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りぶらいおん特集：茶畑和也氏インタビュー
　　　「りぶらぶらりマップ」イラストレーター

オープンから7ヵ月半、
６月14日、来館者
100万人を達成しました。

りぶらサポータークラブの
ホームページを開設しました。↓↓見てね !!

http://www.libra-sc.jp/

～なかに入れば、そこにしかない “おもしろみ ”が必ずある～
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Interview

茶畑和也氏 インタビュー
『りぶらぶらりマップ』イラストレーター
歩けば歩いただけ、思い入れが深まり、親しみがわく。
みんなに参加してもらって、楽しくしていけたら ...。

りぶらぶらりマップ

茶畑和也 ( ちゃばたかずや )
1955 年高知県生まれ。イラストレーター。
1980 年、渡仏。W. ヘイターに支持。
1986 年朝日広告部門賞受賞。以後、名古屋を
中心に、雑誌、新聞、広告の幅広い分野で活動。
1988 名古屋東急ホテル 1周年記念壁画、
2002~ 毎日新聞朝刊『天職一芸』など著作多数。
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Interview

は、イメージが結びつき、“安心感 ”を持っ
て描くことができるんです」
　自分で見てもいない、他人が撮ってき
た写真をただイラストにおこしても、物
語性が見えない。自分が見て、感じたも
のを描くからこそ、絵を見る側の心に届
くものがあるのではないかと思う。茶畑
さんの、「プロ意識」や「こだわり」が、“安
心感を持って描ける ”という一言に凝縮
されているように感じた。

　まち歩きをはじめてみると、実にいろ
んなことがあった。初日は、当初 3時
間の予定だったのが、終わってみると 6
時間も歩いていた。とてもヘヴィなまち
歩きだったようだ。
 「いや、もう、暑かった。長かった。し
かも、楽しみにしていた和菓子の『和泉
屋』さんが定休日だった。だから、2回
目に訪れて、おだんごにありつけた時は
うれしかったなあ」

 「伊賀八幡宮でザリガニ釣りをしていた
子どもたちのこともよく覚えている。去
年 8月の豪雨の時には心配しましたよ」
当時のことを語る茶畑さんは、懐かしそ
うな、嬉しそうな、愛おしんでいるかの
ような、素敵な笑顔だ。こちらまで嬉し
くなる。きっと、ひとつひとつのエピソー
ドをあげていったら、枚挙にいとまがな
いだろう。

　なかでも、茶畑さんの一番のお勧めは、
なんと、『コロッケ屋』さん（※２）だと
いうことだ。岡崎の象徴である岡崎城で
もなく、八丁味噌でもなく、『コロッケ』!?
「コロッケ屋です。外で食べたせいか、
においか、あの空気感か、お寺で食べ
たせいか、木のアーケードがよかったの
か ...。あの、街との一体感。おばちゃん
の迫力。コロッケ屋のおばちゃんはなぜ
か、太っているんだよね。コロッケ屋は
“ああいうふう ”でなければいけない」　
　茶畑さんのこの思い入れは、マップ上
のイラストで確認してほしい。そして、
“ ああいうふう ” でなければならないと
いわしめる、コロッケ屋さんにぜひ足を
運んで、そのコロッケを味わってほしい。
おばさんに会ってきてほしい。“ ああい

　茶畑さんは、とても血色のよい顔で、
あのイラストのイメージそのままに、に
こにことあらわれた。
 「いやぁ、熱かった。」
 「上の方は 46度だそうですよ。下とか
き混ぜて 42度くらいになるんじゃない
かな。」
 「いやいや、かき混ぜても十分熱かった
ですよ。」
 聞けば、『龍城温泉』（※ 1）に入って
来たという。
「古いよ。おばあちゃんみたいに、古い
んだけど ... 味があるんだよなぁ」
何だかとても嬉しそうだ。岡崎市民でも、
その存在を知らない人が多い龍城温泉。 
市外から来ている茶畑さん、まさにどっ
ぷり『浸かって』いるのだ。

