須坂市子ども読書のつどいについて
スローシネマじんじんについて
東日本大震災被災地支援について
長野県地域発元気づくり支援金事業について
・絵本のアイディア選考

旧上高井郡役所

20日 （土）9時50分～
須坂市制60周年記念　須坂
市子ども読書のつどい

講師：宮西達也さん
演題：ウルトラパパの絵本と子育て
展示：須坂市子ども読書活動支援研究会のあゆみ
・お話し会      ・講演会      ・懇親会　　・展示

メセナホール小ホール
駿河一番

5日 （火）14時～ 第５回研究会

須坂市制施行60周年記念事業須坂市子ども読書のつどいについて
スローシネマじんじんについて
東日本大震災被災地支援について
長野県地域発元気づくり支援金事業について
読み聞かせ研修　本の紹介（みやにしたつや「あなたがとってもかわいい」）

旧上高井郡役所

18日 （月）13時30分～ 第６回研究会
長野県地域発元気づくり支援金事業について
・絵本　文作成

旧上高井郡役所

　７月

　４月

　５月
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27日 （水）14時～ 第7回研究会
長野県地域発元気づくり支援金事業について
・絵本　文作成

旧上高井郡役所

30日 （土）13時30分～ 第16回信州岩波講座2014 信州岩波講座図書贈呈事業図書目録贈呈式 メセナホール

5日 （金）13時30分～
被災地支援用図書準備
第8回研究会

図書のラベル貼り・梱包 メセナホール2F会議室

18日 （木）14時～ 第9回研究会

長野県地域発元気づくり支援金事業について
・須坂市動物園絵本制作
スローシネマ「じんじん」について
東日本大震災被災地支援について
長野県地域発元気づくり支援金（H25）優良事例表彰・発表会について

旧上高井郡役所

27日 （土）10時20分～
　　　16時

JPIC読みきかせサポーター
講習会

絵本作家による特別講演、講義、情報提供
（湯本会長）

JA長野県ビル（長野市）

11日 （土）10時～14時 ふれあい広場
すざかしどうぶつえんかるたの販売
（湯本会長・富沢さん・事務局　豊田）

メセナホール

14日 （火）14時～ 第10回研究会

長野県地域発元気づくり支援金事業について
・須坂市動物園絵本の題名、編集後記について
東日本大震災被災地支援について
お話し会の開催について

旧上高井郡役所

18日 （土）13時30分～
　　　16時45分

心の教育・長野フォーラム
2014

第１分科会「本を読む」にて研究会の紹介
（湯本会長）

長野県総合教育センター
（塩尻市）

22日
（水）10時～11時

スローシネマ「じんじん」打
合せ

参加者〉シネマとうほく　鳥居社長、田中補佐、豊田 302会議室

24日 （金）13時30分～
　　　16時

地域発　元気づくり支援金
【長野地域】の活用事例発
表会

長野県知事表彰、優良事例発表「須坂市動物園のカルタ製作活用事業」
講演「世代を超えた「協働」に向けて～小布施での取り組みから～」
（湯本会長・清水さん・富沢さん・事務局　豊田）

長野合同庁舎5階会議室

27日 （月）14時～ 第11回研究会

地域発元気づくり支援金【長野地域】の活用事例発表会受賞・参加報告及び須
坂新聞の取材
スローシネマ「じんじん」について
東日本大震災被災地支援について

旧上高井郡役所

29日
  ～31日

（水）
（金）

被災地支援
被災地での読み聞かせおよび絵本の寄贈など（信州岩波講座実行委員会との
共同事業）
・岩手県山田町の２保育園（織笠保育園・大沢保育園）

岩手県山田町

5日 （水）14時～ 第12回研究会
長野県地域発元気づくり支援金事業について
スローシネマ「じんじん」について
ブックスタート事業について

旧上高井郡役所

11日 （火）18時～21時
スローシネマ「じんじん」試
写会

試写会、試写会後話合い
研究会会員、案内送付者63名出席

メセナホール 小ホール

17日 （月）14時～ 第13回研究会

・長野県地域発元気づくり支援金活用事業について
・スローシネマ「じんじん」について
・イルミネーションフォレスト　お話し会について
・ブックスタートについて

旧上高井郡役所

27日
（木）14時30分～
15時30分

スローシネマ「じんじん」試
写会後打合せ

スローシネマ「じんじん」上映会にむけて
（湯本会長、富沢さん、田中補佐、豊田）

上下水道会議室2F

１１月

　８月

　９月

１０月
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27日 （木）16時～17時 幹事会
・すざかしどうぶつえんえほん最終校正（色校正）
（ｵﾌｾｯﾄ、中沢デザイナー、湯本会長、清水さん、富沢さん、寺坂さん、田中補
佐、豊田）

304会議室

16日 （火）14時～16時 第14回研究会

・長野県地域発元気づくり支援金事業について
　須坂市動物園イベントでの販売について
・すざか子ども読書ちゃれんじについて
　市立須坂図書館すざか子ども読書ちゃれんじコーナーの設置協力について
・スローシネマ「じんじん」上映について
・平成27年度子どもゆめ基金助成事業について（平成27年7月4日（土）午前）
・平成27年度長野県地域発元気づくり支援金活用事業について
・ブックスタート事業について
・平成27年度子どもの読書活動優秀実践図書館・団体（個人）に対する文部科
学大臣表彰について

