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りぶらサポータークラブ情報誌　第 31 号　2014 年 1 月 1 日発行

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。
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● りぶら中央図書館情報
● 私の一冊　vol.26
● 市民活動団体紹介　虹のたね
● りぶらサポーター紹介　前川 正博
● りぶらの生涯学習ガイド 1 月・2 月

特集：① 小田課長（文化活動推進課）インタビュー
　　　② OKa-Bizって？

【りぶらまつり 2013 の記憶（アルバム）】は

ホームページで　http://www.libra-sc.jp
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Special Feature

リベラルな視点で文化推進を
小田課長（文化活動推進課）インタビュー

　実は、最初の採用で図書館に配属され

たんです。IT の機種導入を始めた頃で、IT

の導入の他、総務と経理を担当していまし

た。6 年後に監査委員事務局に移り、財

政課を経た後、東京事務所に派遣されま

した。その後、平成 10 年から文化振興課・

教育委員会などを経て、「りぶら」に着任

する前は議会事務局に 8 年おりました。

　東京事務所では、国の情報を得るため

に各省庁の広報課を回ったり、愛知県東

京事務所を訪ねたりしていました。東京は

人口が多いのでマイナーな講演会でもすぐ

に 100 人・200 人が集まるのですが、岡崎

の文化推進ということを考えると、東京と

は違った形で文化を醸成する仕組みを作

りたいと考えています。

　「りぶら」は、「市民活動」と「市民交流」

　この 4 月から、文化活動推進課に新しい課長さんが就任されました。文化活動推進課

には、総務班・管理班・活動支援班・男女共同参画班があり、以下の業務を行っています。

りぶらサポータークラブは、「活動支援班」との協働で事業を進めています。

総務班

図書館交流プラザ自主事業に関すること、図書館交流プラザり

ぶら活動施設（ホール・スタジオ・会議室等）の貸出、悠紀の里

の管理運営に関すること

活動支援班

生涯学習の振興、市民センターに関すること、市職員出前講座

に関すること、生涯学習活動市民講師の登録・紹介、市民活動

団体との連絡調整、地域交流センターとの連絡調整

男女共同参画班

男女共同参画推進施策の実施、女性相談（電話相談・面接相談・

法律相談）に関すること、男女共同参画講座・講演会の開催、

りぶら託児事業に関すること

管理班
図書館交流プラザ・市民センター及び地域交流センターの施設

の保守管理及び修繕

を取り入れた文化施設として、とても使い

やすくできていると思います。市民活動団

体の登録も約 600 団体あります。自分た

ちのためだけの活動でなく、公益のため

に活動できる団体を主体になにができる

かを考えていくことで、岡崎らしい文化推

進ができるのではないかと思います。

　平成 10 年の文化振興課に配属された

ときは、ちょうど生涯学習という言葉が使

われ始め、本市においても生涯学習推進

計画を策定しようとする時代でした。生

涯学習の直接の担当ではありませんでし

たが、まだ、この言葉を発する人も少な

い頃で、今後の日本の文化を背負う一つ

の柱として、生涯学習が大きな地位を占め

て行くんだろうなあと思っていたのを記憶

しています。

　その頃の私の担当はというと、市民会

館の改修でした。当時は阪神大震災の影

響もあり、公共建築物についても耐震性

が取り沙汰されているときで、市民会館

の耐震性の調査と今後の在り方の方針を

策定することが仕事でした。調査の結果、

建物の躯体は充分な耐震性を保持してい

ることが判明したので、今後の利用を見

据え、時代に即した市民会館を目指して

の改修計画策定を考えていたのですが、

１年間のみの在籍となり、志半ばで課を

異動することとなってしまいました。しか

し、それから約 15 年の時を経て、「りぶら」

という生涯学習の根本を担う施設に、ま

た、市民会館の改修方針が決定したこの

時期に当課の配属となったことは、不思

議なめぐり合わせもあるものだとつくづく

感じています。

　現在の生涯学習は、公民館時代の社

会教育的学級講座から平成時代に入って、

