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図書館交流プラザ（愛称：Libra）は、「図書館」「活動支援」「文化創造」「交流」
の 4つの機能で構成されています。りぶらサポータークラブ (LSC) は、Libra
の施設活用をサポートする活動をしています。

　　特集：[りぶらまつり2011] 開催報告

見つかりましたか？
あなたの「はじめの一歩」
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Special Feature

　好天に恵まれた11月の12日（土）・13日（日）。第三

回目となる「りぶらまつり」が開催されました。今年のテー

マは「りぶらで見つけよう、はじめの一歩」。りぶらのテー

マである市民の交流と生涯学習へのきっかけ作りの場となる

ように、さまざまな企画が展開され、多くの市民が楽しい二

日間を過ごしました。

　幕開けは、実行委員長である地元岡崎のアイドルグループ

「さくらHR」による元気いっぱいの開会宣言。館内の会議室

やホールはもちろん、お堀通りを含む全館で、りぶらで活動

する市民団体が工夫を凝らした企画を展開。とてもお祭りら

しい雰囲気になりました。

　賑やかなのは館内だけではありません。プロムナードでは、

太極拳やキッズダンス、空手の演武会などが行われ、多くの

市民が足を止めていました。また、ストリート広場の青空フー

ド市場でも、大勢の人が地元の味を楽しんでいました。

　フィナーレは、ホールを使って、二日間で撮影されたまつ

りの写真を流しながら、和やかに行われました。

　実行委員同士の交流も深まりました。りぶらまつりの実施

にあたっては、開催の数ヶ月前から出展者を含む実行委員会

を何度も行います。そこは、開催にあたっての事前準備の場

であると同時に、りぶらを利用する人たちが、共通のテーマ

を持って交流する場でもあるのです。

　場所決めやスケジュール調整など、お互いがそれぞれの思

いを尊重しつつ、りぶらでの特別な二日間を作り上げていき

りぶらまつり2011レポート

おまつりらしい楽しい雰囲気

市民の交流を深め自覚を高める
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Special Feature

 
ちいさなちから

『ワンコインスマイル・チャリティー
撮影会と被災地写真展示』のご報告 

 岡崎市民の皆様をはじめ、多くの方にご参加、ご協
力頂き、誠にありがとうございました。

52組133名の笑顔を撮影させて頂き、撮影会と展示に
よる募金では、総額21,017円が集まりましたことをご報
告致します。皆様からお預かりしました募金は、岩手県を通
じて、H23年11月16日付で津波・震災孤児の就学支援の
ための『いわての学び希望基
金』に全額、寄附させて頂き
ました。被災地の一日も早い
復興をお祈り申し上げます。

ちいさなちから一同

来館者数    12日 　8,035人
　　　　    13日　 8,101人
　　　　    合計　 16,136人
実行委員団体数   50 
プログラム数   77
実行委員参加スタッフ数  384人 
ボランティア数   23人
ストリート広場出店者数  12店 
アナウンス件数   84件
おみくじ ( スタンプラリー参加者 ) 1,000人 
絵馬コーナー 参加者  78人
景品寄贈    220点 
りぶらグッズ   705点
ねぶたパレード協力  ガールスカウト12団 
    子育ちサロン「まーも」
実行委員会参加者数
         ① 55人②73人③75人④74人⑤31人

ます。実行委員も市民です。市民自らが「自分たちがつくる

まつり」という意識を高める場にもなっているのです。

　反省点もあります。来場者にいろんなところを観ていただ

きたいとスタンプラリーを企画したのですが、スタンプラ

リーそのものに熱が入ってしまい、それぞれを「じっくり見

る」ということが難しくなってしまったようです。

　次回の開催に向けて、もっと早くから準備をしたいね、と

いう声もいただきました。りぶらまつりの目指すものや、り

ぶらの役割なども、もっとわかりやすく示す工夫をしたいと

いう想いもあります。

　りぶらまつりは、二日間で終わるものではなく、そこで新

しいつながりができ、何かが産まれることを期待する「はじ

まり」の場でもあります。今回の実績と皆さんの思いを大切

に、次回につなげていきたいと思っています。

次につながる「はじまりの場」

【りぶらまつり2011の記録】

Libra I on 3
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Event guide

1・2月　りぶらイベントガイド
催しの予定は変更になることがあります。詳細は主催者へお問い合わせください。

日　時 イベント名 料　金 問合せ先
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Event guide

日　時 イベント名 料　金 問合せ先
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りぶら中央図書館情報

