＜中央地区ボランティア一覧＞
No
団体名

活動地域

1 グループ森の実

秋田市

2 明徳館ボランティアの会

秋田市

3 明徳館こんわ会

4

明徳館ボランティアの会
「おはなしの会」

秋田市

秋田市

5 明徳館古文書解読研究会

秋田市

6 めるへんくらぶ

秋田市

7 賢治童話に親しむ会
8 あかね句会

秋田市
秋田市

9 土崎ボランティア 「おはなしの会」

秋田市

10

土崎図書館朗読ボランティア
「かもめ」

秋田市

会員数

活動内容
①定例会（計画、反省会等） ②読み
3
聞かせ
①レモンの会（対面・電話による朗読
サービス） ②おはなしの会（読み聞
115 かせなど） ③創作グループ（大型紙
芝居制作） ④書架整理グループ（図
書の補修）
①セミナー（文学に関するもののほ
か、地域の食やタイムリーな話題を取
り上げる） ②交流研修会（県内及び
近隣県の図書館、文学館など視察研
修） ③朗読と音楽のつどい ④企画
64
事業（子どもの読書に関する行事、一
箱古本市、読書会、「館長と語る会」
ほか） ⑤外部団体に協力する行事
（会員手作りの作品提出によるフリー
マーケット）
16 ①読み聞かせ ②人形劇

活動対象(番号は左の活動内容に対応）
①会員 <秋田県児童会館>
②乳幼児・小学生及び保護者 <秋田県児童会館>
①視覚障害者 <秋田市立中央図書館明徳館>
②幼児～小学生 <秋田市立中央図書館明徳館>

①②③④会員・希望者 <①秋田市立中央図書館明
徳館> ②<東北６県の社会教育施設> ③<にぎわい
交流館、もしくはホテル> ④<秋田市立中央図書館
明徳館・遊学舎ほか> ⑤会員・ネットワーク団体他
<アトリオンハーモニープラザ・ぽぽろーど>

①②幼児～小学生 <秋田市立中央図書館明徳館・
要望があれば幼稚園や小学校など>

①古文書の解読 ②明徳館への翻刻
提出（明徳館所蔵古文書） ③館外研
17
①②③会員 <秋田市立中央図書館明徳館>
修旅行（使用した古文書に関連した
歴史の場所を主として見学する）
①会員 <秋田市立中央図書館明徳館> ②０～３才
17 ①勉強会②親子でわらべうた
の親子 <フォンテ文庫>
15 宮沢賢治の作品の読解・鑑賞
会員 <秋田市立中央図書館明徳館>
17 俳句会
会員 <秋田市立中央図書館明徳館>
幼児～小学生<秋田市立土崎図書館・秋田市立下
12 読み聞かせ
新城小学校・子育て交流ひろば>
①視覚障がい者 <秋田市立土崎図書館> ②精神
①電話による朗読サービス・本のテー
的に障がいのある人・要介護高齢者・肢体不自由児
20 プ吹込サービス等 ②本の朗読・紙芝
（者） <福祉・老人施設> ③視覚障がい者・一般 <
居・昔語り ③朗読会
秋田市立土崎図書館>