長寿命化を基とする余暇増大に伴う自己

学習、自己実現の学習・講座受講を経て、

地域の課題解決・地域づくり・公共福祉

へと変遷してきています。昔では考えられ

ない進化で、こんなに大きな命題をもっ

て素晴らしい進化が遂げられていること

に、一種の感動すら感じているのは私だ

けかもしれませんが、時代の変遷を見守っ

ている人間にとっては、それほどの革命

的な進化なのです。

　これからも今までに在籍した多くの課

で培ってきた仕事を踏まえて、リベラルな

視点での業務活動に邁進していきたいと

思っておりますので、是非皆様のご協力を

お願いいたします。
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■セミナーの活用

　「OKa-Biz」では、相談だけでなくセミナーも定期的に開催し
ています。明日からでも利用できるノウハウを学ぶ実践セミ
ナーや、チャレンジの先駆者を招き成功事例などを学ぶチャレ
ンジセミナーなど。これからの皆さんの活動の大きなヒントに
してもらえたらなと思います。

　りぶら２F のインフォメーションカウンターから市民活動セ
ンターに入っていくと、見慣れない看板が目に留まると感じて
いる方も多いのではないでしょうか。赤字で大きく「岡崎ビジ
ネスサポートセンター」と書かれた看板。岡崎ビジネスサポー
トセンター（通称：OKa-Biz）は、2013 年 10 月に開設された
ばかりの新しい産業支援施設です。

　「産業支援施設」と表現すると堅苦しく難しいですね。「きく」
「みつける」「ささえる」をテーマに、営利・非営利にかかわら

ず、地域でチャレンジをする事業者や個人をサポートしている
無料相談所です。これまでにも相談施設はありましたが、中小
企業でないといけないとか、敷居が高いという声が多くありま
した。そこで、今回新たに開設された「OKa-Biz」の出番です。
　「OKa-Biz」には、アイデアはあるがどう行動したらいいか分
からないという主婦の方、もっ
と地元を盛り上げたいとこつこ
つ事業に取り組む商店主、ボラ
ンティア活動を持続可能な活動
へ と 転 換 し て い き た い 非 営 利
団体など、多くの方から相談が
寄せられています。そういった
チャレンジの芽を育み、共に走
るのが「OKa-Biz」です。

■市民活動団体のチャレンジ

　これまでに、市民活動団体の方のサポートもしてきました。
外国人の日本での生活をサポートしたいと始めたボランティア
活動を持続可能な活動にしたいという女性。男性が育児にも積
極的に参加できるよう育児教室などを開催されている男性。営
利団体だけでなく、非営利団体の活動も継続していくにはどう
したらよいか、組織運営をどうしたらよいかなどの相談を受け
ています。

■情報発信のサポート

　多く寄せられる相談の中の一
つ が「 情 報 発 信 」 に つ い て で
す。活動をより多くの人に知っ
てもらうためにはどうしたらい
いのか。コストをかけず、しか
しながら侮ることのできない無
料ツール（ブログや SNS）を活
用した情報発信や、プレスリリー
スなどのメディアを活用した情
報発信などについてのサポート
も行っています。

今後の予定

1 月 14 日 ( 火 )18:30 ～　会議室 301・302　
　「部下のモチベーションを上げるコミュニケーション」
　講師：本間正人氏

1 月 31 日 ( 金 )18:30 ～　りぶらホール
　「新規事業の挑戦の極意」
　講師：小澤隆生氏　ヤフー ( 株 ) 執行役員

2 月 20 日 ( 木 )18:00 ～　りぶらホール
　「若きベンチャー企業家が世界を変える」
　講師：出雲充氏　( 株 ) ユーグレナ代表取締役

3 月 1 日 ( 土 )　18:30 ～　会議室 301・302
　「岡崎の地域づくりと中小企業のチャレンジ・可能性」
　講師：藻谷浩介氏
　　　　50 万部のベストセラー「デフレの正体」著者

※ タイトルが変更になる可能性があります

■ OKa-Biz 概要

場　　所：岡崎市図書館交流プラザ・りぶら　
　　　　　2F インフォメーションカウンター内
相  談  日：火・木・金・土曜日　10:00 ～ 16:30
予約受付：水・日曜日を除く 9:30 ～ 17:00
TEL：0564-26-2231、Mail：info@oka-biz.net
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ジャズ出前コンサートが羽根小学校と矢作南小学校で開催されました。

