静岡図書館友の会10年の歩み
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会報（8ページ）1号・2号発行

2009年
1月18日

第1回 総会 ・ 設立記念講演会
講演会 村松友視氏

もくせい会館

「嘘と本当のあいだ」

2月14日

第1回 しずともセミナー

5月16日

第13回 静岡県図書館づくり交流会

第1部
第2部

富士ホール（230人）

静岡県立中央図書館（21人）

「静岡県立中央図書館を知ろう」

静岡県立中央図書館（63人）

講演 福田誠治氏 「フィンランドの教育と図書館」
リレートーク
新出氏（県立中央図書館） 佐藤由乃氏（静岡職員藁科図書館） 朝比奈和美氏
（美和に身近な図書館をつくる会） 佐藤英子氏（学校図書館を考える会・静
岡） 豊田高広氏（静岡市立御幸町図書館）

6月

静岡県知事選挙立候補者より図書館に関する公開質問状の回答を得る

9月25日

第2回しずともセミナー
清水中央図書館

市埋蔵文化財センター（30人）

「図書館ツアー」（市施設見学会）

清水興津図書館

東海道広重美術館

10月～2010.3月

「公共図書館職員のタマシイ塾」の主催

[(財)図書館振興財団助成事業]（22人）

11月18日

静岡図書館フェスティバル2009

共催：静岡市立中央図書館（200人）

「図書館を3倍楽しむ日曜日」

講演 漆原宏氏（写真家）「ファインダーに広がる風景～人・本・図書館～」
・ パネル写真展「ファインダ－に広がる風景」 ・ 絵本展「絵本の中の図書館」
・ 朗読とチェロの調べ（津田望館長） ・ 読み聞かせ ・工作

● しずとも基金設立

● 古本リサイクルに協力
会報第3・4号発行

2010年
1月17日

第2回 総会 ・ 講演会
講演会 加藤剛氏

2月21日

もくせい会館（102人）

「語るエッセイ」

第14回 静岡県図書館づくり交流会

第1部

講演 川勝平太氏（静岡県知事）「図書館を語る」

第2部

分科会
第1分科会

「図書館職員のスキルアップ」

第2分科会

「県外の図書館づくり運動から学ぶ」

第3分科会

「学校図書館とマンガ」

共催：図書館問題研究会静岡支部
静岡労政会館（108人）

5月21～23日 ブックリサイクル

共催：市民エコワーク

5月29日

番町市民活動センター主催の番町キッズルーム「おはなしの会」に協力

10月3日

静岡図書館フェスティバル2010

「そうだ、本を読もう！」

講演 鈴木邦彦氏（沼津高専名誉教授）
朗読 上藤美紀代氏

あざれあ交流会議グループ あざれあ

共催：静岡市立中央図書館（200人）

「私のとっておき5冊」

「ぬくもりのコミュニケーション」

・ ブックトーク ・おはなし会 ・しおりづくり
・ 展示（中央図書館・清水中央図書館・興津）「私の1冊 日本の100冊」（協力NHK）

10月23日

「被爆ピアノコンサート」

11月12日

図書館ツアー

朗読と配布用「戦争に関する絵本」小冊子作成の協力
県立中央図書館子ども図書館研究室（17人）

● 「静岡の100冊・私の1冊」「夢と希望と未来を託して…私の理想の図書館」というタイトルで文章を募集
会報第5号・6号発行

2011年
1月23日

第3回 総会 ・ 講演会
講演会 諸田玲子氏

3月

もくせい会館（140人）
「戦国・幕末の女たち男たち」

静岡市長選挙立候補者により公開質問状の回答を得る
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5月15日

第15回 静岡県図書館交流会（図書館づくり交流会より改称）

主催：静岡県図書館交流会実行委員会

講演 吉田右子氏（筑波大学大学院准教授）「コミュニティを元気にするデンマークの公共図書館」藤枝市立駅南図書館（100人）
2分科会のうち「集まれ！図書館サポーター」で、当会の活動報告