　茶畑さんが岡崎に浸るキッカケとなっ
たのが、「りぶらぶらりマップ」である。
これは Libra の開館にあわせて、りぶら
サポータークラブによって企画されたプ
ロジェクトのひとつで、「手に持って街
を歩きたくなる、素敵な絵地図を」と、
中心市街地活性化の一助になることを期
待して作られた。茶畑さんは、そのメン
バーに半ば強引に誘われ、自らもまち歩
きに参加し、手書きで他にはない味わい
深い地図へと仕上げてくれた。
 初版 500部は瞬く間に完売。新聞・テ
レビなど、多くのメディアに取り上げら
れ、現在は 2 版 1000 部、3 版 1500
部と版を重ねている。
 
　小学 2年の時に、父親の転勤で高知
県から碧南市に転居して来たという茶畑
さん。高校生のころ、友人と「服を買う
ぞー !」という時にはなぜか、名古屋で
はなく、岡崎だった。当時岡崎に抱いて
いた印象は、「すごい都会」だったそうだ。
それが駐車場つきの大型店舗が郊外に出
店しはじめ、中心地はだんだんと廃れて
いく。
 「発展のしかたはどこも同じ。岡崎も知
立もみんな似たような街になった」と印
象が変わっていった。
 しかし、マップ作成にあたり、自らく
まなく街を歩いてみて、また新たな思い
を抱くことになる。
 
　はじめは、プロジェクトのメンバーに
写真を送ってもらい、それを素材にして
描きはじめた。しかし、それには違和感
があった。
「自分の目で見て、その場の空気を感じて
撮ってきた写真と他の人が撮ってきた写
真は違う。やはり、自分の足で歩いてみ
ないとだめですね。自分で見てきたもの

うふう ” が果たして、“ どんなふう ” な
のか。自分で歩いて、自分の目で確かめ
る。それは、『地図』という媒体だから
こそできることだ。
 
　大好評のマップから発展して、現在、
茶畑さん画による岡崎のポストカード作
成も進行中だ。花火、桜、ジャズ、ササ
ゴイ、いがまんじゅう、味噌樽、まちバ
ス、屋形船、徳川家康、職人さん、看板、
街燈 ... どれを描いていただくか、候補
はきりがない。
　超多忙でいらっしゃるであろう茶畑さ
んを気遣い、りぶらぶらりマップで使っ
たイラストがデータとして保存してある
から、そこからポストカードにおこすこ
ともできますよという提案に、茶畑さん
は、笑顔で、しかしきっぱりとこうおっ
しゃった。
 「新しく描き下ろしますよ ~! 前のを使
うと “なんか ”古いから」
 「いろんな素材があり、組み合わせも
多々考えられる。絵にした時のイメージ
がとても重要なんです」
　地図は地図。ポストカードはポスト
カード。岡崎産のモノたちが茶畑さんの
フィルターによって切り取られ、一枚の
絵になるのだ。そこには、茶畑さんの
プロ意識の高さはもちろん、ここまで
ディープに関わって来た、岡崎に対する
深い愛情が感じられた。

　最後に、どうしても聞かずにはいられ
なかった「なぜ、人物の口を描かないのか」
という質問には、「口まで描くと、リアル
になり過ぎてしまうでしょ。想像の余地
がなくなるというか」と答えてくれた。
　完璧に描き込み過ぎない。“ あそび ”
の部分が残されている。見る者が「ああ
かな」「こうかな」と想像をふくらませ
ることができる。... なるほど、だから、
茶畑さんのイラストを見ると、なんとは
なしに、じーっと長いこと眺めて、ほや
ほやと思いを馳せてしまうのだ。

