
●オーナー…セントラルリーシングシステム株式会社
●企画運営…一般社団法人まちライブラリー
●会員カード…500円（年会費などはかかりません）
●開館日…毎日10時～20時（年末年始12/31~1/3は休館）
●電話…０123-25-3544
●メール…machilibrary.chitose@gmail.com
●アクセス…JR千歳駅より徒歩10分、バス停「仲の橋通」下車すぐ。
※駐車場は、タウンプラザ駐車場、グリーンベルト地下駐車場を
ご利用の際は、館内で認証すると3時間無料です。

まちライブラリー＠千歳タウンプラザとは、本を持ち寄り、みんなで育てるライブラリー。誰でも
自由に本を読みながらくつろぐことができ、飲食もOK。会員になれば本の貸出、Wi-Fi利用、
イベント開催なども可能。2018年10月現在、蔵書は２万２千冊を突破し、会員1,500名以上。
千歳の観光案内スポットとして地図づくりにも取り組み、千歳の魅力発信も行っている。 

まちライブラリー＠千歳タウンプラザの紹介

ラテン文化を楽しむお話やサルサダンス、また簡単な英語とスペイン語
を一緒に楽しみましょう！！大人も子どもも歓迎です。

ラテン文化を楽しむ会
24
2 シルベストレ・バルガス

寒い冬、忙しい年末。そんなときこそ、ほっとする瞬間や癒される瞬間、
好きな瞬間について一緒に話しませんか？好きな飲み物を片手に、ゆる
ゆるほっとするひとときを過ごしましょう！オススメの癒しグッズを持っ
てきていただくのも大歓迎です！

ほっとする会
25
2 あっつん

皆さんが知っている千歳の魅力について教えてください！私は千歳で
穴場のお店を知っている！私は千歳の見どころを知っている！私は千歳
のための素晴らしい活動を知っている！そんな皆さんの情報が「ハピマ
ガ」に掲載されるかもしれません！年に二回発行される「ハピマガ」。ど
のようにして作られるか、技術的な部分もお伝えします。

私は知っている！千歳の○○○○
26
2 ハピマガ

７年程前からネコを飼い始め、現在２匹のネコと暮らしています。ネコの
魅力やネコと生活するなかで起こる楽しいことについて、お話したいと
思います。

ネコのいる暮らし
27
2 京屋能子

お芝居の中のまちライブラリー。この発想から生まれたのが今年２月
「夢舞台２０１８」で千歳北陽高校演劇部が上演した顧問創作台本『さく
らさくら風に歌え』です。お芝居の中のまちライブラリーはどのように
生まれたのかを軸に現実とフィクションの関連性についてお話ししたい
と思います。

まちライブラリー×高校演劇
20
2 塩野潔 ［千歳北陽高校 教諭］

バブルの象徴ともいえるスポーツは、スキー・ゴルフです。その文化は
とても楽しいものですよ。また、ビジネスは、小さな事のつみかさねか
ら大きな逆転を生みます。その神髄を熱く語ります。

スポーツ文化（ゴルフ・スキーなど）と
ビジネスの逆転（左遷からのリバイバル）

21
2 MJ

参加者のみなさんとクリスマスオーナメントを制作します。
制作したオーナメントは、クラヤミ空間に飾り付けをして、LEDやプロ
ジェクターを使ったインスタレーションアート作品として展示をします。
こどもからおとなまで参加していただけます。みんなでワイワイ作品作
りを楽しみましょう！

光アートワークショップ
22
2 千歳科学技術大学ライトアート工房

こども食堂で人気のメニューや、災害時に役立つごはんの炊き方、簡単
調理のレシピを配布したいと思います。また、こども食堂の参加者に聞
いた「あって良かった！あれば良かった！」の災害への備えも併せて載せ
たいと思います。

いつだってあわてない！こどものごはん。
23
2 ちとせこども食堂スキップ

本の内容、旅行記、写真集、家族史（誌）、随想、エッセーなど
あなたの本をつくってみませんか
16
2 陸野好男

次に起こり得る津波や各種災害等で命を落とすことを予め防ぐ事のお
話です。防潮堤建設は津波を食い止める為、それに合わせて心の防潮
堤を整えることによって命が守られることにつながります。最後の最後
に命を守れるのは、自分自身しかいません。最後まであきらめない心持
ちが命を守ります。そんな事を自作の実体験紙芝居を通して、全国に伝
え広め回ります。

