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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実行委員長
　　　インタビュー：さくらＨＲ（ホームルーム）

りぶらまつり
2011

りぶらまつりで

見つけよう、

はじめの一歩

11月12日（土）・11月13日（日）
10:00〜20:00　　　　　　10:00〜17:00

りぶらまつり 2011実行委員会
図書館まつり実行委員会
岡崎市

みんな きてね！
当日は駐車場の混雑が予想されますので、公共
の交通機関をご利用下さい。なお、土日祝日
にまちバスでの来館者には、総合案内にて乗り
継ぎ券を提示していただくことで、まちバス
100円割引券をお渡ししています。

問合せ：〒 444-0059 岡崎市康生通西 4丁目 71番地
岡崎市図書館交流プラザ市民活動センター内 
りぶらサポータークラブ事務局 0564-23-3114 info@libra-sc.jp 

主　
催
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Special Feature

私たち「さくらHR」が、
りぶらまつり 2011 の実行委
員長として、りぶらまつりを
もりあげま～す！

　　りぶらまつり2011実行委員長
　　さくらＨＲ（ホームルーム）インタビュー

7月16日の「りぶらまつり 2011
実行委員会①」において、実行委員の
推薦の上、エリアごとのグループの
リーダー・サブリーダーと実行委員長
が選出されました。

　8月5日の「岡崎観光五万石おどり」
の日の夕刻、プレデビューのリハーサ
ルの合間を縫って、インタビューさせ
ていただきました。
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ななか

くまちゃん

りえ

えりか

ぴた

らんぼ

ゆみ

　『さくらHR』は、昨年9月に結成さ
れたボランティアアイドル『OKA28』
のパフォーマンス部隊です。世界初の
「まちドル」として、岡崎市の商店街や
地域団体と連携し、広報 PRや啓発活
動のお手伝いをしています。

いろんな団体さんのお話を

聞いて、いろんな活動をしている

人たちがいて、自分が知っているコト

はほんの少しで、世の中はひろいなー

なんて思いました。りぶらまつ

りたのしみー♡♡♡

　まちの中にとけ込んでいくアイドル
として、みんな声をそろえて、「人と関
わることが好き！」と言ってくれまし
た。「現場で、他の方々に関わることで
得られる体験と交流を大事にしたい！」
という思いが伝わってきました。

　「みんな学年もキャラも違うけれど、
とっても楽しい！」というように、こ
の日もそれぞれの個性を際だたせなが
ら、「五万石おどり」でのプレデビュー
の練習に取り組んでいました。　

　「りぶらまつり2011」でも、『さく
らHR』のコンセプト（ふれあい・コミュ
ニケーション）を実行すべく、いろいろ
なブースを回って、実行委員と来場者を
つなぐ役目を果たしてくれそうです。

交流ワークは、とっても楽

しかったです☆now☆

 色んなところに呼んでほしいです。

⇒もっとみなさんとふれあいた

いと思いました。

交流した方々、みなさん

が、本当に素敵な活動をされて

いて、とてもよいお話が沢山聞けま

した。さくらHRの事についても、

少しはみなさんに知っていただ

けたと思います。
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りぶらまつりで見つけよう、
はじめの一歩 

・りぶらのステージから、一歩踏み出そう ! 
・違うステージを見つけよう !  飛び込もう ! 
・新しい学びや興味のきっかけづくりを ! 
・にぎわいと文化啓発を融合させよう ! 
・新たな情報発信と知識創造の場づくりを ! 

