
１ 中央図書館 実施事業詳細 

（ア）行 事 

行  事  名 実施月日 内    容 参加者数 

「子ども読書の日」のつどい 4/11～4/23 

大型絵本や紙芝居の読み聞かせ、手づく

り絵本教室などを実施。協力ボランティ

ア 10 団体 

244 名 

講座「絵本で子育て楽しんで

みませんか」（全 3 回） 

6/12、6/18 

6/26 

絵本の選び方や、絵本を使った歌、遊び

など 講師：子育てネットワーカー 
85名(44 組) 

夏の図書館まつり 7/27・28   

夏の朗読会 6/30 
豊川朗読の会による「ドナルド・キーン

に寄せて」をテーマにした作品の朗読 
51 名 

七夕まつり 6/27～7/7 
短冊に願い事を書いてもらい、児童コー

ナーへ設置した笹の葉へ飾る 
400 名 

夏のこわ～いおはなし会 8/4 
おはなしペープサートによる、ちょっぴ

りこわいおはなし会 
35 名 

親子工作教室 8/24 
「アルミホイルで作ってみよう！」 

講師:箔屋スフィカ 
63 名(29 組) 

おはなしコンサート 

「絵本と二胡の音楽を聴き

ながら」 

9/8 

「おはなしデュオひまわり」による大型

絵本の読み聞かせやエプロンシアター

と「望(ワン)星空(シンクォン)」による

二胡の演奏 

65 名 

人形劇 8/31 
豊川おやこ文化の会人形劇クラブによ

る「八つ化け頭巾」他の公演 
68 名 

講座「絵本で子育て楽しんで

みませんか」（全 3 回） 

10/29、10/31 

11/5 

絵本の選び方や、絵本を使った歌、遊び

など 講師：子育てネットワーカー 

140 名 (70

組) 

秋の図書館まつり 10/26・27   

文字･活字文化のつどい 

「まいにちおはなし会」 
10/21～10/28 

文字活字文化の日にちなんだおはなし

会 協力ボランティア 9 団体 
318 名 

文字･活字文化のつどい 

「朗読会」 
11/3 豊川朗読の会による、大人向けの朗読会 40 名 

図書館検定 12/1～12/28  1001 名 

修理ボランティア養成講座

（全 2 回） 
12/6、12/13 

製本タナカ 田中稔さんによる、本の修

理の基本を学ぶ講座 
28 名 

手作りえほん講座 12/14 すみれ絵本の会による、手作り絵本講座 22 名 

読み聞かせボランティア 

スキルアップ講座（全 2 回） 
2/7 

読み聞かせボランティア養成講座修了

生を対象としたスキルアップ講座 

講師：日本子どもの会研究室岡崎支部長

霜田美津子さん 

19 名 

   合計 2,579 名参加 

  ※読み聞かせボランティアスキルアップ講座 2 回目 2/27、3 月の人形劇、3 月のむかしむかしのお

はなしコンサートは中止 
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（イ）図書館コラボイベント 

市役所各課等と連携し、図書館でイベントを開催。イベント内容に合わせ 

関連図書の展示・貸出を実施 

行 事 名 実施月日 課名等 参加者数 

「お子さんとの日常会話を大切に」 6/26・9/26 
カウンセリング室 

のっぽる 
38 名 

「創業ミニセミナー＆個別相談会」  8/18 商工観光課 8 名 

「乳がんになってしまう前に知っておきたいこと」 

セルフチェックと乳がん体験談 
9/17 保健センター 22 名 

図書館出張コラボイベントイベント 

「お父さんといっしょに絵本を学ぶ」 
11/23 愛知双葉幼稚園 120 名 

読み聞かせボランティアフォローアップ講座 9/26 子育て支援課 25 名 

鳥調査隊！バードウォッチング 12/8 
東三河地域活性化

実行委員会 
― 

 