命を守る大切さを語りつなぐ
17
2 三浦浩

オタクになったきっかけは人それぞれです。ゲームやマンガ、アニメな
ど、好きな作品について語り合いましょう！

「オタクで何が悪い！
なったもんはしょうがない！」

12
1 塩野由佳

自分が経験したコト・感じたコト、ソレを素直に、コトバにしてみる。平成
の終わり、この時代にアナタが探してきたモノを振り返る。ソレは…本
当のジブン？社会のカタチ？自分らしい生き方？、それとも…。アナタの
探しモノ、聞かせてください。ソコから哲楽（テツガク）がハジマリマス。

「哲楽café・ついアナタが探してしまうモノ」
11
1 たんご ［哲楽家 「コト ノ ココロ、コト の 森。」主宰］

まちライブラリー＠千歳タウンプラザの隣にあるコーヒーショップ、東亜
珈琲館より、コーヒーの鮮度の見方、保存の方法をお話します。

コーヒーの美味しい入れ方
10
1 鈴木英範 ［（株）東亜珈琲館］

―京都を舞台にタヌキと天狗と人間が入り乱れて繰り広げる波乱万丈
のコメディドラマ「有頂天家族」。父の背中が語るビジネスリーダーと家
族愛。母の子育てにおける心の軸。４人の兄弟たぬきたちそれぞれの個
性をヨガ哲学とからめながら語ります。３０分はアニメ上映会！お子さん
と一緒にどうぞ！

大人も子どももハマる！「有頂天家族」

SNSやブログ、WEBなど、インターネットの普及で、手軽にさまざまな
方法でイベントや商品などの情報発信が可能になっています。しかし、
本気で地元の情報を発信したいならSNSで遊んでいないで、広報の基
本であるプレスリリースを出すべきです。なぜ、いまさらプレスリリース
なのか？具体的に解説します。

「個人や小さな企業こそSNSで遊んでないで！　
地元を元気にするプレスリリースを出しなさい！」

7
1 齋藤千歳

5
1 藤森智子 ［ヨガ教室トリーニ代表］

市民が図書館の中を自由に巡り歩き、気楽に「本を選ぶ」ことが、本との
出会いにつながり、楽しさや喜びとなるのではないでしょうか。その
「楽しい」本選びの訓練が「読書とレファレンスごっこ」です。

「読書とレファレンスごっこ」
自ら本を読みたくなる仕掛け遊び

4
1 北海道武蔵女子短期大学木村専門ゼミ

本になる前の原稿を、何を考えどんなふうに書いているのか、原稿が本
になるまでの流れ、本になるまでの苦労・・・などなど。みなさんの疑問に
お答えしつつ、本（物語）についてのあれこれを語り合える場になると
いいなあ。もちろん、聞いているだけでもいいんですよ～。

本（物語）にまつわる あれやこれ
3

1 栗沢まり ［児童文学作家］

青葉公園には色とりどりの四季の野草花が約２９０種類あります。自然豊
かな千歳の魅力を写真とともにお届けします。まちライブラリー＠千歳
タウンプラザの廊下にも写真展示を行っています。

青葉公園の植物
2

1 今野善行

絵本を「音読」したり、「聞く」ことで脳が活性化するそうです。一緒に
チャレンジしましょう！

人と人がつながり、全国に広がるまちライブラリー
礒井純充［まちライブラリー提唱者］

絵本de脳トレ
1

1 石橋光子 ［ゆうまい絵本文庫主宰］

自分に対しても、他人に対しても、普段は言えない気持ちを誰もが抱え
ているはず…。その場限りのメンバーだからこそ普段言えないことを
言ってしまうのも面白い。暴露も怒りも告白も！もちろん秘密は守り
ます。