　「りぶらまつり」は、この3月の策定された『第二次
生涯学習推進計画』の中で、「交流機会の提供」という
位置づけで、りぶらを舞台として、市民・市民活動団体・
民間事業者・市などを結びつける交流事業として開催さ
れることになっています。単に「りぶらでおこなわれる
おまつり」というのではなく、「りぶらを活かすおまつり」
です。その目的として、「りぶらでの学びを創る」こと、
そして「交流による新しい学びを創る」ことの2つが

あります。
　今年の「りぶらまつり2011」では、りぶらをステー
ジに活動する実行委員と来場者が、ともに、新たな学び
と活動の一歩を踏み出す契機となるようなまつりを目指
します。実行委員も来場者も、参加する楽しみと創る楽
しみの二つを満喫していただき、「りぶらまつりで終わ
り」ではなく、次の一歩を促すような取り組みを進めて
いきたいと思います。

「りぶらまつり2011」の開催にあたって

「りぶらまつり2011」に向けて
6月21日 ( 土 ) 説明会 (52 名）
　・「りぶらまつり」の開催趣旨について 
　・ 「りぶらまつり2011」の開催概要について
　・全体スケジュール について
　・質疑応答
　・実行委員会参加申込用紙記入 
　・自己紹介用紙記入後交流ワーク

7月 16日 ( 土 )実行委員会①（68名）
　・会場・時間割についてのグループワーク
　・グループリーダーとサブリーダー選出
　・実行委員長と副委員長選出
　・ 参加確認用紙とアンケートの提出について
　・ポスター配付 

8月 20日 ( 土 )実行委員会② (72名）
　・実行委員長挨拶（さくらHR）
　・エリア別会場・時間確認
　・エリアごとに「キーワード」を考えよう
　・全体企画を考えよう
　・交流ワーク
　・全体企画のまとめ発表

今後の予定
　  9 月 10日（土）実行委員会③
　10月   8 日（土）実行委員会④
　10月29日（土）ボランティア説明会

11月 12日（土）・13日（日）開催
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エリア別キーワードが決まりました

図書館 ラブック

お堀通り 親子で楽しもう !

1・2階会議室 たたいてみようハートの扉

3階会議室 こんにちは日本、こんにちは世界

ホール りぶらホールは宝の泉

ストリート広場 キラキラ☆スマイル

「りぶらまつり」って何 ?
りぶらまつりの回を重ねることによ
り創り上げていくものなのかな、

と感じました。

いろいろな分野のグループ
があって勉強になりました。皆さ
ん、それぞれ特色がありがんばって
いて、りぶらまつりが楽しくなる
に違いないと確信しました。

初めてお目にかかる方々で、
どうお話しすればいいのかなと思

いましたが、自分と共通点のある方々
が何人かいらっしゃり、〝つなが

り〟を実感しました。

世代の違う方たちとの交流の
必要性を感じました。世代・仕事・
地域を超えた交流ができるとよい

と思います。

いろんな人たちとお話をし
て、自分では気づかない考えを知
ることができました。当日、今日同
じテーブルだった方々の企画をの

ぞいてみたいと思いました。

いろんな方がいて刺激
をうけた。一人一人の考え方

がわかり、勉強になります。みな
さん前向きで、向上を目指している
方ばかりで感心しました。ダンスを
している人や絵を画いている方、ア
イドルの方、絵本の読み聞かせを
する方など、聞いているだけ

でも刺激を受ける。

8/20（土）交流ワークの感想
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9・10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

9月 2日 ( 金 )
18時半～20時半

マンスリーイングリッシュサロン1
「インド」(全 3回 )