6月

田辺信宏市長・教育長・中央図書館長に「静岡市立図書館の運営についての提言書」を提出

7月24日

講演 石井山竜平氏（東北大学大学院准教授）

8月30日

第51回 全国社会教育研究会（静岡集会）

「東北被災地からの発信」 （30人）
あざれあ

第14分科会で当会の活動報告を発表

10月14日

第97回 全国図書館大会多摩大会
第18分科会で当会の活動報告を発表

10月30日

静岡図書館フェスティバル2011

共催：静岡市立中央図書館（100人）

「しずおか発見」

講演 織田元泰氏（当会顧問・元静岡市教育長）

「静岡の災害の歴史」

・ ブックトーク ・ おはなし会 ・ ブックカバー手提げバッグ
・ 展示 「十返舎一九の板木（『木村文庫』）」（協力・駿府十返舎一九研究会）「静岡の100冊 私の1冊」（南部、清水中央も）

●「静岡の100冊・私の1冊」を引き続き募集
会報第7号・8号発行

2012年
1月20日

第4回 総会 ・講演会

もくせい会館（120人）

講演会 アーサー・ビナード氏

「カチカチ山に死の灰が降る日」

来賓の田辺信宏市長より祝辞

1月28日

市長とお茶カフェ☆トーク 「図書館とまちづくり」

6月23日

第16回静岡県図書館交流会

静岡市立中央図書館図書館

講演 片山善博氏（元鳥取県知事）「知の地域づくりと図書館のミッション」

関連の2団体とともに参加（当会4人）
共催：静岡県図書館交流会実行委員会
静岡県立中央図書館（140人）

ワールドカフェ 「夢を話そう！こんな図書館、あったらいいね」

8月25日

図書館セミナー

静岡市産学交流センター（50人）

「図書館で物語を紡ぐ」

鼎談 鈴木善彦氏（静岡文化芸術大学理事・元静岡県教育長）
平野雅彦氏（当会顧問・静岡大学客員教授） 草谷桂子氏（当会運営委員）

9月3～16日

幼年誌『あそび』の展示に協力

10月28日

静岡図書館フェスティバル2012
講演 小澤正人氏

共催：静岡市立中央図書館（230人）

「音楽と遊ぶ」

「音楽で甦る日本の名作映画」

・ 「せいくらべの会」による童謡
・ ブックトーク

主催：静岡大学チームこんぺいとう・静岡県立中央図書館 静岡県立中央図書館2階

・ 唱歌

・ 「ねこバス」がやってくる！

・ 本の保護カバーかけ

・ 展示 「静岡の100冊」 『あそび』原画展 「明治・大正時代 デザイン資料」 音楽に関する本・CD

● 静岡県文化政策課「ふじのくに ささえるチカラ」プロジェクトに参加
● 「静岡の100冊・私の1冊」募集しめきり
会報第9号・10号発行

2013年
2月10日

第5回 総会 ・ 講演会
講演会 森まゆみ氏

もくせい会館（135人）
「鷗外・漱石・東京」

3月12日

川勝知事と会見（県内他団体と共に）図書館の振興について

3月

静岡市美術館 「新美南吉100年 ごんぎつねの世界展」で「南吉のおはなしをたのしむ、読み語り」に協力

6月

静岡県知事選挙立候補者より公開質問状の回答を得る

6月13日

静岡大学附属図書館見学会

（20人）

6月30日

第17回 静岡県図書館交流会

共催：静岡県図書館交流会実行委員会
静岡県立中央図書館（50人）

講演 明定義人氏 「子どもと本をつなぐ」
ワールドカフェ

11月30日

「夢を話そう！こんな図書館あったらいいね」

第1回 図書館セミナー

アイセル21（30人）

「人と本をむすぶ～大学生に聞く・大学生と話そう」
・ 大学生の活動報告（ONESなど） ・ 模擬ビブリオバトル

12月8日

第２回 図書館セミナー

あざれあ（70人）

講演 井上一夫氏 「映像で語る 武雄市図書館のホントのこと」

● 静岡大学附属図書館外部評価委員に運営委員が委嘱される
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会報第11・12号発行

