
ライブラリーブックサーカスは、“ 読むサーカス” です。
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開催日時 /  2022年5月28日(土)ー 29日(日)  10:00 -16:00
開催場所 /  那須塩原市図書館  みるる・那須塩原市まちなか交流センター くるる
問い合わせ先 /那須塩原市図書館    みるる     TEL 0287-63-9031

主催 : 那須塩原市図書館   みるる（受託事業者 : 図書館流通センター）
企画・プロデュース：株式会社ひらく
Artwork：河合浩 / INSTAGRAM  @kyeutk
Design：小林佑生

Instagram  @lib_book_circus
Twitter  @lib_book_circusSNS

那須塩原市図書館 みるる

那須塩原市まちなか交流センター くるる

/ 〒325-0056 栃木県那須塩原市本町1-1

/ 〒325-0056 栃木県那須塩原市本町6-32

アクセス

駐車場案内

みるるの隣接駐車場
・すぐ脇のヨークベニマル駐車場
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絵本のうたいきかせ 10:30-10:50

終日10:00-16:00

12:30-12:50

はじめてのヨガ体験 11:30-12:00

はじめてのヨガ体験 14:00-14:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Welcome Book galleryTalk show

ブックピクニック

絵本のうたいきかせ

街×人トーク
「渡辺市長に聞いてみよう！」

教えて司書さん！

10:30-11:30

13:00-14:00

15:00-16:00

那須疏水について

Time table

絵本のうたいきかせ 10:30-10:50

終日10:00-16:00

12:30-12:50

ライブラリーライブ 11:00-11:10

13:00-13:10

はじめてのヨガ体験 11:30-12:00

はじめてのヨガ体験 14:00-14:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Book galleryTalk show

図書館について語るときに
我 の々語ること

教えて司書さん！

館長に聞いてみよう！
みるるとくるる編

ボードゲーム体験会
13:00-16:00

10:30-11:30

13:00-14:00

15:00-16:00

ブックピクニック

絵本のうたいきかせ

ライブラリーライブ

・この街、この一冊

・那須塩原の10のこと
・BPM Reading

終日10:00-16:00

屋内広場

Welcome area

Talk show area

Workshop area

Book g
allery

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Welcome Workshop

10:00-10:10
くるるライブステージ

13:30-16:00
くるるライブステージ

11:00-11:30
ライブラリーライブ

13:00-13:30
ライブラリーライブ

ステージステージ

LiveiveTalk

Time table

終日10:00-16:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Welcome Workshop

10:00-11:00
くるるライブステージ

12:00-13:00

「カラペハリエ
が目指す世界」

13:30-16:00
くるるライブステージ

11:00-11:30
ライブラリーライブ

13:00-13:30
ライブラリーライブ

ステージステージ

LiveiveTalk
屋内広場屋内広場 キッチンキッチン

カラペハリエ
みるるとくるるの
「どんないろ？」

終日10:00-16:00

本の持ち寄り
交換会
・BOX設置

とちぎ国体・
とちぎ大会展示
・キッズエリア

オリンピック・
パラリンピック
支援展示
・フードコート

新型コロナウイルス感染予防について

・ご来場の際は、必ずマスクの着用をお願いいたします。
・37.5度以上の発熱がある方、体調がすぐれない方はご来場をお控えください。

・他のお客様との身体的距離（最低１ｍ、できるだけ２ｍ）を保つよう
   心掛けてください。
・手洗い、うがい、アルコール消毒はこまめに行ってください。

はじめてのヨガ体験 by  EARTH YOGA Studio

普段着のまま、はじめてのヨガ体験はいかがですか？春の芝生広場で、気持ちの良い空気を感
じながら身体と心を伸ばしてみましょう。黒磯のヨガスタジオ「EARTH YOGA Studio」に講師
を務めていただきます。

場所 / みるる 芝生広場
参加費 / 無料

参加方法 / 当日参加
日時/28 日(土)、29 日(日)  11:30-12:00 / 14:00-14:30 各30分

館長に聞いてみよう！みるるとくるる編
by  みるる館長/山田隆　くるる館長/石塚昌章

みるるとくるるの両館長にお話を聞いていきます。それぞれの施設のいいところ、2施設の連携、
そして、これからの那須塩原の為にできること。参加者からもご意見を伺い、これからの両施設
の未来を考えます。

場所 / みるる アクティブ LS
参加費 / 無料

参加方法 / 当日参加
日時/28 日(土)  10:30 -11:30  60分

那須疏水について by  那須野が原博物館館長/松本裕之

那須野が原博物館館長の松本さんにご講演いただきます。テーマは「那須疎水」。日本三大疎水
である那須疎水がどのように市民の暮らしを助けているのか。日常では意識しなかった土地のこ
とを改めて知る機会となるでしょう。