3回分
1,500円 

LICC人材育成部成瀬
090-1826-1149

9月 3日 ( 土 )
10～ 12時

市民カレッジ大学開放講座1( 全 3回 )
【ECOの時代の賢い住まい方】

無料 文化活動推進課23-6222

9月 3日 ( 土 )
13時半～16時

男の和のおもてなし講座 (華道茶道 )1(7 回コース )
7回分

6,000円
文化活動推進課23-6222

9月 3日 ( 土 )
18時～20時半

牧野将憲アコースティックハープコンサート 3,000円
シンフォニア
050-1356-9398

9月 4日 ( 日 )
10～ 12時

新米コック・おとこの料理教室 I1( 全 6回 )
6回分

3,600円
文化活動推進課23-6222

9月 4日 ( 日 )
14～ 16時

ワールドレクチャー 台湾覗いてみよう ! 台湾の暮らし 無料
りぶら国際交流センター
23-3148

9月 6日 ( 火 )
10～ 12時

ことばの教室・韓国語1初心者向け (全 3回 ) 無料
りぶら国際交流センター
23-3148

9月 9日 ( 金 )
10～ 16時

地域市民セミナー案内窓口&ひざかけづくり 無料
市民の気持ち研究会事務局 
森 090-8136-1680 

9 月 9日 ( 金 )
13時半～15時

ゴスペル無料体験会 無料
ワンボイス岡崎
090-8132-0120

9月 9日 ( 金 )
18時半～

『「降りていく生き方」特別プレ上映 
 ～奇跡のりんご・木村秋則の世界へ  ようこそ !』

無料
「りんごの生き方」実行委員会
090-9374-6594

9月 10日 ( 土 )
10時半～11時半

親子でトモ学2「詩と色えんぴつを楽しもう !」
親子1組
500円

りぶらサポータークラブ
23-3114

9月 10日 ( 日 )
18時半～20時半

北村英治ジャズ講座スイングジャズの楽しみ
～トーク&ミニライブ

2,000円
図書館交流プラザりぶら
23-3100

9月 10日 ( 土 )
13時半～16時

りぶらまつり実行委員会3 無料
りぶらサポータークラブ
23-3114

9月 10日 ( 土 )
10時半～16時

男の和のおもてなし講座 (華道茶道 )2(7 回コース )
7回分

6,000円
文化活動推進課23-6222

9月 10日 ( 土 )
10～ 12時

市民カレッジ大学開放講座2( 全 3回 )
【加齢を華麗に～きままにアンチエイジング】

無料 文化活動推進課23-6222

9月 11日 ( 日 )
10～ 12時

新米コック・おとこの料理教室 I2( 全 6回 )
6回分

3,600円
文化活動推進課23-6222

9月 11日 ( 土 )
9:45～ 11:45

游らんオリジナル企画 
健康・開運エクササイズと仙骨ウォーキング 

2,800円
キラキラCLUBおかざき
090-9946-3176

9月 12日 ( 月 )
19時～21時

商業再生事業「おかざき商人塾」説明会
～事業紹介と昨年度受講者による取り組成果発表など～

無料 商工労政課23-6407

9月 13日 ( 火 )
10～ 12時

ことばの教室・韓国語2初心者向け (全 3回 ) 無料
りぶら国際交流センター
23-3148

9月 16日 ( 金 )
14～ 15時半

ボランティア茶話会 無料
りぶらサポータークラブ
23-3114

9月 17日 ( 土 )
10～ 12時

市民カレッジ大学開放講座3( 全 3回 )
【良いストレスと悪いストレスとの  つきあい】

無料 文化活動推進課23-6222

9月 17日 ( 土 )
10時～

パピーミュージックスクール発表会 無料
パピーミュージック
34-1349

9月 18日 ( 日 )
10～ 12時

新米コック・おとこの料理教室 I3( 全 6回 )
6回分

3,600円
文化活動推進課23-6222
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日 時 イベント名 料 金 問合せ先

9月 20日 ( 火 )
10～ 12時

ことばの教室・韓国語3初心者向け (全 3回 ) 1,200円
りぶら国際交流センター
23-3148

9月 20日 ( 火 )
14～ 15時半

生涯学習シンクタンク 無料
りぶらサポータークラブ
23-3114

9月 22日 ( 木 )
10時～

穀菜膳料理教室 2,000円
穀菜膳料理教室
090-3422-9221

9月 23日 ( 金 )
14時～

砂崎知子箏コンサート 3,500円
砂崎知子箏音楽事務所
03-3726-7881

9月 23～ 27日
9～19時

がん医療情報パネル展
～一緒にかんがえてみませんか がんのこと～

無料
ホスピス研究会
OKAZAKI26-5787

9月 24日 ( 土 )
13～ 16時

国際理解セミナー「World Understanding Live」
ワールド アンダースタンディング ライブ 
～アジア・ヨーロッパ・アメリカの民族音楽が
　岡崎で一つになる～ 
(1) 青年海外協力隊帰国者講演会 
(2) 世界の民族音楽の演奏と音楽文化の歴史紹 "