（ウ）展示（エントランスホール） 

『図書館コラボ展示』市役所各課等と連携し、テーマに沿った図書展示を行ない、施策を PR 

展  示  名 実施期間 内     容 

「紙幣の肖像画の人物はどんな人？」展 4/10～4/24  

こどもの日読書展 4/18～6/18  

大橋屋（旧旅籠鯉屋）開館記念展示 4/18～5/14 『図書館コラボ展示』 

連休お役立ち本特集 4/25～5/9  

おはなしどうぶつえん 5/16～6/18  

まちなかイベント展 5/16～6/18 『図書館コラボ展示』 

開館２０周年記念展 

思い出の本募集・発表 
5/16～6/18  

田辺聖子展 6/11～6/30  

中央図書館２０周年記念展 6/20～7/16  

原ゆたか・こんのひとみ展 6/20～7/28  

ぼくのまち。ここに何があたら暮らしやすいかな 

～豊川市立地適正化計画の実現に向けて～ 
7/18～8/20 『図書館コラボ展示』 

起業・創業の本展 7/18～8/20 『図書館コラボ展示』 

平和の図書展 7/18～8/20 『図書館コラボ展示』 

がん・がん検診 8/22～9/17 『図書館コラボ展示』 

睡眠の日 8/22～9/17 『図書館コラボ展示』 



豊川の野菜をたっぷり食べよう 8/22～9/17 『図書館コラボ展示』 

トヨカワシティマラソン 2019 8/22～9/17 『図書館コラボ展示』 

親子で Happy!子育ての本展 9/1～9/29 『図書館コラボ展示』 

災害に備える 9/19～10/15 『図書館コラボ展示』 

風景の会絵画展 愛知を描く 

平成の残したい風景展 
9/19～10/15 『図書館コラボ展示』 

赤坂の舞台伝統芸能公演 9/19～10/15 『図書館コラボ展示』 

始めてみませんか？ウォーキングの本 10/1～10/15 『図書館コラボ展示』 

無錫市新呉区友好都市連携 

１０周年記念展 
10/17～11/10 『図書館コラボ展示』 

ひらけ！かがくのとびら展 10/17～11/10  

レオ・レオ二展 10/17～11/10  

歴史企画展「三河ではじめての中学校 宝飯中学校」 11/21～12/28 『図書館コラボ展示』 

明るい選挙啓発ポスター入選作品展 11/21～12/28 『図書館コラボ展示』 

年賀状の本展 11/21～12/28  

朗読で楽しむ物語の世界 1/5～2/18 『図書館コラボ展示』 

ねずみの本展 1/5～2/18  

天平の里 万葉ウィーク 1/5～2/18 『図書館コラボ展示』 

藤田宜永さんの本 1/5～2/18  

さくら❀はな展 2/20～3/17 『図書館コラボ展示』 

歴史資料のさまざま 時の金なり展 2/20～3/17 『図書館コラボ展示』 

春の訪れ展 2/20～3/17  

すみれ絵本の会作品展 3/19～4/14  

 

（エ）一般コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内     容 

子育て中のお父さん・お母さんを応援します! 4/18～5/14 『図書館コラボ展示』 

親子で Happy!子育ての本 2019 展 6/1～6/30  

理想の住まいづくりづくり 

豊川市が宅地を分譲します 
6/20～7/16 『図書館コラボ展示』 

じめじめとした梅雨の季節 気になるお肌の本展 7/3～7/16  



笑って ビビッて 伝統芸能  

～歌舞伎・落語・講談～ 
7/18～9/17 『図書館コラボ展示』 

豊川の美術家展 7/18～8/20 『図書館コラボ展示』 

夏のこわーいおはなし展 8/22～9/17  

創業・起業フェア 9/19～10/15 『図書館コラボ展示』 

ノーベル・文学賞展 10/11～10/15  

地域包括ケアってなに？展 10/17～11/10 『図書館コラボ展示』 

インフルエンザにかからないために 11/21～12/28 『図書館コラボ展示』 

寒－い冬だからこそおいしく食べて正しく動こう展 1/5～2/18 『図書館コラボ展示』 

親子で Happy!子育ての本展 1/16～2/29  

恋と愛の物語展 古典～近代文学 2/20～3/17  

もう一度読んでみたい！教科書に掲載された本から 3/19～4/14  

 