1

11 おはなしのしずく

秋田市

12 おはなし会 「つくしんぼ」

秋田市

13 おはなしの森

秋田市

14 旭川親子読書会

秋田市

15 おはなし会のはら

秋田市

16

土崎図書館朗読ボランティアはまな
す

17 さんかくみみ
秋田市立旭川小学校読書ボランティ
18
アたんぽぽ

秋田市

8 おはなし会、その為の準備・話し合い

幼児～小学生 <秋田市立雄和図書館・雄和学区の
雄和小学校と保育所・河辺学区の保育所> 高齢者
<グループホーム>
幼児～小学生 <秋田市立明徳小学校・西武秋田
16 読み聞かせ・おはなし会
店・市内児童館・幼稚園・コミュニティセンター> ・お
年寄り <老人施設>
①会員・希望者 <旭川地区コミュニティセンター>
②小学生 <秋田市立旭川小学校 ・ 秋田市立外旭
①読書会例会 ②お話会 ③子育て
12
川小学校 ・旭川児童館>・幼稚園児<旭川こども園>
支援わらべうたお話会
③0～3才児・親子 <旭川地区コミュニティセンター・
勝平コミセン・サンパル>
①乳幼児～小学生 <秋田県児童会館・川尻保育
①おはなし会 ②施設訪問 ③打ち合
10
園・土崎幼稚園> ②小学生 <子ども未来センター・
わせ会
秋田市立土崎南小学校>
10 読み聞かせ・研修

8 朗読会の開催
16 PTA・読み聞かせ

小学生

秋田市

10 読み聞かせ

小学生 <旭川小>

秋田市

13

20 おはなしのへや

秋田市

15

秋田市

10

22 ひまわり

秋田市

8

23 きらり読書
24 そよかぜ読書会

秋田市
秋田市

9
11

おはなしどんどん （秋田市立飯島
南小学校読み聞かせボランティア）

視覚障害者・地域の高齢者を含めた幅広い世代

秋田市

19 旭北おはなし隊

21

０才～大人 <秋田市立新屋図書館・県立きらり支援
学校・秋田市立勝平小学校・秋田市立日新小学校>

月２回の朝の読み聞かせ・読み聞か
せスペシャル（１１月）・卒業スペシャ
ル（２月） ※「図書おまもり隊」の活動
→学校図書のフィルマーかけや修理・
図書室の飾りつけなどをボランティア
の保護者が図書サポーターの先生と
ともに行う（月１回程度）
図書室環境整備・図書受入、修理・読
み聞かせ
①読み聞かせ ②おはなし会 ③どん
どんだより発行
読み聞かせ・図書室環境整備・図書
受入、修理
読み聞かせ
読み聞かせ
2

小学生 <秋田市立旭北小学校>

児童
①③小学生 <飯島南小> ②小学生・幼児・老人施
設 <飯島南小・依頼のある所>
小学生
１～３年 特別支援教室
１～３年 児童

25
26
27
28
29

秋田市立勝平小学校読み聞かせボ
ランティア
杜のお話会
さくらんぼクラブ
秋田市立外旭川小学校読み聞かせ
ボランティア 「ひだまり・ぽけっと」
秋田市立高清水小学校図書ボラン
ティア

秋田市

40～45

秋田市
秋田市

―

読み聞かせ
14 読み聞かせ

秋田市
秋田市

30 わくわくブ

秋田市

31 レプス

秋田市

32 秋田市立保戸野小学校七色読書会
33 秋田市立八橋小学校PTA文化部

秋田市
秋田市

読み聞かせ

8 読み聞かせ
14 図書修理・読み聞かせ
7
20～25

図書修理・読み聞かせ

34 ピーチクラブ

男鹿市

35 本荘読書会

由利本荘市

36 本荘お母さん読書会

由利本荘市

37 おはなしたんぽぽの会
38 ゆりかごの会

由利本荘市
由利本荘市

39 国境なき話し手

由利本荘市

12 ①読み聞かせ ②勉強会

岩城図書館読み聞かせボランティア
星のひとみ

―
小学校児童(主に低学年)
小学生 <外旭川小>
小学生 <高清水小>

図書室環境整備・図書受入、修理・読
小学生 <秋田市立寺内小学校>
み聞かせ

6 読み聞かせ
56 図書修理等・読み聞かせ・講習会
①読み聞かせ ②お話会 （人形劇、
手あそび他） ③親と子供のための絵
6 本会 ④読み聞かせ会 （老人会、婦
人会向） ⑤クリスマスお楽しみ会
（人形劇、大型パネル等）
16 読書発表の例会
①読書・読後感想発表会②会誌の発
19
行
6 読み聞かせ・人形劇など
11 絵本の読み聞かせ等