無料
市民協働推進課
「国際理解セミナー」係
23-6644

9月 24日 ( 土 )
13時半～16時

男の和のおもてなし講座 (華道茶道 )3(7 回コース )
7回分

6,000円
文化活動推進課23-6222

9月 25日 ( 日 )
10～ 12時

新米コック・おとこの料理教室 I4( 全 6回 )
6回分

3,600円
文化活動推進課23-6222

9月 25日 ( 日 )
10時半～11時半

絵本だいすき !  本の世界を楽しもう !
読み聞かせおじさんがやってきた

無料
こそだてちえぶくろの会
090-9117-5306

10月 1日 ( 土 )
10時半～11時半

親子でトモ学3「詩と色えんぴつを楽しもう !」
親子1組
500円

りぶらサポータークラブ
23-3114

10月 4日 ( 火 )
10時～11時半

お手玉づくり☆あそび 無料
あいちお手玉の会
080-3076-1754

10月 8日 ( 土 )
13時半～16時

りぶらまつり実行委員会４ 無料
りぶらサポータークラブ
23-3114

10月 13日 ( 木 )
14時～15:40

シネマ・ド・りぶら 映画上映会
『死刑台のエレベーター』

無料
りぶらサポータークラブ
23-3114

10月 14日 ( 金 )
10～ 16時

地域市民セミナー案内窓口&ひざかけづくり 無料
市民の気持ち研究会事務局 
森 090-8136-1680 

10月 14日 ( 火 )
10時～11時半

お手玉づくり☆あそび 無料
あいちお手玉の会
080-3076-1754

10月 15日 ( 土 )
10時半～11時半

親子でトモ学4「詩と色えんぴつを楽しもう !」
親子1組
500円

りぶらサポータークラブ
23-3114

10月 18日 ( 火 )
14～ 16時

生涯学習シンクタンク 無料
りぶらサポータークラブ
23-3114

10月 22日 ( 土 )
10時半～11時半

絵本だいすき !  本の世界を楽しもう !
読み聞かせおじさんがやってきた

無料
こそだてちえぶくろの会
090-9117-5306

10月 29日 ( 土 )
13時半～15時半

りぶらまつりボランティア説明会 無料
りぶらサポータークラブ
23-3114

10月 29日 ( 土 )
10時半～11時半

親子でトモ学5「詩と色えんぴつを楽しもう !」
親子1組
500円

りぶらサポータークラブ
23-3114

10月 30日 ( 日 )
10時～12時

LSCコーディネーター養成講座3「LSCの会員とは」 無料
りぶらサポータークラブ
23-3114
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りぶら中央図書館情報

Library

　　　　　　　　　　ブックスタートを実施しています !
　　　　　　　　　　　　　   ☆ブックスタートとは☆

　ブックスタート事業は、親子が「ことば」を通したあたたかな時間をわかちあうきっかけ
として、この地域に生まれたすべての赤ちゃんと保護者に、絵本を開く体験と一緒に絵本を
手渡す活動です。ボランティアから、赤ちゃんと保護者の方一組ずつに絵本の読み聞かせを
させていただき、絵本の入ったブックスタートパックをプレゼントします♪
☆対象者☆
　平成22年 4月 2日以降に出生し、生後6ヶ月以上1年 6ヶ月未満の乳児及びその保
護者で、事業実施時に本市に在住する方が対象になります。ただし、本市以外の自治体でブッ
クスタートを受けた方は対象外となります。ポリオワクチン予
防接種通知書にブックスタート案内状を同封しています。
☆実施方法☆
 ブックスタートは最初のポリオワクチン予防接種の際に行な
います。事前の申込みは不要です。予防接種を受けられない方
は中央図書館にご連絡ください。

質　問 岡崎市内にある二宮金次郎像に関する資料はないか。また、二宮金次
郎像普及に岡崎の石工が関わっていたらしいが、どうか ?