（オ）ミニ展示コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内     容 

緑のカーテンコンテスト展 4/18～5/14 『図書館コラボ展示』 

パブコメってなに？ 

あなたの意見をまちづくりに活かそう！展 
5/16～6/18 『図書館コラボ展示』 

まちなかベント情報 6/20～7/16 『図書館コラボ展示』 

夏休みはバスに乗ろう！ 7/18～8/20 『図書館コラボ展示』 

天平ロマンの夕べ 8/22～9/17 『図書館コラボ展示』 

学校給食献立コンクール展 9/19～10/15 『図書館コラボ展示』 

走ってまちを守る 防犯ランナーズ展 10/17～11/10 『図書館コラボ展示』 

医療の豆知識展 11/21～12/28 『図書館コラボ展示』 

空！宙！そら♪ 1/5～2/18  

10 代のあなたにおすすめする本展 2/20～3/17  

気合で走る！トヨカワリレーマラソン 2020 展 3/19～4/14 『図書館コラボ展示』 

 

（カ）児童コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

子どもの日・こいのぼり・

お母さんの本 
4/18～5/14 子どもの日や母の日にちなんだ本 



雨の日・お父さんの本 5/16～6/18 梅雨と父の日にちなんだ本 

たなばたに関する本 6/21～7/7 七夕、天の川などの本 

課題図書 6/1～8/31 2018 年の課題図書 

平和の図書 7/8～8/31 平和に関する本 

自由研究 7/8～8/31 夏休みの自由研究に関する本 

おじいちゃん・おばあちゃ

ん・お月見の本 
9/1～9/17 敬老の日やお月見にちなんだ本 

ハロウィンの本 9/19～10/31 ハロウィンに関する本 

「うち読」おすすめ本 11/1～11/30 「うちどく（うち読）」におすすめの本 

クリスマスに関する本 12/1～12/25 サンタクロース・クリスマスに関する本 

十二支・お正月に関する本 12/26～1/14 お正月に関する本や十二支が登場する本 

まめまき・おにの本 1/16～2/3 鬼や節分に関する本 

ひなまつりに関する本 2/4～3/3 ひな祭り・ひな人形に関する本 

卒業・入園・入学・春・と

もだちに関する本 
3/4～4/14 卒業・入園・入学・春・友情に関する本 

 

（キ）おはなしのへや利用状況  

団  体  名 実  施  日 回 数 参加者数 

おやこおはなしの会 毎月第１・４日曜日、第３土曜日 31 回 617 名 

絵本となかよしの会 毎月第１水曜日 12 回 548 名 

よんでよんでの会 毎月第３金曜日 12 回 141 名 

かみしばい会 毎月第３日曜日、第４金曜日 19 回 337 名 

おはなしのとびら 毎月第１土曜日、第２木曜日 21 回 505 名 

おはなしポケット 毎月第４火曜日 11 回 237 名 

Rainbow Reading 毎月第３日曜日  9 回 560 名 

おはなしペープサート 毎月第２日曜日 11 回 190 名 

なないろのこころ 毎月第３木曜日 12 回 333 名 

赤ちゃんひろば 毎月第２金曜日 11 回 315 名 

合     計 149 回 3,783 名 

※2/28 以降のおはなし会は中止 

 



（ク）本の修理ボランティア活動状況  

団  体  名 実 施 期 間 修理冊数 月平均 

修理本ボランティア 2019 年４月～2020 年３月 4,633 冊 421 冊 

  ※2/28 以降は活動中止。月平均は修理冊数を 11月で除した冊数。 

 

 

２ 音羽図書館 実施事業詳細 

（ア）行 事 

行  事  名 実施月日 内    容 参加者数 

子ども読書の日記念：おは

なし会（おはなしやさん） 
4/27 

絵本、手遊び、歌を楽しんで、包装

紙や折り紙でつくった「こま」や

「箱」をお土産とした。 

16 名 

秋の読書週間記念：おはな

し会（おはなしやさん） 
10/26・11/23 

絵本、紙芝居を楽しんだあと、黒画

用紙で作った「くろねこ」をお土産

とした。 

計 21 名 

合計 37 名参加 

 

（イ）展示  

展  示  名 実施期間 内     容 

小さなアートギャラリー 4/1～3/1 市民の手作り作品の展示（2 か月ごとに入替え） 

 