りぶら中央図書館情報

レファレンス事例集

開催日：平成 25 年 11 月 12 日（火）、13 日（水）

　岡崎市では内田修ジャズコレクション活用事業の一環として、毎年市内の小学校２校に出向き、子供たち
にプロのジャズライブを届ける「ジャズ出前コンサート」を開催しています。11 回目となる今回は、昨年
11 月 12 日（火）と 13 日（水）にかけて開催。出演は、りぶらでもおなじみの、守屋純子さん率いるカルテッ
ト with CHAKA の皆さんでした。

　1 日目の羽根小学校では、出演ミュージシャンと学
校の金管バンドとのコラボレーションで、昨年一大ブー
ムを巻き起こした朝の連続テレビ小説「あまちゃん」
のオープニングテーマ曲を共演しました。一流のミュー
ジシャンと一緒に演奏できる滅多にない機会というこ
ともあって、生徒たちも非常に張り切っていました。
　2 日目の矢作南小学校では、演奏に合わせて「小さ
な世界」の合唱を行いました。誰もが一度は歌ったこ
とのある有名な楽曲ですが、豪華な演奏付きともなる
と、一味違った作品のように感じられました。
　来年度もこの出前コンサートを続け、ジャズの魅力
を子供たちに届けていきます。

担当：中央図書館企画班

 

質　問
七福神の恵比寿が着ている衣服の後ろ姿が見たい。
できたら着付けの方法も知りたい。

プロセス

インターネットのサイトである「ウィキペディア」にて「恵比寿」について検索したとこ
ろ、「狩衣姿で、右手に釣り竿を持ち…」との記載があり。恵比寿の着ている衣服は「狩衣」
と検討をつけ、検索を行う。システムにて件名「七福神　衣服」で検索するが、後ろ姿の
ある資料なし。件名「狩衣」で検索、参考資料に狩衣の図、説明、着付け方法の記載があった。

【ウィキペディア】http://ja.wikipedia.org/wiki/

キーワード 「七福神」「恵比寿」「衣服」「狩衣」

参考資料
『衣冠単・狩衣の著け方』安江 和宣／著　国書刊行会　1998 年刊　175.7 イ（自動書庫）
『素晴らしい装束の世界』八條 忠基／著　誠文堂新光社 2005 年刊　383.1 ス

　お正月や成人式など、晴着を着る機会が多い時期です。着物姿をみか
けると、日本のよさを一層強く感じます。実際にご相談のあったレファ
レンス事例を紹介します。こんなおめでたい衣装も着てみたいものです。
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りぶらいおん©LSC