Library

内田修ジャズコレクション展示情報

開館3周年記念特別展示
「新収蔵品紹介ー希少CDとナゴヤ・ヤマハ・ジャズクラブの足跡」

 期間 : 平成 24年 2月28日 ( 火 ) まで

　内田修ジャズコレクション展示室では、2010年 5月に内田修
氏より寄贈された、CDを中心とした新たなコレクションを紹介す
る記念展示を開催しています。
　CDコレクションの特徴として、ジャズヴォーカリストのアルバ
ムが多数含まれていることが挙げられます。今回は日本人ジャズ
ヴォーカルに焦点をあてて、72枚のいずれも個性的なアルバムが
試聴できるようになっています。また内田氏が33年にわたって主
宰した定例コンサート「ヤマハ・ジャズクラブ」の資料 (写真、直
筆原稿など )も、併せて展示しています。
　さらに、市内在住で女性ジャズヴォーカルをテーマにアルバム収
集していた故八田裕介氏のご遺族より寄贈された、たいへんユニー
クなコレクションも紹介しています。今では懐かしい日本人女性
ジャズミュージシャンの、ビジュアル面を重視したアルバムジャ
ケットは必見。ぜひお越しください !

質　問 小豆坂の戦いに関する資料、地図が見たい。

回　答

①『戦国合戦大事典3』⇒ p89に記述、合戦図 (天文17年 ) あり。
②『参河聰視録19̃21』⇒羽根村記の項に小豆坂古戦場之図あり。
③『郷土史 小豆坂』⇒戦いの記述、p21に 1、2と同じ合戦図あり。
④『史蹟 小豆坂』⇒戦いの記述あり。
⑤『新編岡崎市史2( 中世 )』⇒ p689、p706、p1128̃1133に記述あり。
　　p1129に小豆坂古戦場之図あり。

プロセス
郷土標目で『小豆坂の戦い』を検索し、該当の資料をあたる。
他に、戦国時代の合戦集①や、江戸時代の岡崎地方の詳細な地誌②を確認。

参考資料

『戦国合戦大事典3』戦国合戦史研究会 (A204/ セ )
『参河聰視録19～21』(AF291ミ ) ※古写本の複製資料です。
『郷土史　小豆坂』小豆坂一区町内会 (AO233/ キ )
『史蹟　小豆坂』川島良夫 (AO233/ シ )
『新編岡崎市史2( 中世 )』新編岡崎市史編集委員会 (AO233/ シ )
『新編岡崎市史20( 総集編 )』新編岡崎市史編集委員会 (AO233/ シ )

レファレンス事例集

岡崎市立中央図書館でこれまでに受けた資料相談事例を紹介します。
「へえ～、図書館でそんなことがわかるの !」と感動 (?) できるネタ満載ですよ。
☆ 地域のことを調べるのに役立つ「郷土標目」=キーワードは、館内の検索機 (OPAC) の「郷土」、
あるいは当館HPの「地域資料」よりキーワード検索すると、関連資料を紹介します。 
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Library

私の一冊　vol.14　　
『姑獲鳥の夏』　
　　　　　　 京極夏彦：著  　講談社

　小学校時代から乱読していた、読書少
年 (感想文は苦手だったのですが )でし
た。推理・SF・歴史・ハードボイルド・
ミステリーなど、ジャンルを問わず分野
と作者を特定し、集中して読むのが特徴
ですね。最近はミステリーを中心に、警
察を舞台にした小説にはまっています。
　特にシリーズ物に弱く、鮫島や鳴沢な
どは買い揃えましたね。今は「りぶら」
を最大限活用し、「このミス」でピック
アップした作者を中心に読んでいます。
　そこで、「私の1冊」を選ぶのは難し
いのですが、あえて京極夏彦の「姑獲鳥
(うぶめ )の夏」を。「こんなぶ厚い文庫
本は初めて ! でも最後まで飽きずに読め
た !」という印象に残る作品で、これ以
降本、厚さを見て断念ということは無く
なりました。
　古本屋「京極堂」主人の中禅寺秋彦が、

神尾典彦 (かみお のりひこ )