場所 / みるる アクティブLS
参加費 / 無料

参加方法 / 当日参加
日時/ 29 日(日)  10:30 -12:00 90分

図書館について語るときに我々の語ること by  森林ノ牧場株式会社/山川将弘

これからの図書館を考えるトークシリーズの番外編をみるるで開催します。株式会社森林ノ牧場
山川さんにお話を伺います。みるるのカフェモリコーネをはじめ様々なブランドを展開する山川
さんのお話しを通じて、図書館に生かせるポイントを探ります。

場所 / みるるホール
参加費 / 無料

参加方法 / 当日参加
日時/28 日(土) 13:00 -14:00 60分

by  那須塩原市長/渡辺美知太郎

那須塩原市長である渡邊美知太郎さんをお招きし、那須塩原市のこと、みるるとくるるのこと、
そしてこれからの街のことなど、様々な角度から渡邊さんにお話を伺っていきます。

街×人トーク「渡辺市長に聞いてみよう！」

場所 / みるるホール
参加費 / 無料

参加方法 / 当日参加
日時/ 29 日(日)  13:00 -14:00 60分

教えて司書さん ! by  みるるスタッフ

普段何気なく利用している図書館のこと、もっと知りたくありませんか？みるるに勤務している
図書館司書による図書館をもっと面白がるためのトークイベントです。次の日から図書館を利
用するのがもっと楽しくなりますよ！

場所 / みるる アクティブ LS
参加費 /: 無料

参加方法 / 当日参加
日時/28 日(土)、29 日(日)  15:00 -16:00 60分

ボードゲームは好きですか？はじめてのボードゲームでも、
みんなでプレイすればすぐに楽しめます。ボードゲーム専門家
のオーレさんを招いて、テーブルを囲んでプレイをします。

場所 / みるる アクティブ LS
参加費 / 無料

ボードゲーム体験会 by  オーレ&みるるスタッフ

参加方法 / 当日参加
日時/28 日(土) 13:00-16:00 180分

那須塩原の10のこと
図書館の書籍は、日本十進分類法（NDC）によって分類されています。例えば、哲学・文学・言語・
芸術といった具合です。それを、街を分類する10のキーワードとして捉えたらどうでしょうか。
那須塩原市をもっと知るための書籍展示です。

みるる ギャラリーにて、会期中終日 (10:00-16:00) 無料でご覧いただけます。

by  カラペハリエ

カラぺハリエの目指す世界

個性を受け入れ認め合う世界をカラぺ（カラーペーパー）とハリエ（貼り絵）で体現するNPO法人
みんなちがうからおもしろい様。代表の今井さんに、カラペハリエの活動を通じて目指す世界
を伺っていきます。

場所 / くるる 屋外広場ステージ
参加費 / 無料

参加方法 / 当日参加
日時/28 日(土)   12:00 -13:00 60分

くるるライブステージ
by  那須塩原在住のミュージシャン

那須塩原市在住のミュージシャンによる有志のステージです。さまざまなジャンルの演奏があ
りますので、どうぞお楽しみください。

場所 / くるる 屋外広場ステージ
参加費 / 無料

参加方法 / 当日参加
日時/28 日(土)、29 日(日) 10:00 -11: 00 / 13:30 -16: 00

by  カラペハリエ

みるるとくるるというキャラクターが出てくるお話を
楽しみながら、こころで感じたものにぴったりな色で
［みるみるめがね］or［くるくるステッキ］を作ります。
常時受付のコラージュワークショップも同時開催します。

みるるとくるるの「どんないろ？」

場所 / くるる 屋内広場
参加費 / 1000円
参加方法 / 当日参加
日時/28 日(土)  10:00 -16:00 / 終日

22年10月から開催されるとちぎ国体ととちぎ大会。開催は知っていても、どんな競技が行われる
か、実は知らなかった方も多いのではないでしょうか？この機会にぜひ開催競技を知ってみましょう。

とちぎ国体・とちぎ大会展示

場所 / くるる 屋内広場
参加費 / 無料

参加方法 / 当日参加
日時/28 日(土)、29 日(日)  10:00 -16:00 / 終日

by  国体推進課

オリンピック・パラリンピック支援展示
那須塩原市のオリンピック・パラリンピック支援に関する写真や実際の表彰台を展示します。
オリンピック・パラリンピックの熱戦を思い出しながら、支援活動にも目を向けてみませんか？
表彰台に乗ってメダリスト気分が味わえるかもしれません！

by スポーツ振興課

場所 / くるる 屋内広場
参加費 / 無料

参加方法 / 当日参加
日時/28 日(土)、29 日(日)  10:00 -16:00 / 終日

ブックカバーづくりワークショップ
使わなくなった包装紙や紙袋を使ってエコなブックカバーを作りましょう。おうちに溜まって
いたものが自分好みのブックカバーに変身します！好きな柄の包装紙や紙袋を持参してもOK！

場所 / くるる 屋内広場
参加費 / 無料

参加方法 / 当日参加
日時/29 日(日)  10:00 -16:00 / 終日

しおりづくりワークショップ
オリジナルのしおりを作ってみませんか？押し花や折り紙を使って誰でも簡単にしおりが作れま
す。自分で作ったしおりを使って読書を楽しみましょう！