りぶらサポーターになって、
一緒に「りぶら」を盛り上げよう！

活動サポーター　会費不要・登録のみ　　
賛助サポーター　年間：１口 2,000 円から

随時、市民活動センターで受付ています。

私の一冊　vol.26
「ほめ言葉ハンドブック」

　人はどのように育つのでしょうか？

　新卒で会社を 3 年以内に辞める若者は

約 30％。株式会社カイラボが早期離職者

100 名にアンケートを行い、まとめた「早

期離職白書」の中で、3 年以内で退職し

た若者の 16％が、退職企業において、産

休育休を含まない休職を経験しているそ

うです。いわゆる「うつ病」などの精神

疾患が原因です。「うつ病」と診断され

ながら休職をしなかった人もいるとする

と、3 年で辞める若者の 20％前後は、精

神疾患を患っていると考えられます。

（http://kailabo.com/whitebookmain/）

　また、リクナビネクストの「退職理由

のホンネランキング」（転職経験者 100

名への調査）では、1 位：上司・経営者

の仕事の仕方が気に入らなかった、3 位：

同僚・先輩・後輩とうまくいかなかった、

とあります。

（http://next.rikunabi.com/01/honne2007/

honne2007_01.html）

　「九割の人は、ほめられて育つ」と、

冒頭に著者は語ります。しかしながら、

「日本の組織の中では、“ほめるコミュニ

ケーション” が少なすぎるように思いま

す」とも続けています。

　皆さん、日々の暮らしの中で、どのく

らい相手をほめていますか？ 会社で、上

司や部下に。活動で、ボランティアさん

やスタッフさんに。家庭で、両親や兄弟・

子どもに。そして、それはどのくらい効

果を出していますか？

PHP 研究所　本間 正人、 祐川 京子 / 著

　ある職場で久しぶりに一緒に仕事をし

た上司に対し、「あの人は、あんなに “あ

りがとう” って言うんですね。」そんな

感想を、ポロッとつぶやいてくれた友人

がいます。一言一言の「ありがとう」が、

彼女にとっては自分が認められたと感じ

られ、そして、上司への信頼感が増し、

やる気がさらに引き出され、成果につな

がる現場を目の当たりにしました。

　効果的に相手をほめ、やる気が引き出

される事で、好循環が生まれ、自分や周

囲の人の日々の暮らしの質が豊かにな

る。とっても素敵な事だなぁと感じてい

ます。

　本書は、「ほめるのが下手・苦手な日

本人」そんな私たちに向けて、「正しい

ほめ言葉の六原則」と、「ほめ上手にな

るための四つのこころがけ」として、ほ

めることを分かりやすく説明し、実践を

交えて紹介されています。そして、「ほ

め言葉のボキャブラリー」を増やすため

に、「すぐに使えるほめ言葉」を掲載し、

人が嬉しくなるポジティブな言葉が羅列

されています。

　16 万部のベストセラーです。皆さん

が必要としていた本、認めた本と言っ

ても過言ではないでしょうね。まだ手に

取った事のない方は、ぜひご一読くださ

い。きっとあなたを助ける素敵なバイブ

ルになることと思います。

　2014 年の新たな一年、「相手をほめる」

一年にしてみてはいかがでしょうか？

髙嶋　舞（たかしま　まい）
　りぶら 2 階にある「岡崎ビジネ
スサポートセンター　OKa-Biz」で、
ビジネスコーディネーターとして、
火曜日と金曜日を中心に、事業者
さんのご相談に応じています。
　大学時代には、名古屋の夏の祭
典「にっぽんど真ん中祭り」で第 2
回から実行委員会を務め、地域の
皆さんやボランティアの皆さんと
一緒にお祭りを作り上げて来た経
験から、「地域の活性化」の活動に
興味を持ち、現在は地域のチャレ
ンジする人や団体を応援する仕事
をしています。
　1 月 14 日は本書の著者・本間正
人さんが講師としてお越しいただ
けます。ぜひ「相手をほめる」一
年に向けて、ご参加されてみては
いかがでしょうか？
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　「虹たねかふぇ」以外の活動として、毎年夏休みに「虹の広場」
という親子イベント を「りぶら」で開催しています。 そして
この春休み、3 月 28 日 ( 金）の開催も決まりました。 今回は「虹
のたね」の枠を超え、外部講師を招いてのワークショップなど
も予定して います。詳細は下記のご案内をご覧ください。 
　これからも様々な形で地域社会への貢献をしていくととも
に、生きがいづくりや仲間づくり、社会での役割を探す方々の
サポーターとしての役割も担っていきたいと思い ます。「虹の
たね」の活動や「虹たねかふぇ」の出展内容については、ブロ
グ （http://ameblo.jp/nijinotane-okazaki)でチェックして下さい。 

お問合せ：080-5048-1131（相川）
　　　　　080-4902-0358（峯田）
場　　所：岡崎市康生通東 1 丁目 21　みどりやビル 2F
　　　　　第 1 ルーム　※ みどりやの駐車場は使えません。 

　はじめまして、「ナチュラルセラピーネットワーク虹のたね」
です。 私たちは、自然療法や様々なセラピーを通じ、「みんな
の心と身体を元気にしたい！」と いう思いから 2007 年に発足
しました。 現在５年経ち、会員数は 67 名となっています。 
　当初は「自然療法を伝えたい、知りたい、学びたい」という
方が多かったのです が、最近は、美を通じて心も元気にする
ネイリストさん、手作りのお菓子を通じて安心 と元気を提供
する方、音楽を通して癒しを届けてくれる音楽家の方たちなど、
個性的な方々が増え、まさに虹色のメンバーとなっています。 