岡崎市文化活動推進課課長。平成 18年

度から図書館交流プラザ建設に関わり、

サポータークラブを始め市民活動の皆さ

んにはお世話になっています。23年 4

月に課長で戻り、古巣に錦を飾りました。

仕事に四苦八苦の毎日ですが、2週間で

2冊以上のペースを守り、図書館の貸出

冊数統計に微力ながら協力しています。

「この世には不思議なことなど何もない
のだよ」と、殺人事件の裏にある憑き物
や呪いを打ち払う。妖怪のうんちくと、
突飛・傑出・異常の登場人物が絡み、シ
リーズには、サブキャラや端役を主人公
にした作品もあるなど、「面白いっ !」。
　好き嫌いがでる本と思いますが、その
後の「百鬼夜行シリーズ」に挑戦できる
かの試金石にもなります。ぜひ挑戦して
ください。

　　　

　かつては一面草山で、「山国でありなが
ら山を活かさず」といわれていた額田の
旧宮崎村。明治半ばから植林に取り組み、
宮崎をみごとな造林地に育て上げた山本
源吉翁、そして森林がもたらす恩恵 (自然
環境の改善、インフラの充実、人々の生
活レベル向上 )を受け、緑豊かに村が発展
してきた経緯を紹介する映像です。
　映像には、当時の宮崎の人々の暮らし
ぶりが映し出されています。ボンネット
型のトラック、ガリ版刷り、おかっぱの
こどもなど、レトロ映画を見るような懐
かしさを感じさせます。
　また旧宮崎出張所が完成したのも、ちょ
うどこの頃だったんですね。

りぶら映像アーカイブス

岡崎市立中央図書館2階の視聴覚ブースでは、ビデオやDVD
などの館内資料だけでなく、年代別にアーカイブス化された岡
崎に関する貴重なニュース・番組映像を視聴することができま
す。懐かしい映像のなかに、ひょっとして、あなたも登場して
いるかも ?!

　紹介映像14「山に生きる」
NHK「映像の世紀」　放送年 : 昭和 30年 (1955年 )
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(1) 個人会員 : 年会費   2,000 円
(2) 団体会員 : 年会費   2,000 円
(3) 賛助会員 : 1口      1,000円 (随時 )

Libra Supporter Club

りぶらで活動する市民活
動団体の紹介コーナーを
設けます。活動の写真２
～３枚と、800字前後の
原稿を送って下さい！

りぶら周辺のお店情報を
募集しています。写真２
～３枚と、800字前後の
原稿を送って下さい！

りぶらに関するコラムや
利用者の投稿を募集して
います。400字前後の原
稿を送って下さい！

岡崎市地球温暖化防止隊
　地球温暖化は、私たちにも大きな
影響を及ばすと予想される、21世
紀最大の地球環境問題といわれて
います。この地球温暖化は、私たち
の様々な活動に伴って発生する二
酸化炭素などの温室効果ガスが原
因といわれています。
　地球温暖化防止隊は、市民・事業
者及び行政が一体となって、地球温
暖化防止活動の推進を図ることを
目的に設立されました。

「設立」 2006年 6月 17日
「組織」 役員会
(代表、副代表、会計、監事、部会長 )
「部会活動」
企画部会 :隊の年間活動計画と市開
催の環境事業の参加。
教育 /啓発部会 : 学校・町内会・団
体・事業所などに出前講座の実施。
夏休み親子教室、わくわく省エネ体
験教室など。
実践部会 :エコドライブ講座、エコ・
クッキング講座、風呂敷の包み方、
福祉まつりや食育メッセへの参加。
広報部会 :一般市民・企業・団体等
への啓蒙活動と、賛助企業会員との
意見交換会など。
 
○ 2007年
　地球温暖化防止に関する標語を
一般市民から募集し、282通の応
募がありました。選定の結果、最優
秀賞として『見直せば まだまだと
めれる 温暖化』を決定。
○2010年
シンボルマークを決定し、「隊旗」
と「のぼり」を作成。
○最近の啓蒙活動
「第4回 わくわく省エネ体験教室」

市民活動団体紹介

12 月 11日 ( 日 )、りぶら会議室
（301～ 303）にて開催。事前に
関連する [書道 ]を小・中学校より
募集した結果、441点の応募があ
り、49点を表彰した。

　私たち地球温暖化防止隊の活動
は、理屈より実践を継続することが
基本理念です。

　①小さな行動が環境に大きな影響
　　を与えます
　②一人の百歩よりも百人の一歩
　③地球温暖化防止活動は「岡崎市
　　民全員がプレーヤー」です

※現在の会員数 
　正会員 (個人 )72名  
　賛助会員 (事業者 )62社

代表者：丸山泰男
問合せ：岡崎市環境部環境総務課
(防止隊事務局 )0564-23-6685

「Libra I on」を活用しよう！
原稿を募集しています！
原稿は info@libra-sc.jp へ。
随時受け付けています。