　今後も、茶畑さんの手によって、『岡
崎発』新しい茶畑ワールドはどんどん広
がっていく ... 楽しみだ。

  ※ 1　 龍城温泉 : マップC-3
   創業昭和 34年。薪で焚いているとい
　う、昭和にタイムスリップできる希少
　な場所。

  ※ 2　コロッケ屋 : マップ E-2
   昔むかしのアーケード内にある。いつ
　も大人気のお肉屋さんのコロッケ。
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information
@ your libra

聞く、読む、
観る、話す、
楽しむ、伝える。

8 月 20日 ( 木 )　19:00 ～ 20:30　101会議室

「ジェンダーって何 ?」
創られた性差とは それって有利なの、不利なの ? 
岡崎女子短期大学 笹瀬佐代子 准教授

9月 24日 ( 木 )　19:00 ～ 20:30　301会議室 

「世界の家庭から」伝統が創る教育風土の違い 
海外日本人学校派遣教師等 

10 月 22日 ( 木 )　19:00 ～ 20:30　301会議室 

「女性の再チャレンジ」新しい羽の付け方 
キャリアコンサルタント他

「平成21年度 前期 生涯学習情報」
　　　　　発行：岡崎市図書館交流プラザ 
　　　　　　　　市民活動総合支援センター

　生涯学習センターでは、講
座の開催や相談・人材育成・
情報提供などを行っています。
　このたび、生涯学習情報誌
「平成 21年度前期 生涯学習情
報」が完成いたしました。り
ぶらや市民センターなどで無
料配布しておりますので、是
非ご自由にお持ちください。

「男女共同参画推進講座のご案内」

　市民活動総合支援センターでは、「男女共同参画セン
ター」として様々な企画を実施しています。昨年度は、
「おばさんの経済学」と題した講演会やおとこの料理・
茶道・生花講座、ペアでの英会話やストレッチングな
どを実施しました。
　21年度は、「りぶら」での本格的な取組みの開始を
意識し、これまでの実技的な講座とは別に、「男女共同
参画」について学ぶセミナーを行ないます。
　その第一弾として「男女共同参画推進講座」を、6
月 25日から全 4回の日程で開催しています。
二回目以降の予定は次のとおりです。1講座のみの参
加も受付ます。
　詳しくは、市民活動総合支援センター (23-3241) に
お問合せください。

私の一冊　vol.2　「影武者　徳川家康」　隆慶一郎　新潮社
　関が原の戦いの火蓋が切って落とされようとするその瞬間、徳
川家康は暗殺された。その後家康に代わって東軍の指揮を執った
のは家康の影武者であった。この大胆な “解釈 ” によりこの物語は
幕を開ける。一見荒唐無稽に見えるこの設定は、作者が様々な書
物を丹念に調べあげた末たどり着いた一つの結論と言える。とこ
ろどころに差し挟まれる史書の引用と、それらをつなぎ合わせる
構想力に、さもありなんと思わせる迫力がある。
　特筆すべきは、影武者・家康を通して、武家社会の権力闘争を
書きながら、光が当てられることがなくともそこに生きた人々の
姿や価値観を、もう一つの歴史として描き出そうとするサバルタ
ン的視点だ。サバルタンとは、自ら語ることのない/語られない人々

を指す。江戸時代に生きたのは、決して名のある武士や、豊かな文化を生み出したとされる
大衆だけではない。一般の民からは蔑みの視線が向けられる代わりにある種の自由を謳歌し
た「漂白の民」が、いかにこの時代を生きたか。歴史に明るくない私も物語にぐいぐい惹き
込まれ、あっという間に読了してしまった。もちろん Libra で借りられる、オススメの 1冊。

NPO法人 岡崎まち育てセンター・り
た /博士 ( 工学 )/ 専門 : 住民参加のま
ちづくり、コミュニティ・デザイン、
メキシコの居住運動史 / 生きいきと
人がつながるまちづくりを目指して、
ワークショップの企画・運営や調査・
研究を行っています。

