
令和 4 年度 NPO 法人上田図書館倶楽部 事業計画

コロナ感染の状況により中止等計画が変更になる場合があります。

学習活動部会

部員２名 部会長：竹田喜一

事業名 実施期間・期間 ねらい 内容

チャレンジ

将棋講座
２月

文化事業、ライブラリ

ーを広く知ってもらう

キッカケにする。

将棋指導と中級者以上のため

の将棋大会

講師：竹田貴一

情報サービス部会

部員 19 名 部会長：西入幸代 副部会長：望月聡子

事業名
実施月日・

期間
事業のねらい 事業内容

ネット＆カフェ in ラ

イブラリー

毎月 1 回～2

回

年間 22 回

情報格差是正のための

取り組み

初心者対象のインターネ

ット、Excel、Word 演習の

個別サポート。

サポーター 1～2 名／1回

（スタッフ 3 人）

動画による調べ方案内

作成事業

年間に 3点 デジタル情報源の増加

に対応した調べ方案内

を公開

上田市に関するテーマの

調べ方を紹介する動画を

作成する（スタッフ 3

人）

情報活用サポート（上

田市から受託）

毎月 8 回 情報リテラシー支援 データベース・web 検索、

パソコン操作の個別支

援、スタッフ 1 人／1回

（スタッフ 5人）

電子ジャーナル「環」

の発行

（上田市から受託）

年 4回発行

（4・7・

10・1 月）

千曲川地域の人と文化

を紡ぎ、発信する。人

と地域のつながりを深

め、文化とコミュニケ

ーションの環を拡げて

いく。

スタッフが分担して取

材・執筆・編集を行な

う。各分野で活躍してい

る方からの寄稿も掲載。

「環」のＰＲにも努め

る。（スタッフ 6人）

zoom 講座

（上田市から受託）

年 2回 オンラインによる通話

や会議の方法を学ぶ。

初心者向けの zoom 基礎講

座（講師１人、アシスタ

ント 1 人）

ビブリオバトル

（上田市から受託）

年 3回 図書館の本の紹介 オンラインまたはリアル

でおすすめの本を紹介す

る（スタッフ 3 人）



貴重資料等の整理業務

（上田市から受託）

年 300 時間 地域資料の活用を図

る。

貴重資料の整理・目録作

成・OPAC 登録（スタッフ

3 人）

EXCEL・WORD 塾

（マルチメディア情報

センターから受託）

月 3回

土曜日

WORD・EXCEL 問題集、

MOS 試験対応のサポー

ト

個別支援サポーター派遣

サポーター 1～2 人／1回

（スタッフ 3人）

ことばの繭ホール文化事業部会

部会長：中村恵子 副部会長：西澤孝子

事業名 実施月日 事業内容

コンサート
R5 4/16(土)

高野辰之の詩による唱歌と日本歌曲

嶋田多華子：ソプラノ、松坂 聖子：ピアノ

5/28（土） 齋藤寧子：ピアノ、古川美登里：オーボエ

朗読会 6/25（土） 朗読会 青木裕子

コンサート

7/16（土） 汐入規予 他

8/21（土） コカリナコンサート れんげ畑

9/17（土）
ハーモニカコンサート：信州国際音楽村ハーモニ

カメイツ

10/15（土）
トリオ・ゾンネ オーボエ 石井聡恵、 トロン

ボーン：高木夏子、 ピアノ：山極遥香

コンサート

11/19（土）
R4 年 4月の延期 高野辰之の詩による唱歌と日本

歌曲 嶋田多華子ソプラノコンサート

12/17 (土）
クリスマスコンサート

木内貴大（ピアノ）、木内裕美(ヴァイオリン)