回　答

・市内に残る二宮金次郎像について記述のある主な資料を紹介。
・二宮金次郎の石像の第1号は岡崎の石工によるもので、各地への普
及も岡崎の石材業者が関わっている。
・一説によると銅像の二宮金次郎製作は岡崎市の藤島鋳造所がさきが
けであった。これらの内容について記述のある以下の参考資料を紹介。

プロセス

『新編岡崎市史20( 総集編 )』より「二宮金次郎像」の項目を参照
OPACの書名検索「二宮金次郎」で1・2をあたり、参考文献とし
て紹介されている4・5・6などの書籍も確認する。
また、岡崎の石工が関連することから3も確認。

参考資料

1『ノスタルジック・アイドル二宮金次郎』新宿書房 (157/ ノ )
2『研究紀要』第26号 岡崎地方史研究会 (AO233/ ケ )
3『研究紀要』第34号 岡崎地方史研究会 (AO233/ ケ )
4『リバーシブル第51号 ̃ 第 60号』(A050/ リ )
5『愛知県教育史』第4巻 愛知県 (A372/ ア )
6『新編岡崎市史4( 近代 )』岡崎市 (AO233/ シ )
7『新編岡崎市史20( 総集編 )』岡崎市 (AO233/ シ )

　　　りぶら映像アーカイブス
　紹介映像12　　「本多光太郎の胸像除幕式」
　NHKニュース　放送年 : 昭和 33年 (1958年 )

　1870( 明治 3) 年碧海郡矢作町に生まれ、世界最強のKS
磁石鋼 ( 当時 ) を発明するなど、鉄鋼をはじめとする日本の工
業発展に貢献した本多光太郎 (1954年永眠 )。
　東北大学総長を務め、文化功労者にも選ばれた光太郎を顕彰
するため、1957( 昭和 32) 年、財団法人本多記念会が創立
されました。その最初の事業として、母校の矢作南小学校に胸
像が建立され、この年10月19日、除幕式が行われたのです。
　この映像には、当時の児童生徒たちが映っています。制服
を着てかしこまって座っている姿、また合唱したり吹奏楽を
演奏する様子など、たいへんほほえましいものです。

レファレンス事例集13

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。

国立国会図書館レファレンス協同
データベース
http://crd.ndl.go.jp/GENERAL/
servlet/common.Controler より 

　これまでに、約2,000名
の方がブックスタートを受
けられました。ブックスター
トを受けた方からは「まだ早
いと思っていたけど、子ど
もが絵本に興味があること
がわかった」「子どもと接す
る時間が持てるので、家でも
絵本の読み聞かせをしよう
と思う」など、うれしい声が
届いています。対象の方で、
まだブックスタートを受け
ていない方はいらっしゃい
ませんか?  ブックスタート
で、お子様のかわいい笑顔を
ご覧になってください☆
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岡崎図書館未来企画
第3回テーマ展示ブックレビュー開催報告

Libra Supporter Club

「元気に夏をのりきろう」
★開催日時　7月 10 日（日）10:00 ～ 12:00

★場　　所　グループ室 2

　「元気に夏をのりきろう」というテーマでしたが、参加者が
持ち寄った本は、「夏」そのものがテーマの本が多かったよう
です。この夏の酷暑と残暑を、気持ちよく過ごすためのおす
すめ図書を紹介します。