（ウ）児童コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

日本絵本賞受賞作品 4/1～4/30 2018 年度までの受賞作品 

新入園・新入学・進級におすす

めする絵本 
4/2～5/31 

新入園・新入学・進級におすすめする絵本

と児童書 

「子ども読書週間」2019 4/17～5/31 
「第 61 回子ども読書週間」用に音羽図書館

で選定した本の展示 

絵本屋さん大賞 2019 6/1～6/30 絵本専門店員のおすすめ絵本 

夏休みの宿題に役立つ本 7/1～8/31 
夏休みの自由研究や宿題に参考になりそう

な本 

絵本フェア 9/1～10/31 2018 年度に受け入れた絵本 

はじめての絵本 10/1～11/30 赤ちゃん向けの絵本 

クリスマスの絵本 11/1～12/28 クリスマスに関した絵本 

うち読コーナー 1/5～2/29 「うち読ノート」配布とともに本を紹介 

日本絵本賞受賞作品 1/5～3/1 2019 年度までの受賞作品 

 

 



（エ）大人向けコーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容（展示・貸出） 

若い人に贈る読書のすすめ

2019 
4/2～5/31 

読書推進協議会が選定した新社会人用図書

を始めとしたおすすめ本 

旅を楽しむ！2019 6/1～8/31 旅行を楽しむための本 

このミステリーがすごい！大

賞作品 2016～2019 
7/1～8/31 国内編 受賞作品など 

暑い夏をう～んと楽しむ本 7/19～8/31 
夏本番に向けた遊びお出かけ夏の夜の楽し

みに役立つ本 

心豊かに生涯読書 9/1～9/30 秋の夜長を音楽とともに 

心が軽～くなる子育ての本、心

を落ち着かせる音楽を！ 
10/1～11/30 育児・子育てに関する本や、音楽 CD 等 

笑顔が生まれるお料理本 10/1～11/30 食欲の秋に対応するレシピ本 

年末年始の行事本特集 11/1～1/31 クリスマスやお正月に役立つ本 

わが家のクリーン作戦の参考

本集めました！ 
12/1～1/31 掃除に関する本 

年始や仕事切り替えの行事本

特集！ 
1/5～1/14 お正月や年度末に役立つ本 

時代小説がおもしろい！ 1/5～3/31 人気作家の時代小説など 

  

（オ）カウンター前特設コーナーのテーマ展示・貸出（期間不定期） 

展  示  名 実施期間 内    容（展示・貸出） 

「サクラの木特集」 4 月 さくらにまつわる本 

課題図書 2019 6 月～8月 
第 64 回青少年読書感想文全国コンクール

「課題図書」 

心豊かに生涯読書！ 9 月 併設 

2020 年 うち読をはじめてみ

ませんか！ 
2 月 児童コーナーと併設 

 

（カ）ボランティア活動実施状況 

団  体  名 実  施  日 回  数 参加者数 

おはなしやさん 毎月第４土曜日 12 回 134 名 

 
  （キ）その他実施状況 

   ・館内での図書閲覧者による棚への錯誤返却が多いので、閲覧室中央に簡易返却箱「おとわんお

たすけボックス」を設けて、返却場所不明時の利便を図っている。 

 

 

 



３ 御津図書館 実施事業詳細 

（ア）行 事 

行  事  名 実施月日 内    容 参加者数 

七夕まつり 6/28～7/7 願い事を書いた短冊を笹に飾ってもらう。 142 名 

じゅげ～むだも

んで帳 
7/19～9/1 

夏休み中、本の貸出し時に、児童や幼児に手作り

の「絵入りじゅげ～むシール」と台紙を渡し、シ

ールの全てが集まると、落語の「じゅげむ」が完

成するしくみになっている。 

夏休み終了後、そうしたシールを集めた子ども

たちに、手作りのしおりをプレゼントした。 

300 名 

 合計 442 名参加 

 