　会員たちは、各自が自分の得意なスキルでイベントや講座な
どを行っていますが、「虹のたね」は、2013 年度から「岡崎ま
ちなか子育て支援スペース　『まざりん』」に参加していま す。 
　「虹のたね」のメンバーもママさんが多いので、子育て支援
をサポートしたい気持ちを 持った方が多く、「まざりん」にて、
毎週水曜の午前中に「虹たねかふぇ」を開催していま す。毎
月４週までは、様々なセラピーを体験できるイベント形式で、
５週目のある月は講座 を開催しています。
　毎回出展メンバーによりメニューは変わりますが、リフレク
ソロジー・カラーセラピー・アロマセラピー・カードリーディ
ング・ネイルなどが体験でき、その他物販もあります。だいた
い 500 円～ 1,000 円くらいで体験できるものが多いので、是非
気軽に遊びにきてください。
　子育て中は孤独になりやすかったり、子どもと二人煮詰まり
やすかったりしますよね。そんな時、気軽にセラピーを受けて
ちょっと気分転換でリフレッシュしまた頑張れる、また、様々
な交流ができたり子連れで学べる、そんな場として活用してい
ただきたいと思います。基本子連れ OK ですが、お子様と少し
離れてじっくり受けたい方には、同じフロアの別の部屋に託児
所が入っているので、お子様と離れて落ち着いて参加すること
もできます。託児は 30 分 500 円です。
　こうして安心して利用できるのも、「まざりん」というスペー
スならではです。もちろん、お子様のいない方や子育てが終わっ
た方も大歓迎！ ハーブティーのサービスもありますので、セ
ラピーを受ける受けないに関わらず、気軽に遊びにきて下さい。 

市民活動団体紹介 　「虹のたね」

～　3 月 28 日 ( 金）親子癒し体験～虹の広場　～ 

・  様々なセラピーやクラフト作りを気軽に楽しんでい
　ただけるブース 

・  子育てママ向け PC・iphone・SNS 相談セミナー 
・  親子ハーブクッキー & ハーブティー作り教室 
・  親子コーヒー教室など 
※ 時間や部屋などの案内はまた開催日が近づきましたら、
　 ブログ等でお知らせします。
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りぶらサポーター紹介 vol.12
 りぶらサポーター　前川正博さん

  

　　　

  LSC に参加したきっかけは？

　定年になり、それから少し過ぎたころ、
何かできることを探していました。その
中で、市政だよりの案内の中に LSC の募
集があり、たしかパソコンのできる方な
らどなたでもどうぞ、という呼び込みに
捕まった感じです。この「Libra I on」編
集もあったのですが、「Libra I on」を見
せてもらって、とても自分にはこのよう
な文章は書けないということが分かり、
とりあえずはお試しで入らせていただき
ました。ですから、運営委員は今年から
でまだ１年生です。

 LSC では主にどんな活動を？

　昨年は「サポーターシステムを考える
会」と「岡崎図書館未来企画」に入らせ
ていただいて、皆で LSC のサポーターは
どうあるべきか、ということを一緒に考
えさせていただきました。未来企画では
図書館長のインタビューに同席させてい
ただき、色々な方の考えや意見が聞けて、
大変勉強になりました。
　今年は「外国人が日本語の歌を歌うの
ど自慢大会」を、企画段階からお手伝い
させていただいてます。ポンポンと話が
決まっていって、テンポがとてもいい。
　最近は、サポーターの活動実績や、り
ぶら講座の参加者のデーターの解析など
をさせていただいています。そこには何か
新しいことを発見する楽しみがあります。

 LSC 以外での活動は？

　将棋を 40 年くらい続けています。茶
道・太極拳・カラオケ教室・詩吟・料理・
囲碁・写真等と、定年になってから始め
て３年位になりますが、長続きするのは
どれでしょうね。

 LSC に入る前のボランティア活動は？

　家の近くに体験の森があるのですが、
そこでもちつきボランティアを長年して
います。田植えや収穫祭などで参加者に

ふるまいます。窯で火をくべるのが上手
になりました。
　それと、町内で高齢化や防災に関する
住民の意識調査を実施したり、最近では
ラジオ体操を立ち上げ、30 人位の人が
毎日公園に集まり第一、第二体操を行っ
ています。