参加者が持ち寄った本の紹介

※「夏」の歴史
『旧暦と暮らす スローライフの知恵ごよみ』
松村 賢治 ビジネス社 449.3
自然とともに生きる知恵にみち、72もの季
節をこまやかに味わい暮らすことができる旧
暦。NGOの活動を通して自然回帰運動を展
開する著者が、旧暦という宝の森を案内し、
日本の時間軸を見直す。

『昭和二十年夏、子供たちが見た日本』 
梯 久美子 角川書店 F 916
角野栄子、児玉清、舘野泉、辻村寿三郎、倉
本聡、五木寛之ら10人が、子供時代に体験
した戦争と戦後を語る。

『夏少女・きけ、わだつみの声』 
早坂 暁 春秋社 912.7
原爆で失った妹の俤に託して、原爆の影に
怯える魂の葛藤と癒しを幻想的に描く「夏
少女」。極限状態で尚戦争と人間の意味を問
い続け、懸命に生き死んでゆく学徒兵の青
春群像を描く「きけ、わだつみの声」他1編。

※涼やかな「夏」を感じよう !
『谷内六郎昭和の想い出 ( とんぼの本 )』
谷内六郎 新潮社 726.5
懐かしい風景、純真な子供達、夢見るよう
な空想世界。日本人の原風景を描き続け、『週
刊新潮』の表紙絵などで活躍した画家・谷
内六郎の愛とユーモアに満ちた絵の世界と
人生。

『夏 みすゞ詩画集』
金子みすゞ 春陽堂書店 911.5
海や空を見つめるように開いた詩集から湧い
てくるイメージが、豊かな自然の恵みによっ
て、美しい押し花になりました。目に見えな
いものに優しい目をもち、限りある命の尊さ
をうたう、現代へのメッセージ。

『着物と日本の色  夏篇』
弓岡 勝美 ピエ・ブックス N 753
弓岡勝美のアンティーク着物コレクションを
紹介するシリーズ第2弾。夏の素材をクロー
ズアップし、着物、帯の文様を中心に、色・柄・
染め・生地素材などのさまざまな要素を美し
い写真とともに解説する。

※「夏」を物語る
『夏服を着た女たち』
アーウィン・ショー 講談社 B 933.7
休日のニューヨーク五番街を散歩する夫婦。
街行く女性に気を取られる夫の様子に、妻は
我慢していた言葉を口にした ( 表題作 )。男
と女の洒落た会話が、渇いた生活を潤してく
れる爽快短篇集。

『夏の入り口、模様の出口』 
川上未映子 新潮社 914.6
人間とは、なんて摩訶不思議な存在なのであ
りませうか ? 未体験ゾーンへ誘う、神秘的・
哲学的・反日常的な出来事の数々を綴る。

『夏から夏へ』 
佐藤多佳子 集英社 782.3
北京オリンピックの栄光に向けて、それは大
阪世界陸上から始まった。『一瞬の風になれ』
の著者が、アスリートたちの熱きバトンのド
ラマを、400mリレーを実際に取材し、書
き下ろしたドキュメンタリー。
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『夏の庭 -The Friends-』
湯本香樹実 徳間書店 913
おじいさんが僕たちに教えてくれたのは、心
の中にしまっていた花の名前や花火の色、そ
して様々な記憶 ...。3人の少年と老人のかけ
がえのない夏を描く。児童文学者協会新人賞
他受賞作。

『だれも知らない小さな国』
佐藤さとる 講談社 913
こぼしさまの話が伝わる小山は、ぼくのたい
せつにしている、ひみつの場所だった。ある
夏の日、ぼくはとうとう見た――小川を流れ
ていく赤い運動づくの中で、小指ほどしかな
い小さな人たちが、ぼくに向かって、かわい
い手をふっているのを !　日本ではじめての
本格的ファンタジーの傑作。