（イ）一般コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

入園・入学準備のための手作りグッズ 4/1～4/16 
入園・入学を迎える子どもたちの手

提げ袋の作り方の本 

桜と野の花 4/1～4/16 桜の名所ガイドブック、野草の本 

心と体を整える本 4/1～4/16 新社会人となる人向けのマナー本 

ガーデニング グリーンに囲まれた生活 4/18～5/31 園芸本、庭造り本 

旅のお供にこの本を！！ 4/18～5/31 
ハイキングガイド、小型の旅行ガイ

ドブック 

祝！令和 5/1～5/31 皇室関係の本 

その時、歴史が・・・！！ 6/1～6/30 歴史の転換点に係る本 

お茶で豊かな生活を 6/1～6/30 コーヒー、紅茶、日本茶の本 

行ってみたい美術館・博物館 7/1～7/31 県内、近隣県の美術館・博物館の本 

自由研究・読書感想文 7/1～8/31 自由研究・読書感想文の参考本 

戦争と平和 8/1～8/31 
第二次世界大戦の本、戦後復興の本、

平和の大切さを訴える本 

いつでも、どこでも！！ 

防災、防犯の心構え 
9/1～9/29 防災・防犯に関する本 

夏の疲れを回復！！ 9/1～9/29 夏バテ防止の料理本、軽運動の本 

10 月 22 日即位礼！皇室の歴史 10/1～10/31 
皇室行事を紹介した本、古くから続

く皇室の歴史本 

登山を楽しもう 10/1～10/31 東海地方の登山ガイド本 

秋の夜長のミステリー 11/1～11/30 おすすめミステリー本 

古典に親しもう 11/1～11/30 日本古典文学紹介 

家じゅうスッキリ！！ 12/1～12/28 大掃除に関する本 

冬のお便り 12/1～12/28 年賀状・絵手紙・版画に関する本 



着物を着こなす 12/1～1/31 着物の着付けに関する本 

お詣りしたい神社・仏閣 12/1～1/31 神社・仏閣に関する本 

心を鬼にしない本 2/1～2/29 平常心の維持を示す本 

かじかんだ ココロに届く ホッカホッ

カ本 
2/1～2/29 エッセー本 

 

（ウ）児童コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

春だね！春の絵本！ 4/1～4/16 春を題材にした絵本 

読み継がれる絵本・本 4/18～5/14 古くからの名作が絵本になったもの 

歯を大切に 5/16～6/30 虫歯予防に関する絵本 

家族のおはなし 5/16～5/31 
家族団らん風景の絵本、家庭を物語

にした絵本 

今年の課題図書、これまでの課題図書 6/1～8/31 2019 年の課題図書・近年の課題図書 

七夕と星の伝説 6/1～7/7 七夕を題材にした絵本 

そうなんだ！かがく絵本 7/1～7/31 科学を分かりやすくした絵本 

こわいこわ～いおはなし 8/1～8/31 恐怖体験の本など 

あっ！！危ない！！ 

危険から自分を守ろう 
9/1～9/29 防災・防犯に関する絵本 

お月さまのおはなし 9/1～9/29 月を知る、月の物語 

おじいちゃん、おばあちゃん、ありがと

う 
9/1～9/29 

おじいちゃん、おばあちゃんと一緒

の暮らしや、高齢になっても仕事を

続け活躍する姿を紹介した絵本 

ハロハロ ハロウィン！！ 10/1～10/31 ハロウィンに関する絵本 

おしごと絵本と物語 11/1～11/30 色々な仕事をする人の絵本 

クリスマス絵本 11/1～12/25 クリスマスに関する絵本 

新年の絵本 12/25～1/14 お正月に関する絵本 

鬼とパンツの絵本 1/5～1/31 鬼・豆まき・節分に関する絵本 

麒麟（きりん）がきた！ 2/1～2/29 キリン（動物）の絵本 

 

（エ）特設コーナーの展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

ふるさとの鉄道特集 4/1～4/16 
飯田線、東海道本線、東海道新幹線

に関する本 

新設活に疲れたと思ったら… 4/18～6/18 心を癒すための心理本 



「絵」を見て感じて描いて 6/20～8/20 
水彩画、水墨画、スケッチなど、絵

を描くためのガイド本 

お相撲さん 大好き！ 8/22～10/14 大相撲の本 

あなたの知らない児童書の世界 10/19～12/17 大人向けの児童書 

日本の歴史 1/5～2/18 歴史本 

「読んでから観るか、観てから読むか」

映画やドラマの原作本を楽しもう！ 
2/20～3/1 人気映画やテレビドラマの原作本 

 

（オ）ボランティア活動実施状況 

団  体  名 実  施  日 回  数 参加者数 

はっぴーたいむ 毎月第３日曜日 11 回 69 名 

よむよむおじさんと 

ゆかいななかまたち 
毎月第２水曜日 11 回 134 名 

 

 