旧上高井郡役所

20日
須坂市動物園絵本創作事
業

・すざかしどうぶつえんえほん発売開始（～3月）

生涯学習スポーツ課、須
坂市動物園、博物館、市
立須坂図書館、創造の
家、スポーツ振興係（創造
の家）、地域公民館（南
部・高甫・井上）

20日 （土）13時～15時 販売 ・絵本、かるたの販売（湯本会長、平井さん、豊田） 須坂市動物園

23日
（火・祝）13時～
15時

販売 ・絵本、かるたの販売（湯本会長、寺坂さん、久保田さん） 須坂市動物園

1日
（木・祝）13時～
14時45分

販売 ・絵本、かるたの販売（湯本会長、加藤さん、豊田） 須坂市動物園

14日 （水）16時～ 第15回研究会

・長野県地域発元気づくり支援金事業について
　すざかしどうぶつえんえほん「トットトト」の増刷販売について
・2014 すざか子ども読書ちゃれんじ表彰式お話し会について
・ブックスタートプレゼント絵本について（須坂市子ども課より依頼）
・須坂市子ども読書活動支援研究会事務局の図書館への移管について
・平成27年度事業計画について
・子ども読書ちゃれんじコメントカードの選考

旧上高井郡役所

14日 （水）19時～
第1回スローシネマ「じんじ
ん」上映実行委員会

・実行委員会組織について
・「じんじん」の上映方法について
・今後の進め方とスケジュールについて

旧上高井郡役所

22日 （木）13時～16時
平成26年度　生涯学習推進
講座

「子どもの豊かな未来を育む読書活動」
講義「東京子ども図書館の取組」　講師／東京子ども図書館 　護得久 えみ子
氏
事例発表「親子で本を楽しむ『おはなしの会』の取組」　発表／山形村図書館

長野県総合教育センター
（塩尻市）

29日 （木）19時～
第2回スローシネマ「じんじ
ん」上映実行委員会

・第2回試写会の日程について
・試写会参加者について
・上映会の日程について

旧上高井郡役所

13日 （金）19時～
第3回スローシネマ「じんじ
ん」上映実行委員会

・第2回試写会の日程について
・試写会配布用資料の袋詰め作業（チラシ・上映チケット）

旧上高井郡役所

　１月

２月

１１月

１２月
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18日 （水）14時～ 第16回研究会

・すざかしどうぶつえんえほん「トットトト」の増刷販売について
・平成27年度　長野県地域発元気づくり支援金事業について
・平成27年度　駒澤嘉須坂生涯学習振興基金活動助成事業について
・平成26年度生涯学習推進講座「子どもの豊かな未来を育む読書活動」報告
・第24回おはなしフェスティバルの出演について
・春の動物園まつりお話し会、かるた・絵本の販売について

旧上高井郡役所

4日 （月）14時～
      18時30分～

スローシネマ「じんじん」試
写会

試写会
研究会会員、案内送付者257名出席

メセナホール 小ホール

13日
（金）17時40分～
50分

読み聞かせ会
すざか子ども読書ちゃれんじ表彰式にて読み聞かせ
・かぜのでんわ、トットトト（湯本さん、清水さん、寺坂さん、富沢さん）

中央公民館3階ホール

20日
（金）11時～14時
30分

第17回研究会・親睦会 読み聞かせボランティアの親睦会（昼食会） ゆるり

21日 （土）13時30分～ 読み聞かせ会・販売 ・絵本の読み聞かせ、絵本・かるたの販売 須坂市動物園

２月

●湯っ蔵んど　1F市民ギャラリー（平成22年度設置）
　※絵本および児童書約220冊（信州岩波講座寄贈図書の活用）、29冊（市民からの寄贈ほか）
●旧上高井郡役所　1F市民交流室1
　※絵本・大型絵本および紙芝居約210冊（安心子ども基金の活用、読み聞かせ活動の謝礼）
　※市内に研究会文庫を設置し、親子が自由に絵本に接する機会の拡充を図る。また、設置だけでなく文庫図書を各団体が活用した
り、設置場所を活
　　用しての読み聞かせ会やその他活動を企画する。

各種読み聞かせ等 ●学校等での（読書週間等）読み聞かせ応援体制の構築
●市内読み聞かせ団体のネットワークの強化
●その他助成金の活用（子どもゆめ基金・駒澤嘉須坂生涯学習振興基金活動助成）
●その他各団体ごとの活動

　３月

その他

研究会文庫の設置

研究会制作品の販売協力 ●すざかしどうぶつえんかるた及び、すざかしどうぶつえんえほん「トットトト」の販売
　※販売場所／須坂市生涯学習スポーツ課、須坂市動物園、市立須坂図書館、須坂市立博物館、創造の家、市内児童センター（中央、
東部、南部、北部）、地域公民館（南部・井上・高甫・豊洲）