※「人生」をのりきろう !
『夏への扉 新訳版』
ロバート・A. ハインライン 早川書房 933.7
ぼくが飼っている猫のピートは、冬になると
「夏への扉」を探しはじめる。家にたくさん
あるドアのどれかが夏に通じていると信じて
いるのだ。そしてこのぼくもまた、ピートと
同じように「夏への扉」を探していた。

『穴』
ルイス・サッカー 講談社 933
まずい時にまずい所にいたために、イェル
ナッツ家の人々は代々辛酸を舐めてきた。4
世のスタンリーは、無実の罪で少年院にぶち
こまれ、来る日も来る日も地面に穴を掘る
日々。ある日、彼は一族の約束の地をめざし
脱出を図るが ...。

『風をつむぐ少年』
ポール・フライシュマン あすなろ書房 933
アメリカ大陸の四隅に「風の人形」をたてる
こと。それがブレントにできる、たった一つ
の償いだった。ひびわれた少年の魂が潤いを
とりもどし、再生していく姿を描く。

私の一冊　vol.12　　
『羊をめぐる冒険』

　人それぞれ、その人生で何度も読み返
すほど惹きつけられる本があると思いま
すが、自分にとってそんな作品は、この
『羊をめぐる冒険』です。この作品は『風
の歌を聴け』『1973年のピンボール』
と合わせて、村上春樹の青春三部作と呼
ばれており、その完結編です。

　5年前に町を出た親友の「鼠」から
送られてきた一枚の牧場の写真。そこ
に写る一頭の羊を求めて現れた黒服の
男から、拒否の出来ない冒険を迫られ
る「僕」。考え悩んだ末、僕は美しい耳
を持つガールフレンドと共に、羊を探
しに北海道へ渡る。いるかホテルでの、
羊博士との出会によって鼠に近づき、
羊に迫っていく僕。そして最後には僕
と鼠の二人が残り ...。

峯岸進(みねぎし すすむ)

図書館流通センタース

タッフ、岡崎市立中央図

書館担当。図書館窓口業

務、自動車文庫あおい号

の運営業務などを行い、

「おはなしとかみしばいの

会」では、読み聞かせも

しています。

村上 春樹：著  　講談社

Libra Supporter Club

岡崎図書館未来企画では、図書館のテーマ展示に沿っ

たブックレビュー（本の紹介）をグループ室で開催し

ています。開催のご案内は、テーマ展示のコーナーに

随時チラシを配置しますので、どうぞご覧下さい。

参加は自由です。紹介したい本をお持ち下さい。

聞くだけの参加も大歓迎です。
※チラシの配置がない場合は、開催はありません。

　読んだ後は、切なさや喪失感に包まれ
ますが、同時に自分の感情をとても素直
なフラットな状態にしてくれます。日々
の生活に追われ、正しさや進み方を見
失ってしまいそうな時に読むと、懐かし
い気持ちになり、自分のバックボーンを
思い出させてくれる、そんな作品です。
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特派員レポート　vol.14
りぶら いきものみっけ隊【7/17：土】

「水辺のいきもの」もみてみよう

1. 簡単な説明
　アオバズクの雛の営巣状態のビデオ
放映他説明。

2. 自然観察
　伊賀川に仕掛けておいたビンドウをあ
げながら、川の生き物を確認。ヨシノボ
リ・オタマジャクシが入っていました。
他、アオバズクの雛の営巣を確認しなが
ら、11:30まで各自で自然観察。