４ 一宮図書館 実施事業詳細 

（ア） 行 事 

行  事  名 実施月日 内    容 参加者数 

図書館おみくじ 1/5～1/24 

新年の運試し、大吉・中吉・小吉 

本の貸出者１名につき１日１回おみくじを引い

てもらう。大吉が出た人にはオリジナルしおりを

プレゼント 

506 名 

 

（イ）特別展示コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

新生活を始めよう！ 3/21～4/16 
入学・入園準備、新社会人に向けてのエー

ルとなる本 

子供の読書週間：「おすすめ読み聞

かせ本」 
4/18～5/14 

子どもたちに読んであげたい本・読んでも

らいたい本 

天皇退位 4/18～5/14 
天皇とはなにか？歴史を踏まえて考える

本 

豊かな人生を送るヒント 5/16～6/18 
シニア向けにこれからの暮らし方に関す

る本 

課題図書・自由研究 6/1～8/31 
 

読んで旅する本 6/20～7/16 旅行、キャンプなどの旅行関係の本 

戦争と平和 7/18～8/20 
終戦記念日に関連して、戦争と平和に関す

る本 



こわい本 8/22～9/17 おばけ・ようかい・ホラーなどの怖い本 

あなたは犬派？それとも猫派？ 9/19～10/15 動物愛護に関連し、動物に関する本 

秋の夜長はミステリーを読もう！

犯人は誰だ！！ 
10/19～11/19 ミステリー本 

悩めるあなたの処方箋 11/21～12/17 
人生訓、教訓などを中心に、心が軽くなる

本 

年末年始を過ごす本 

新しい年への誓い 
12/19～1/14 

大掃除、おせちなど年末年始に役立つ本 

神社仏閣めぐりの本、御朱印の本 

ちょっと痩せて健康になろう！ 1/16～2/18 ダイエット、健康に関する本 

本でカフェを楽しむ 2/20～3/1 
おうちでカフェ気分を味わえるような本、

近隣のカフェが載っている本 

 

（ウ）ボランティア活動実施状況 

団  体  名 実  施  日 回  数 参加者数 

おはなしだいすき 毎月第２火曜日 9 回 51 名 

 

 

５ 小坂井図書館 実施事業詳細 

（ア）特別展示コーナーのテーマ展示・貸出 

展  示  名 実施期間 内    容 

緑いっぱい～花いっぱい 3/21～4/16 ガーデニングなど、緑と花に関する本 

ああ～憧れの街“東京” 

東京オリンピックのこの時

だから… 

4/18～5/14 
東京の歴史と、今行きたいスポットなどを織り交

ぜて紹介する本 

世にも奇妙な世界 5/16～6/18 スピリチュアル、ミステリーなどに関する本 

課題図書 6/1～8/31 感想文の書き方・課題図書（過去のも含む）の本 

元ネタを探せ！ 

～あの名作をもう一度～ 
6/20～7/16 映画化、ドラマ化された原作、映像に関わる資料 

がんばれ日本！ 

世界で活躍する選手 
7/18～8/20 

世界で活躍している、又は、活躍が期待される選

手・団体のスポーツに関する本 

防災！！もしもの時、すぐ

行動できますか？ 
8/22～9/17 災害に備え、暮らしを守るための情報 

Ｃｏｏｌ（クール） 

粋な生き方 
9/19～10/15 手帳、文房具、おしゃれなど、粋な生き方とは 

幸せになるための 

お金の使い方 
10/19～11/19 

自己投資（スキルアップ）、貯蓄、居心地のいい

暮らしに資する本 



ほっこり～まったり～ 

冬の暮らしを楽しもう！！ 
11/21～12/17 

冬の食べ物、遊び、スポーツ、暮らしなど、冬を

楽しく暮らすための参考となる資料 

年末年始をＨＡＰＰＹに 

お疲れ様一年… 祝新年！ 
12/19～1/14 クリスマス、お正月を楽しく過ごすための本 

贈り物 大作戦！！ 

感謝を形に変えて… 
1/16～2/18 

バレンタイン、手紙、カード、花、お土産などの

参考となる本 

思い出を残そう～ 2/20～3/1 
写真、映像などの撮影方法やデータの整理方法な

ど、記録を残すために役立つ本 

 

（イ）ボランティア活動実施状況 

団  体  名 実  施  日 回  数 参加者数 

大きなかぶの会 毎月第１水曜日 10 回 54 名 

 

 
 