由利本荘市

6

①読み聞かせ ②読み聞かせ・紙し
ばい・ペープサートなど

41 朗読ボランティア そよ風

由利本荘市

8

①読み聞かせ ②お話会 ③地域イ
ベントへの参加

42 劇団 「キララ」

由利本荘市

43 読み聞かせグループ 「つばさ」

由利本荘市

40

勝平小児童

児童
小学生 <保戸野小>
全校児童・父兄 <八橋小>
①小学生 <男鹿市立脇本第一小学校> ②幼児～
小学生 <脇本公民館> ③希望者 <脇本公民館>
④老人会・婦人会 <各公民館> ⑤幼児 <各保育
所>
―
①②会員※年３～４回一般の人も対象 <由利本荘
市文化交流館カダーレ>
幼児・児童 <由利本荘市中央図書館>
未就園児・園児 <由利本荘市中央図書館>
①幼児～小学生 <図書館・保育園> ②会員 <自
宅>
①小学生 <由利本荘市岩城図書館・由利本荘市立
岩城小学校> ②乳幼児 <つるまい会館・亀田保育
園> ③高齢者
①幼児～中学生 <西目保育園・西目幼稚園・由利
本荘市立西目小学校・由利本荘市立西目中学校・
西目児童館> ②幼児～一般 <西目公民館> ・一
般 <障がい者施設コロニー> ③幼児～一般

①人形劇 ②語り絵 （ＯＨＰを使った
①②幼児～小学生 <岩谷児童館> ③小学生 <岩
16 読み聞かせ） ③読み聞かせ・パネル
谷児童館・由利本荘市立岩谷小学校>
シアター・エプロンシアター
小学生 <由利本荘市立東由利小学校>・園児 <み
8 読み聞かせ
どり保育園>

3

44 鳥海読み聞かせの会
45
46
47
48
49
50
51

由利本荘市立岩城小学校
読み聞かせの会
読み聞かせボランティア
おはなしほたるん
由利本荘市立尾崎小学校学校支援
図書ボランティア
由利本荘市立新山小学校読み聞か
せボランティア
由利本荘市立鶴舞小学校読み聞か
せボランティア
由利本荘市立鳥海小学校
鳥海読み聞かせボランティア
古典に親しむ会

52 童話の会 “紙ふうせん”

53 おはなしポケット

54 昭和おはなしかい

55 朗読ボランティア「いずみ」

由利本荘市

10 読み聞かせ

小学生 <由利本荘市立鳥海小学校>・幼児 <川内
保育園>

由利本荘市

11 読み聞かせ

小学生 <岩城小>

由利本荘市

7 読み聞かせ

小学生

図書室環境整備・図書受入、修理・読
全校児童 <学校内情報センター・各教室>
み聞かせ

由利本荘市

34

由利本荘市

10 図書室環境整備・読み聞かせ

低学年を中心としながら全校児童 <絵本の部屋>

由利本荘市

12 読み聞かせ

１～３年生 <鶴舞小>

由利本荘市

11

潟上市
潟上市

①読み聞かせ ②全校ふみの日
（読み聞かせ）
23 読書会
①おはなしの広場 ②子育て支援セ
ンター“おはなしの広場” ③勉強会
10 ④出張おはなし会（保育園・幼稚園・
児童館・小学校・中学校・老人施設・
養護学校等）
①読み聞かせ ②読書会・講演会
③依頼に応じて

①小１～２ <鳥海小> ②全校児童 <鳥海小>
会員 <秋田市立中央図書館明徳館>
①幼児～小学生 <潟上市図書館> ②乳児～幼児
親子 <天王子育て支援センター・潟上市図書館>
③会員 <潟上市図書館> ④要望先 <児童館・老
人施設等>
①小学生<潟上市立追分小学校・潟上市立出戸小
学校・潟上市立天王小学校・潟上市立東湖小学校・
飯田川児童センター>・乳児～幼児 <子育て支援セ
ンター> ②会員 <潟上市図書館> ③小学生 <東
湖小>