3. いきもの合わせ
　11:30 ～ 11:45 まで、A・B 2 つ
のグループに分かれ、各グループでの
いきもの合わせ及びみっけたいきもの
の発表。

4. いきもの合わせの結果
【植物】アジサイ、エノコログサ、オオ
バコ、カタバミ、カヤツリグサ、キキョ
ウソウ、ギシギシ、キツネノボタン、キョ
ウチクトウ ( 毒 )、コモチマンネング
サ、シロツメグサ、タンポポの花、タ
ンポポの綿毛、チチコグサ、チドメグ
サ、ツユクサ、ニワウルシ、ハルジオン、
ヒメオドリコソウ、ヒメジョン、ヒル
ガオ、マメグンバイナズナ、ミゾソバ、
ムラサキカタバミ、ムラサキボタン、
ヤブガラシ、ヨシ
【昆虫等】ホソハバチの幼虫、アオスジ
アゲハ、アシナガバチ、アリ、ウスバ
ハゴロモ、オオシオカラトンボ、オオ
スズメガ、キチョウ、シオカラトンボ、
ショウリョウバッタ、セイヨウミツバ
チ、セミの抜け殻、ツバメシジミ、ツ
マグロヒョウモン、トノサマバッタの
子供、ナミアゲハ、ニホンミツバチ、
ベニシジミ、モンシロチョウ、ルリタ
テハ、ルリチュウレンジ
【野鳥】アオバズク、キジバト、スズメ、
セグロセキレイ、ツバメ、ドバト、ハ
シボソガラス、ヒヨドリ、ムクドリ
【魚など】アメンボ、オイカワ、オタマ
ジャクシ、コイ、ドジョウ、ナマズ、
ヌマエビ、ヌマガエル、ヨシノボリ
【その他】猫、カワラキノコ

以上、68種類のいきものを確認しまし
た。（杉浦）

Libra Supporter Club

岡崎公園の
アオバズク

→

伊賀川のいきもの観察
→

イケメン＆イクメンみっけ！

　梅雨明けの暑い朝、りぶら西側の伊
賀川から岡崎公園へ、いきものを探し
ながら散策。子どもたちは、暑さにも
めげず、元気いっぱいでした。（戸松）

りぶらいきものみっけ隊 自然観察会 実施予定

活動日 活動時間 場所

  9 月 11日 ( 日 ) 10:00～ 12:00 創作室

10月   9 日 ( 日 ) 10:00～ 12:00 会議室302

12月 18日 ( 日 ) 10:00～ 12:00 会議室103

  1 月 15日 ( 日 ) 10:00～ 12:00 会議室101

  2 月 12日 ( 日 ) 10:00～ 12:00 会議室101
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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

「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。

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！

学校読み聞かせボランティア交流会

　2003 年 2 月に始まった「学
校読み聞かせボランティア交流会」
も、今年で16回目となりました。
岡崎市内の小学校や中学校、幼稚
園で子どもたちに読み聞かせをし
ているボランティアグループを横
につないでいる会です。
　実行委員会のメンバーが皆さん
の意見を聞きながら、交流会での
内容を決めています。今回は8校
のグループが日頃の活動の一こま
を発表してくれました。会場で見
ている人たちは、自分たちの学校
での活動の参考にしたり、さらに
ステップアップするヒントを見つ
けたりしていました。
　交流会では、年に2回行う交流
会のほかに、入門講座やステップ
アップ講座も開いています。実行
委員だけでなく、多くの学校の方
も手伝ってもらい、これからも子
どもたちに本の楽しさを伝えるた
めに、研修や支援をしていきたい
と思っています。

りぶらで活動する市民活動団体の紹介

代　表 山田美代子

連絡先
0564-57-8067

nayamada@syd.odn.
ne.jp

活動日 随時

活動内容

岡崎市内の学校での読み聞

かせボランティアをしてい

る人々の研修及び交流。

◎駐車場無料サービス時間変更について 
図書館交流プラザを利用されるかたは、りぶら駐車場及び
提携駐車場を利用した際に「駐車料金は3時間を上限に
無料」としていましたが、駐車場の混雑緩和や公共交通機
関への転換促進を図るため、10 月 6日から「無料時間の
上限を2 時間」に変更します。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
岡崎市図書館交流プラザ TEL(0564)23-3100

からのお知らせ からのお知らせ