2014年
2月2日

第6回 総会 ・ 講演会

もくせい会館（100人）

講演会 瀬名秀明氏

「明日を考えること、未来を小説でつくること」

3月6日

函南町立図書館見学

（10人）

4月27日

第18回 静岡県図書館交流会

共催：静岡県図書館交流会実行委員会
静岡県立中央図書館

講演 福山光幸氏

「IT 社会におけるプライバシーの課題と図書館について」

・ 「図書館の自由」（佐久間美紀子氏） ・ 「武雄市図書館問題」（山下多津美氏）
・ 「福島の図書館」（草谷桂子氏） ・ 交流会

6月1日

「疎開した40万冊の本」上映に協力

6月20日

関東地区公共図書館協議会総会で「静岡の図書館支援活動」報告

8月7日

第1回 図書館セミナー

静岡ＡＯＩ
共催：静岡市立北部図書館
静岡市立北部図書館（35人）

「ビブリオバトルを楽しもう～ゲームで広がる読書の輪～」

10月31日

第100回 全国図書館大会（東京）

明治大学駿河台キャンパス

・ 日本図書館協会より 「図書館への支援活動」団体として表彰
・ 分科会「市民と図書館」で「静岡の図書館協議会」について報告

11月10日

安倍徹県教育長に「静岡県立中央図書館の運営についての提言書」を手渡す

11月23日

第2回 図書館セミナー

共催：静岡市立中央図書館
静岡市立南部図書館（40人）

「図書館の世界へようこそ！絵本・映画の中の図書館」
講演 小澤正人氏
・ ブックトーク

草谷桂子氏

大澤眞明氏（静岡市立中央図書館館長）

会報第13号・14号（ここからオールカラー）発行

2015年
2月22日

第7回 総会 ・ 講演会

もくせい会館（76人）

講演会 イリナ・グリゴレ氏

「私の中に生きている本～ルーマニアで育んだシュルレアリスム～」

3月11日

田辺信宏静岡市長に静岡市立図書館の運営について公開質問状を送付

3月

静岡市長選挙立候補者より公開質問状の回答を得る

6月30日

第19回 静岡県図書館交流会
講演 鎌倉幸子氏

共催：静岡県図書館交流会実行委員会
「走れ！移動図書館プロジェクト～本でよりそう復興支援」 静岡県立中央図書館（52人）

活動報告 ・ 県立中央図書館子ども図書研究室（眞子みな氏） ・ 浜松市立佐久間
図書館（長谷川陽子氏） ・ 東伊豆町立図書館（内山淳子氏）

9月-16年6月 静岡市科学館る・く・るの「めばえの科学おはなし会」に協力
10月7日
専修大学文学部教授荻原幸子氏の「図書館のあり方について活動している
住民団体の調査、研究」に協力し、インタビューを受ける
10月17～
11月21日 静岡市美術館 「ちひろ美術館・世界の絵本原画展」で「絵本を楽しむおはなし会 ・ 読み語り」に協力
共催：静岡市立中央図書館
11月1日
2015 しずとしょフェスタ
講演 安田真理氏（静岡市美術館学芸員） 「絵本をひらくと」

静岡市立中央図書館（395人）

・ 折り紙教室 ・ フィルムコートかけ ・ 音楽入りお話会と工作
・ ブックトーク ・ 図書館ツアー ・ 移動図書館車案内

会報第15号・16号発行

2016年
1月31日

「町田の図書館活動をすすめる会」と交流
市立中央図書館と御幸町図書館を見学、懇談

2月11日

第8回 総会 ・ 講演会

もくせい会館（107人）

講演会 しりあがり寿氏

6月4日

「マンガとアートと静岡」

第20回 静岡県図書館交流会

共催：静岡県図書館交流会実行委員会

講演 岡本真氏 「未来の図書館をはじめませんか？―まだ図書館がすべきことを探してー」

静岡県立中央図書館（36人）

活動報告 掛川市立中央図書館（奥野寿夫氏） 富士宮市立芝川図書館（高瀬一
樹氏） 藤枝図書館友の会（南雲初義氏）

8月19日

図書館セミナー
3人によるトークライブ

静岡市産学交流センター(ビネスト)60人
「本とつながる、人とつながる」

市原健太氏（古書店主）・川村美智氏（アイセル館長）・宮本博之氏（静岡市立中央図書館副館長）
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10月30日

2016 しずとしょフェスタ

11月16日

静岡県図書館の新館建設についての「要望書」を、静岡県読み聞かせネット
ワーク、藤枝図書館友の会と共に（24賛同団体）木苗県育長に手渡す

共催：静岡市立中央図書館
「妖怪図書館―静岡版ハロウィーンを楽しもう」
・ 妖怪原画展 ・ おもしろ妖怪学 ・ 妖怪人気投票 ・ 手回しオルガン ・ ブックトー 静岡市立中央図書館（292人）
ク ・ 青空コンサート ・ フィルムコートかけ ・ 図書館ツアー ・ 移動図書館車案内