  LSC で一年やってみた感想は？
 また、今後やってみたいことは？

　ボランティア活動はこれまでのサラ
リーマン生活とは異なり、各自の自主性
と協調性のバランスが必要だと思うので
すが、皆さんよくやっていて、周りの人
たちに引っ張られています。
　りぶら講座では受付を行いましたが、
来年度はりぶら講座の講師として、何か
やれる事を探しています。これまでの経
験を活かせることができればと思います。

 プライベートデータ

【行きつけ・おススメのお店】
・蕎麦屋「竹内」井田町
今年の暑い夏、大根おろしのつゆが初め
ての味で、夏にはぴったりでした。福井
県で越前そばを修業し、平成８年にそば
専門店として開店されたそうです。

・「カフェレスト　まんがくん」岩津町
週に１回はモーニングに行っています。
本宮ひろ志の「サラリーマン金太郎」「大
と 大 」「 俺 の 空 」「 昼 ま で 寝 太 郎 」「 姿
三四郎」、かわぐちかいじの「沈黙の艦隊」

「イーグル」「ジパング」「バッテリー」「太

陽の黙示禄」など、二人の作者の漫画は
私にとってとても面白く勉強にもなり、
２回３回と同じ本を読んで味を噛みしめ
ています。

・カラオケ店
火曜日は午前中に太極拳教室があり、昼
からランチ付で５８０円（シルバー料金）
のカラオケ店に行き１時間カラオケをし
てから、りぶらの活動コーナーに戻る事
もあります。

【行ってみたいところ】
夏は北海道、冬は沖縄で一か月位安い民
宿でも泊まって、暑さと寒さから逃げた
いです。

【宝物】
最近は、健康が一番大事なものだと思わ
されます。防災講座アンケートで一番大
切なものとはとの問いに思わず「健康」
と書いてしまいました。

【一番リラックスできる時は？】
・庭に咲いた花の手入れをしている時。
・風呂の中（自分の歌や詩吟が上手に聞
えるんです）。

【自慢できること】
何にでも興味を持てること、家の取り壊
しや、建前なども興味がありいつまでも
見ています。

Libra i     n
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そうだ！りぶらをサポートしよう！
(1) 活動サポーター（登録のみ）
(2) 賛助サポーター（年会費）2,000 円

1 月・2 月のりぶら生涯学習ガイド
催しの予定は、変更や申込受付けを終了している場合があります。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

1/5（日）① 9:30 ～② 13:30 ～ ポプラの会　子ども向け講座
自分の未来を描くワークショップ 1200 円

FAX55 -4897、Ｅメール（info@
popura.eek.jp）で申込
ポプラの会（吉田）080-4227-2742

1/9・23・2/6・20（木） 10:00 ～ 本の清掃ボランティア　 無料 りぶらサポータークラブ 23-3114

1/10（金） 13:30 ～ ゴスペル無料体験会 無料 ワンボイス岡崎 090-8132-0120

① 1/10 ② 2/7 ③ 3/7（金） 18:30 マンスリーイングリッシュサロン
①インド、②台湾、③トルコ、英語で各国を紹介

3 回分
1500 円 （成瀬陽子）090 -1826 -1149

1/11（土）13:30 ～ 16:00 土曜日みんなで遊ぼう会
子ども用の臼と杵でお餅つき、五平餅作り

子ども 600 円
材料費 200 円 ポプラの会（吉田）080-4227-2742

1/12（日）14:00 ～ 17:00 音楽のトビラ PROJECT
大人 2000 円
学生 1000 円

ヤマハミュージックリテイリング豊橋
0532-55-3503

1/12（日）14:00 ～ 16:00 ワールドレクチャー・外国を学ぶ（バングラデシュ） 無料 りぶら国際交流センター 23-3148

1/13（月・祝） 10:00 ～ 幼児あそびの会 無料 岡崎市公益市民団体あしたば
（大嶋）090-4215-0314

1/13（月・祝） 10:30 ～ ガールスカウト愛知県第 13 団
発団 50 周年記念セレモニー

料理一品持参
または 500 円

愛知県第 13 団事務局
090 -2923 -7631

1/14（火）18:30 ～ 20:30
岡崎ビジネスサポートセンター OKa-Biz チャレンジセミナー
コーチングの第一人者から学ぶ
～部下のモチベーションをあげるコミュニケーション～