潟上市

12

潟上市

①幼児～小学生 <潟上市昭和学習館）・小学生<潟
上市立大豊小学校・潟上市立飯田川小学校>・幼児
①読み聞かせ ②読書会 ③おはな <中央保育園・東保育園・若竹子育て支援センター・
10
しまつり
昭和子育て支援センター>・高齢者<わかば園.> ②
会員 <潟上市図書館> ③幼児～小学生 <潟上市昭
和公民館>

にかほ市

①公民館おはなし会 ②保育園おは
なし会 ③重度身障者施設おはなし
会 ④小学校おはなし会 ⑤ブックス
13
タート ⑥市民文化祭おはなし会 ⑦
はなしのいずみ（発表会） ⑧大人向
けおはなし会

4

①幼児～小学生 <にかほ市立図書館> ②幼児 <明
星保育園・星城保育園> ③大人 <金浦療護園> ④
小学生 <にかほ市立象潟小学校> ⑤幼児・保護者
<保健センター> ⑥⑦子ども～大人 <象潟公民館・
象潟構造改善センター> ⑧高齢者 <老人福祉施
設・各町内婦人会・老人クラブいきいきサロンなど>

56 読み聞かせボランティア 「いぶき」

にかほ市

①読み聞かせ（絵本、紙芝居） ②読
み聞かせ（絵本） ③４ヶ月検診ブック
スタート ④クリスマスおはなし会 ⑤
7
文化祭参加 ⑥定例会 ⑦おもちゃラ
イブラリー ⑧要請によりＪＡミニデイ
への参加
5 読み聞かせ

①幼児～小学生 <にかほ市立図書館こぴあ>②小
学生 <金浦小> ③４ヶ月乳児 <保健センター> ④
幼児～小学生 <にかほ市立図書館こぴあ> ⑤幼
児～大人 <金浦公民館> ⑥会員 <金浦コミセン>
⑦幼児 <金浦元気百歳館> ⑧老人クラブ会員 <
金浦地域のセンター>
にかほ市立上浜小学校児童

57 浜っ子読み聞かせボランティア
にかほ市
にかほ市立平沢小学校読み聞かせ
58
にかほ市
ボランティア
59 やまゆり読書会
南秋田郡五城目町

16 読み聞かせ

平沢小学校児童

14 ①読書会 ②移動研修

60 お話ポシェット

南秋田郡五城目町

15 読み聞かせ

61 ひらけごま

南秋田郡五城目町

4

62 よみきかせウェーブの会

南秋田郡五城目町

4 読み聞かせ

63 五城目おはなし会

南秋田郡五城目町

―
小学生・中学生 <五城目町立五城目小学校・五城目
町立五城目第一中学校>
①小学生 <五城目町民センター>
②幼児 <五城目町民センター>
施設入居の高齢者 <広青苑・森山荘・グループ
ホームすずめだて・福寿草>
幼児～小学生 <五城目町中央公民館・五城目町立
五城目小学校>
①幼児～小学生・一般 <井川町公民館> ②幼児
<井川小> ③高齢者と地域住民等 <地域の集会所
等>
①小学生 <大潟村公民館> ②中学生 <大潟村村立
大潟中学校> ③小学校・幼稚園・保育園 <大潟村
公民館>

①放課後支援事業「わらべじゅく」で
の読み聞かせ ②五城目おはなし会

10 おはなし会および読み聞かせ

64 ボランティア 「こはぜ」

南秋田郡井川町

①おはなしキャラバン ②就学時健
12 診・入学説明会等の託児 ③高齢者
交流会 ④施設訪問

65 大潟村図書ボランティア

南秋田郡大潟村

12

南秋田郡大潟村

19 図書受入、修理・読み聞かせ

66

大潟村立大潟小学校図書ボランティ
ア

①読み聞かせ ②ブックトーク ③展
示・書架整理の手伝い及び補修作業

5

―