会報第17号・18号発行

2017年
1月10日

田辺信宏市長あて「静岡市立図書館の職員についての要望書」を高木市教育長に提出

2月26日

第9回 総会 ・ 講演会
講演会 髙橋源一郎氏

5月22日

もくせい会館（193人）
「だいたいでいいんじゃない？」

第22回 静岡図書館交流会

共催：静岡県図書館交流会実行委員会
静岡県立中央図書館（63人）

「いま改めてこれからの県立図書館を考える」
講演 河原崎全県立中央図書館長

「館長が語る新たな県立図書館像」

・ 「利用者・市町立図書館員が語る県立図書館」
内山淳子氏・東伊豆町立図書館、 長谷川陽子氏・浜松市立佐久間図書館、 佐久間美紀子氏・ＮＰＯうぐいすリボン
・ 参加者によるアピール文 「静岡県図書館交流会が望む新しい県立図書館のすがた」を採択

5月

ホームページをリニューアル

6月5日

静岡県図書館交流会で採択されたアピール文と「県民からの要望」を木苗県教育長と県議会議員に提出

6月

静岡県知事選挙立候補者より公開質問状の回答を得る

6月17日

図書館セミナー
講演 山崎佳代子氏

7月27日

静岡労政会館（95人）
「食物、女、戦争 セルビアから時代を読む」

満井義政氏（当会顧問）を代表、田中文雄（当会代表）を事務局長とする
「新たな静岡県立図書館を望む会」を5団体（熱海読み聞かせの会・掛川市子
どもの読書活動を考える会・静岡県読み聞かせネットワーク・藤枝図書館友の会・
静岡図書館友の会）により設立する

9月20日
10月29日

「新たな静岡県立図書館を望む会」、184団体の賛同を得て「要望書」を川勝平太県知事、杉山盛雄県議会議長に提出
2017 しずとしょフェスタ

「図書館を5倍楽しむ日曜日～手をつなぐサポーターたち」 主催：静岡市立中央図書館
静岡市立中央図書館（398人）
他のボランティア団体と共に参加・協力

・ おはなし会 ・手回しオルガン ・チェロで奏でる『セロ弾きのゴーシュ』 ・ブックトーク
・ 対面朗読・録音図書体験 ・図書館ツアー ・フィルムコートかけ ・移動図書館案内

会報第19号・20号発行

2018年
3月4日

第10 回総会 ・ 講演会
講演会 鈴木重子氏

もくせい会館（162人）
「言葉、声、身体を開く～身体性のある言葉を伝える～」

★「新たな県立図書館を考える講演会」（新たな静岡県立図書館を望む会と静岡県図書館交流会との共催事業）
2月4日

第1回 寺田芳郎氏（建築家）「新しい図書館ができるまで～施設計画の視点から～」

（70人）

5月20日

第2回 中永廣樹氏（元鳥取県教育長）「地域づくり、人づくりと図書館の役割」

（58人）

9月29日

第3回 吉田右子氏（筑波大学教授）「真のにぎわいを生む北欧の公共図書館」

（47人）

8月19日

第1回 図書館セミナー

共催：静岡市立中央図書館(120人）

「静岡生まれの絵本『教室はまちがうところだ』の世界」
・ 「知ろう！語ろう！『教室はまちがうところだ』の原点」詩を書かれた蒔田晋治さんのご家族と教え子などによるト－ク
・ 講演 長谷川知子氏

「わたしと絵本」

・ 絵本作家長谷川知子氏による子どもむけワークショップ「作って遊ぼう！“走らせマシーン”」

9月11日

「新たな静岡県立図書館を望む会」、2回目の「要望書」を川勝平太知事と渥美泰平県議会議長に提出

10月21日

2018 しずとしょフェスタ

共催：静岡市立中央図書館
お茶の講演＆試飲の会 講師 勝山高氏（静岡県読み聞かせネットワーク代表） 静岡市立中央図書館･城北公園（444人）
「図書館と公園 ふたつ楽しむ日曜日」

・ おはなし会 ・手回しオルガン ・クラウンと遊ぼう
・ 対面朗読・録音図書体験 ・図書館ツアー ・フィルムコートかけ ・移動図書館車案内

10月29日

第2回 図書館セミナー

アイセル21（11人）

「コンパクトシティ構想」について学ぶ（静岡市都市計画課による出前講座）

● 会員数 219人 （2018.12月現在）
● 2010～18

静岡市立図書館に図書等を寄贈、総額5,161,024円

● 2015～18

静岡市立図書館の雑誌スポンサー制度に協力し、雑誌を寄贈、総額206,892 円
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