無料 岡崎ビジネスサポートセンター
26-2231

1/16（木）① 10:30 ② 14:00 シネマ・ド・りぶら上映会「道」 無料 りぶらサポータークラブ 23-3114

1/17・24・31（金）14:00 ～ 16:00 ことばの教室　中国語 無料 りぶら国際交流センター 23-3148

1/18（土） 16:00 ～ 18:00 ジャズ講座 前田憲男ジャズを語る
～ジャズとアレンジとの深い関係～ 2000 円 図書館交流プラザ 23-3100

1/18（土）10:00 ～ 12:00 りぶら いきものみっけ隊 　 自然のかたち“こすり絵” 初回 500 円 りぶらサポータークラブ 23-3114

1/18（土）13:30 ～ 15:30 「すてきな　いきかた　かんがえよう」交流会 無料 岡崎市文化活動推進課男女共同参画班
23-6222

1/19（日）10:00 ～ 11:30 岡崎生涯学習サークル “きらり”
「新年　りぶら “健康と癒し” ワークショップ」

1500 円
（材料費込み）

E メール（ryoko-may14@docomo.ne.jp）
（箕浦）080-1551-1967

1/19（日）A15:30 ～ B17:30
浜崎航による楽器ワークショップ
Ａコース（サックス）、Ｂコース（管楽器）

各 2000 円
両コース受講
は 3,500 円

Ｅメール (jazz-ami@nifty.com) で申込
Grooving Jazz-ami

（小椋）090-7918- 0094
1/23・30・2/6（木） 3 回コース
14:00 ～ 16:00 ことばの教室　スペイン語 無料 りぶら国際交流センター 23-3148

1/24（金）18:30 ～ 20:30 岡崎ビジネスサポートセンター OKa-Biz 第 6 回実践セミナー
心を掴む動画で新規顧客開拓？！ 無料 岡崎ビジネスサポートセンター

26-2231

1/31（金）18:30 ～ 20:30 岡崎ビジネスサポートセンター OKa-Biz チャレンジセミナー
Yahoo ！ショッピング無料化の仕掛け人に聞く 無料 岡崎ビジネスサポートセンター

26-2231

2/1（土）11:00 ～ 14:00 講演会　自然療法と自然治癒力
病気知らずで、元気に健康な體で生きる！！ 300 円 特定非営利活動法人メダカの学校

（志賀）090-8337-7036
2/2（日）予選 13：00 ～ 14：30
                   決勝 15：00 ～ 16：00 第 4 回　外国人が日本語の歌を歌うのど自慢大会 無料 りぶらサポータークラブ 23-3114

2/6（木）18:30 ～ 20:30 岡崎ビジネスサポートセンター OKa-Biz 第 7 回実践セミナー
すぐできる。無料の情報発信 無料 岡崎ビジネスサポートセンター

26-2231

2/6（木） 13:30 ～ 15:00 緑化推進講演会
「ガーデニングのワンポイントアドバイス」 無料

岡崎市都市整備部公園緑地課
23-6719

2/15（土） 16:00 ～ 18:00 Vanilla Mood　Premium　LIVE　2014 2500 円 図書館交流プラザ 23-3100

2/16（日）10:00 ～ 12:00 りぶら いきものみっけ隊　 ちりめんモンスター 5 初回 500 円 りぶらサポータークラブ 23-3114

2/20（木）① 10:30 ② 14:00 シネマ・ド・りぶら上映会「そして誰もいなくなった」 無料 りぶらサポータークラブ 23-3114

2/20（木）18:30 ～ 20:00 岡崎ビジネスサポートセンター OKa-Biz チャレンジセミナー
若きベンチャー起業家が世界を変える

無料

（託児あり：有料）
文化活動推進課男女共同参画班
23-6222

2/23（日）13:00 ～ 16:00 第 3 回岡崎まち育てフェスタ 無料 りぶら市民活動センター 23-3114