ひとこともの申す！
8

1 ここっち

ライブラリー利用者にはすっかりお馴染みとなったマスコットキャラク
ター「ちーたん」。しかし、ネットで検索すると出てくるのはカワウソの
「ちぃたん☆」や盛岡じゃじゃ麺ばかり・・・人気のキャラの戦略を参考に
しつつ、皆でちーたんをプロデュースしましょう！

Stand up,ちーたん！
6

1 まっつ

テレビやラジオ、インターネットにはたくさんの気象情報があふれてい
ます。その中で、みなさんの生活に役立つものをピックアップしてご紹
介したいと思います。みなさんで天気について語り合いましょう！ 

天気について語ろう！
9

1 平野雅美 ［気象予報士］

ブックコーディネートってなに？という方から、自分もブックコーディ
ネーターになりたい！という方まで大募集！ブックコーディネーターとし
て活動している私がその方法や手応えを、失敗談も交えながらお話し
します。

ブックコーディネートの始めかた
18
2 尾崎実帆子 ［さっぽろブックコーディネート］

今行っている『千歳地域クラウド交流会』のご紹介やこれから千歳市の
地域活性化のために具体的に何ができるか？時代の変化に合わせた地
域貢献を皆様と一緒に考えたいと思います。

時代にマッチングした地域活性化のヒント
19
2 城地和哉 ［（株）ツヨシオカ］

第1クール［１３:４０～１５:１０］

［１3:0０～１3:3０］
オープニングトーク
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女子少年院ってどんなとこだろう。何をしているんだろう。悪いことし
たら入るのかな。すごく怖くて厳しいのかな。知られざる女子少年院の
中で、少女達がどんなことを学んでいるのか、その内容の一端をご紹介
するとともに、少年少女達の再非行防止についてできることを話し合え
たらと思います。

女子少年院ってどんなとこ？
26
1 髙瀬［紫明女子学院］

私たちは、皆さんと共に千歳市でデジタルブックを活用した町おこしを
考えています。そのデジタルブックにVRで撮影した画像を誰でも簡単
に埋め込むことができる方法を開発しました。当日は、実演を交えなが
ら皆さんと一緒にVRの有効活用について一緒に考えたいと思います。

VRで広がるデジタルブックの世界

今日からすぐにできる
キレイになる養生法

9
2 曽我聡起 ［千歳科学技術大学］

年を重ねると顔やスタイルの変化はもちろん、健康状態までもが落ち込
んで前向きに過ごすことが難しくないですか？東洋医学的にカラダのサ
インをキャッチして、心身がグッと快調になるツボや養生法をご紹介し
ます！

7
2 久保大輔 ［ナツメ堂鍼灸院］

千歳の鉄道文化について
千歳には大きな鉄路が今も走っていますがかつては廃線になった鉄路
もあります。その中でも支笏湖にある山線鉄橋は本年土木遺産に指定
されました。その記念も含めて鉄道に関する話してみませんか？参加
する方が運転士ですよ～

6
2 畑井哲治 ［鉄道友の会北海道支部会員］

ハンドメイドについて語ろう！！
ここ数年でハンドメイドイベントも多くなり、たくさんの作家さんが活
躍しています。ハンドメイド歴が長い人から、これから始めたい！始めた！
人まで集まって交流しませんか？おススメの作品を持ってみんなで楽し
くおしゃべりしましょう。

4
2 根本幸枝

いつからでも遅くない！
英語学習のはじめ方
「第二言語を身につけることは第２のsoulを宿すこと」と言語学習の世
界では言われています。英語を身につけたらどんな風に世の中の見え
方が変わるのだろう？と思ったことはありませんか？今回は、本当に身に
つく英語学習法・おすすめの教材やアプリを紹介します。

5
2 髙畠清香

包む、たたむ、和の文化
クリスマス前、贈り物にぴったりな包み方をお教えします。ワインを包む
ビン包み、ティッシュやポチ袋のたたみ方など身近にあるものを活用し
ていきましょう。ご家庭に眠る譲り受けた着物を身にまとって和の心を
再確認してみませんか？