場所 / くるる 屋内広場
参加費 / 無料

参加方法 / 当日参加
日時/29 日(日)  10:00 -16:00 / 終日

本の持ち寄り交換会
くるるの屋内広場にボックスを設置して、本の持ち寄り交換会を実施します。ルールは簡単。
自宅にあるもう読まなくなった誰かに手渡したい本を持ちより、会場のボックスで誰かが持って
きた本を交換します。「こんなふうに読んでほしい」というコメントカードもぜひお書きください。

場所 / くるる 屋内広場
参加費 / 無料

参加方法 / 当日参加
日時/28 日(土)、29 日(日)  10:00 -16:00 / 終日

by  株式会社ひらく

場所 / みるる館内→くるるステージ
参加費 / 無料

by  イブキさんとやまはきさん

参加方法 / 当日参加
日時/28 日(土)、29 日(日)  11:00-11:10 /13:00-13:10 各10分

俳優松永衣吹(イブキさん)と歌い手やまはき玲(やまはきさん)による、朗読と音楽のユニット。
イブキさんのあっちこっち七変化の朗読に、やまはきさんが音と歌で彩ります。みるるの館内
からスタートして、くるるステージまで移動しながらの練り歩きパフォーマンスもお楽しみ
ください。

ライブラリーライブ（みるる）

屋外広場ステージ

場所 / みるる館内→くるる屋外広場ステージ
参加費 / 無料
参加方法 / 当日参加
日時 /28 日(土 )、29 日(日)  
11:00 -11:30 /13:00 -13:30 各30分

by  イブキさんとやまはきさん

ライブラリーライブ（くるる）

俳優松永衣吹(イブキさん)と歌い手やまはき玲(やまはき
さん)による、朗読と音楽のユニット。イブキさんのあっち
こっち七変化の朗読に、やまはきさんが音と歌で彩ります。
くるる屋外広場ステージで開催される素敵なショーをお楽
しみください。

親子で楽しむ絵本の時間。みんなが知っている絵本をギターなどの楽器を使って「よみきかせ」
ならぬ「うたいきかせ」を実施します。身体を動かしながら楽しんでくださいね。

絵本のうたいきかせ
by  YOURS BOOK STORE

場所 / みるる 芝生広場
参加費 / 無料

参加方法 / 当日参加
日時/28日(土)、29日(日) 10:30 -10:50 / 12:30 -12:50 各20分

キッチン

ぐりとぐらの世界に飛び込むような楽しいワークショップです。ぐりとぐらの読み聞かせ、塗
り絵や折り紙。そして、絵本に出てくるカステラを実際につくって試食します。家族揃って
美味しいカステラを楽しんでください。

場所 / キッチン
参加費 / 500 円

参加方法 / 事前予約（各定員 4 組）
日時/28 日(土 )  10:00 -12:00 / 14:00 -16:00

ぐりとぐらのカステラをつくろう

持ち物 / エプロン、手拭き
電話予約 / 0287-73-5597

芝生広場で本を読もう！テーマごとにセレクトした３冊
の本と、カフェモリコーネのコーヒーや牛乳、そして
森林ノ森牧場「バターのいとこ」を使用したドーナツを
セットで販売します。芝生広場の好きな場所を見つけて、
カフェタイムをお楽しみください。

ブックピクニック by  モリコーネ

場所 / みるる 芝生広場
参加費 / ドリンクとドーナツのセット販売（500円から）
参加方法 / 当日参加
日時 / 日時 /28 日(土)、29 日(日) 10:00-16:00 / 終日

Welcome area

ライブラリーライブ 11:00-11:10

はじめてのヨガ体験 14:00-14:30

13:00-13:10ライブラリーライブ

・この街、この一冊

・那須塩原の10のこと
・BPM Reading

終日10:00-16:00

屋内広場屋内広場 キッチンキッチン

ぐりぐらのカステラ
をつくろう
14:00-16:00

ぐりぐらのカステラ
をつくろう
10:00-12:00

BPM Reading
心拍数で本を読む。全国の図書館で展開中の選書企画
「BPM Reading」がみるるにやってきます。本をジャンルや
著者でセレクトするのではなく、「おちつく」「こうふん」など、
読書中、読後の感情・心拍数で本をセレクトする企画です。

みるる ギャラリーにて、会期中終日 (10:00-16:00) 無料でご覧いただけます。

この街、この一冊
那須塩原市で活躍する３０名の方に、本を一冊セレクトしていただきました。なぜこの本を選
んだのか、どんなふうに読んでもらいたいのかのコメント付き。人を通じて本を知る、という
体験をお楽しみください。

みるる ギャラリーにて、会期中終日 (10:00-16:00) 無料でご覧いただけます。

Welcome

終日10:00-16:00

本の持ち寄り交換会
・BOX設置

とちぎ国体・とちぎ大会展示
・キッズエリア

オリンピック・パラリンピック
支援展示
・フードコート

ブックカバーづくり
ワークショップ

しおりづくりワークショップ