R5 1/21（土） 新春コンサート 予定

2/18(土) 津軽三味線コンサート 予定

朗読会 3/11（土） 名作を味わう大人の朗読会 駒村則子 予定

但し場合によっては中止とします。4月は中止しました。

事業のねらい：2004 年からほぼ毎月 1 回、コンサートや朗読会などを行ってきて既に 187

回になる。出演者はプロ・アマを問わず地元ゆかりの若い演奏者の発表の場とすることを

目指してきた。これは地域文化の創造と発信という意味で意義がある。

参加者にとって、目の前で聴く生演奏は楽しめることであり、併せて安いチケット代も高

齢者の方に喜ばれている。

参加者もプログラムによって変わり、特に男性客が多くなるなど大きく変わってきている。

常連さんだけの参加ではないので、継続することが多くの市民に図書館を知ってもらう機

会となる。コンサートなどに来て、初めてライブラリーを知ったという参加者もいる。

【演奏を楽しんでいる人】と【演奏会を楽しみにしている人】双方の潤いの場として発信

を継続していきたい。 スタッフ 5 名/回



子ども子そだて部会

部会長 滝沢順子

実施月日・期間 事業のねらい 事業内容

絵本講座 全６回

６月～１２月 全６

回

月１回 第２日曜日

（８月は除く）

優れた絵本は、文学と

美術が結びついた芸術

作品。子どものみなら

ず、大人にとっても重

要な文化財である絵本

の理解を深め、親しん

でもらう。

本年度は、3 冊の絵本を深く読

み込んでいく。

1 冊の絵本を、1 回目はグループ

討議、2 回目は講師による講義

を行う。第 1 回目は『あたしの

すきなものなぁんだ？』

講師：稲垣勇一

（スタッフ ２人）

子 ど も 民

話 語 り 手

養成講座

毎月２回

第２,４日曜日

（8,12 月は 1 回）

子どもたちに民話の文

化 に 深 く触 れ て も ら

い、自主性を伸ばしな

がら語り手として育て

てく。

民話の学習、語りの練習、

語りの発表

講師:稲垣勇一

絵本ゼミ 全５回

５/２２・７/２４

９/２５・１１/２７

２/２６

絵本を通じて、自分に

とって絵本とは何かを

考え、絵本講師を目指

す。

少人数で課題の絵本に関する研

究、議論をゼミナール形式で学

習する。

講師：稲垣勇一

(スタッフ １人)

読みのグループ活動

読みのグループ 実施期間 事業のねらい 事業内容

「稲穂」

「ゆうゆう」

「おはなしさん

ぽ」

毎月１回

隔月

随時

絵本や読みについて学

習し、実践を通して、

絵本の楽しさ、読みの

楽しさ・重要性を広め

る。

絵本の勉強会、読みの勉強会

読みのボランティア

（小学校・児童館・高齢者施設)

JA 有線放送の朗読

おはなしかいの実施

各種読みのイベントに参加

喫茶つつじ部会

部会長：神尾 みち子 副部会長：神林 和江

部員 4 名（調理師免許取得者名 1 名 食品衛生管理者 3 名）

営業

時間

臨時休業

11：00～16:00 オーダーストップ 15：30

お盆休み（13.14.15 日）年末年始休業

コロナ感染状況を確認して対応する

飲み物類 コーヒー 300 円

業務
ネット＆カフェ開催の時は繭ホールで飲み物提供

繭ホールで開催のチケット取扱



その他

サンコリテップ（厨房内細菌、手のひら、まな板等）の検査と検便提出

食品衛生自主管理点検評価を受ける

上田飲食店組合に加入

毎月 1 回部会を開催

コロナ感染予防対策をしっかりする。手洗い、消毒、換気、飛沫予防のパネ

ル設置,CO2 センサー



部会に属さない事業

事業名 予 定 期

間

事業内容

倶楽部だより“とーく”

発行

（スタッフ 4人）

隔 月 発

行

倶楽部活動計画と実施した活動の様

子を伝える。

チーフ 児玉裕

製本修理（上田市から委

託）

（スタッフ 2人）

年 180

時間

上田情報ライブラリーの製本修理。

ホームページ運営

他広報

随時 倶楽部の各種事業の広報、報告

スタッフ 西入幸代
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