8
2 神田豊真弓 ［小林豊子きもの学院］

中心地を活性化したい「みんなの椅子」、中心地の顔であるタウンプラ
ザ、その融合と発展は将来ありうる事なのか、おばちゃん２人で言いた
い事言います♡

タウンプラザと
「みんなの椅子」の将来の夢

11
2 ののばら

北海道が舞台のマンガ「ゴールデンカムイ」について一緒にお話しませ
んか？ぜひお気軽にご参加ください！

ゴールデンカムイ好き集まれ！！
13
2 フルヤアヤ

物語を声に出して読んでみると、言葉の響きの美しさや文章に潜むリズ
ムなど楽しい発見があります。それに、声を出すことでストレス発散や
脳のトレーニングにもいいんですって！全員で読むテキストは、こちらで
ご用意しますが、ぜひ声に出して読んでみたい本をご持参ください。

物語を声に出して読んでみよう！
12
2 青木春重 ［ヨミガタリを楽しむ会］

僕が写真に興味を持ったのは小学生のころ。科学雑誌がきっかけで日光
写真から始まり、ピンホールカメラ、中高生のころは父親のカメラを使
いまくり、社会人になってからは、最初のボーナスで一眼レフカメラを買
い、以降カメラを変えること４回。写真は真（まこと）を写す（うつす）と
書きますが、真実は写しませんのであしからず。

僕が写真を好きになった理由（わけ）
10
2 宮下和之

「インスタ映え」が流行語になって1年、始めようと思ったけれどタイミ
ングを逃してしまった方、アカウントを作ってみたけれど活用できてい
ない方、Instagramで簡単写真日記を始めてみませんか？スマホでの
写真の撮り方やハッシュタグの付け方、おすすめアカウントの紹介など
お話しさせていただきます。

Instagramで簡単写真日記
15
2 やまだ

誰もが一度は目にしたことのある絵本。絵本は子どもだけのものでは
ありません。大人にとっても「リラックスや癒しの効果」があり、「頭と心
のストレッチ」となります。お気に入りの絵本を持ち寄って想い出話や内
容を紹介して楽しみましょう。

絵本deつながろ
14
2 澤田幸子・松本邦恵

実際にバランスボールに座っていただいて、バランスボールの座り方の
レクチャーと「体力をメンテナンスする」という考えのもとに、バランス
ボールの効果や使い方などお話していきます。

バランスボールエクササイズと
体力メンテナンス

1
2 南水

血液、尿などの検査データは、正しく理解して、日常の健康管理に活用
するようにいたしましょう。病院にかかってもらったデータを持ってきて
もらえると、コメントします。

検査データに基づいた健康管理
25
1 松嶋喬 ［医学博士］

実は日本で食べられている“メキシコ料理”はTexMexと呼ばれるメキ
シコ本場の料理とはずいぶん違ったものです。現地で見て食べてきた
本場のお料理のお話をします。

これが本場のメキシコ料理
24
1 西嶋和子

新冠町の山村に生まれ育ち、大自然と木が常に身近にありました。大人
になるにつれ、自分も子供のおもちゃや、器などを手作りするようになっ
たのは、自然の成り行きかもしれません。今、手仕事仲間とともにイベ
ントを主催していますが、手仕事で出来上がった作品はどれもがぬくも
りのあるものです。皆さんはいかがでしょうか。

手仕事について語りましょう
2

2 後藤幸夫

日本の伝統文化といってもよい折り紙。ただ手順通りに折っていくとい
う単純作業ですが、実は脳の働きにとても良い影響を与えてくれるの
です。折り紙は子どものものだと思われがちですが、複雑で凝った作り
物もあり、大人でも夢中になれます。

『大人の折り紙』
27
1 久野惠子

自分の車のメンテナンスを自分でやる事でお金が節約できるのは知っ
ていますか？少し知るだけで、実は、車のメンテナンス代はおさえること
ができます。そんな車のDIYと冬道についてもお話します。

愛車を自分でメンテナンスする方法
3

2 野田雄大

2018年2月に発行された『シコッコタンのモシリとレラ』は四季折々の
アイヌの暮らしが紹介されています。童話を元に当時の暮らしをお話し
する他、トンコリやムックリという伝統的な楽器の演奏も行います。

創作童話、モシリとレラにみるアイヌの暮らし

やらなくちゃいけないんだけどね…。わかってるんですよ、このままじゃ
いけないってこと。でもどう始めていいのか…。スマホが壊れたら写真
はどうなるのかしら？機種変したら？古いアルバムや親の写真をどうに
かしたいんだけど…。などなど。みなさんの「写真整理」感を話して・聞
いてみませんか？この日をきっかけに写真整理をスタートできるかも！？

教えて！聞いて！写真整理について話そう！
21
1 PHOTOKAS かおり ［写真整理アドバイザー］

19
1 千歳アイヌ語教室

高知県と北海道は昔からつながりがあることをご存知でしょうか。この
度、まちライブラリー＠千歳タウンプラザで四国のパンフレットを置くこ
とになったことがきっかけで高知の四方山話をすることなりました。鰹
節や土佐鶴などの食の話はもちろん、千歳の支笏湖小学校と高知県南
国市の奈路小学校との児童の交流のことなど身近なことをお話します。

高知と北海道のつながり
18
1 中島清 ［北海道高知県人会千歳地区相談役］

キリンビールの製造工程からビールをおいしく飲むための豆知識まで
を、工場見学ガイドが出張し、楽しく説明します。普段は工場見学でしか
体験できない、「麦汁」の試飲もできます！ビールを好きな人もそうじゃ
ない人も是非お気軽にご参加ください。

「一番搾り」の秘密教えます！～ビールづくりのウラ話～
17
1 辻井一郎 ［キリンビール北海道千歳工場］

詩人・谷川俊太郎さん公認の「俊カフェ」店主の古川奈央です。
店では約４４０冊の蔵書をご用意しています。その中から、俊太郎さんの
いろいろな表情の作品をお持ちしようと思っています。１２月２２日、クリ
スマスの直前、お好きな俊太郎さんの本を持ち寄って、どんなところが
好きかざっくばらんにおしゃべりしませんか？

「谷川俊太郎さん」をみんなで語ろう
22
1 古川奈央 ［俊カフェ店主］

きれいで健康な素肌作りとあなたをさらに素敵にするメイクのポイント
をご一緒にみつけてみませんか？メイクアーティストが実際にアドバイ
スさせていただきます。

支笏湖在住の私。美しい支笏湖の魅力についてたっぷり語り合いましょ
う。支笏湖でインスピレーションを得た手作り絵本も一緒に紹介しま
す。

おとなのきれい肌とポイントメイクアドバイス
20
1 藤村美千代

はじめてのことをする時は誰かに教えてもらわなければうまくできな
いもの。しつけに悩む人はたくさんいます。こどもへの関わり方のコツ
がわかると楽しくなりますよ。おもちゃも作って一緒にあそびましょう。

子育ての話とおもちゃ作り
23
1 奥山佳子 ［子育て応援クラブ代表］

１２月はオリコンにて「好きなアナウンサーランキング」が発表されま
す。おもに全国放送で活躍される在京キー局のアナウンサーがランクイ
ンされていますが、今回は東京のアナはもちろん、北海道などの地方局
で活躍されている方やラジオのパーソナリティなどを語りましょう！

あなたの好きな
アナウンサー・司会者・パーソナリティは？

14
1 まーちゃん

ベランダや窓など日当たりの良い場所で発電し、使い古しのバッテリー
に蓄える。これを照明やスマホの充電にする。私はおもしろUSB家電を
楽しんでおり、LEDテープで窓枠にイルミネーションを創作してみた
い。100ボルトもとれて、停電時やキャンプではもちろん、小さな“ナノ
発電所”にも！ 

ソーラー発電機キットを組み立て、
USB家電を楽しむ

15
1 ソーラー山本

千歳には６つ商店街があります。商店街についてみんなで色々な話をし
よう。商店街を知ってもらうきっかけに…。

千歳の街、商店街の現状
13
1 齋藤元彦 ［千歳市商店街振興組合連合会］

ハンドメイドをしている人、したい人、好きな人、興味がある人、どなた
でも歓迎です！自分が持っているハンドメイドのものを紹介しながら、楽
しくお話しできたらなと思います。

ハンドメイドの世界
16
1 谷口柚月

第２クール［１5:3０～１7:0０］

［１5:1０～１5:3０］休憩

支笏湖の魅力について
28
1 いとうみちこ