天野 裕（あまの ゆたか）
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りぶら　イベントカレンダー
開催日　　催事名　　参加費など

時　間　　場　所　　主催・問合せ

毎週火曜日 11：00～11：30　おはなし会　赤ちゃんとその保護者 無料・おはなしのもり　ころころくまさん

毎週木曜日 11：00～11：30　おはなし会　赤ちゃんとその保護者 無料・おはなしのもり　ころころくまさん

毎週木曜日 16：00～16：30　おはなしと紙しばいの会 無料・職員

毎週土曜日 14：30～15：00　おはなしと紙しばいの会 無料・おはなしのもり　ころころくまさん

第２・４月曜日 16：00～16：30　おはなしと紙しばいの会 無料・職員

７月１１日（土） 13：00～13：30　外国語のよみきかせ　ポルトガル語 無料

７月２６日（日） 14：30～15：00　ストーリーテリング夏のおはなし会 無料・おはなしの森まほうの豆

その他のイベント

７月４日（土） 有機・無農薬で健康野菜つくり　大豆の畑つくり・種蒔 300円・先着30名

10：00～13：30 図書館交流プラザ　創作室 岡崎額田ＥＭひろば　FAX21-1746

７月４日（土）
アーサー・ビナード講演会

「ホットケーキできあがり！」
1200円・事前申し込み　150名定員

14：00～15：30 301・302・303会議室 ちいさいおうち26-3083

７月４日（土） 七夕ジャズライブ（オードブルプレート＋1ドリンク付） 前売4500円　当日5000円

17：00～ Ｌｉｂｒａホール 図書館交流プラザ23-3100

７月４日（土） レコードコンサート 無料・要参加申込

19：00～20：30 内田ジャズコレクション展示室 図書館交流プラザ23-3100

７月５日（日） ゲームで楽しむキッズイングシッシュ　小学1～3年 500円・メールで申し込み定員15名

10：00～11：00 図書館交流プラザりぶら 箕浦陵子ryoko-may14@docomo.ne.jp

７月５日（日） ゲームで楽しむキッズイングシッシュ　小学4～6年 500円・メールで申し込み定員15名

13：00～14：00 図書館交流プラザりぶら 箕浦陵子ryoko-may14@docomo.ne.jp

７月７日（火） 親子で遊ぶリトミック（りぶらっこ☆ふぁみりー） 500円／組　限定15組　要参加申込み

10：00～11：00 103会議室 市民活動センター23-3114

７月９日（木） 個育ちサロン　ま～も 無料・時間内の出入り自由

10：00～13：00 和室 まみむめもクラブ安部09034583843

７月９日（木） チャットサロンタガログ語 無料・定員15人　6/25～受付

14：00～16：00 りぶら国際交流センター りぶら国際交流センター23-3148

7/10(金)～8/16(木) 岡崎空襲に関するパネル展示 無料・岡崎空襲を記録する会

図書館交流プラザ２階ギャラリー 中央図書館資料活用班23-3167

７月１０日（金） はなみずきコーラス　50歳以上の方 事前申し込み

10：00～ スタジオ1 アクア事務局080-3071-6050

7/10・17・24（金） ことばの教室中国語 無料・定員20人　6/25～受付

14：00～16：00 りぶら国際交流センター りぶら国際交流センター23-3148

７月１１日（土） ボランティアコーディネーター養成講座 無料・要事前申込

10：00～12：00 303会議室（LSCりぶらボランティアシステム考える会） 市民活動センター23-3114

７月１１日（土） シネマ＆トーク　まぼろしの邪馬台国 無料・（6/23で申込み終了）

13：30～15：30 Ｌｉｂｒａホール 市民活動総合支援センター23-3241

７月１１日（土） レコードコンサート 無料・要参加申込

19：00～20：30 内田ジャズコレクション展示室 図書館交流プラザ23-3100

７月１２日（日） シネマ＆トーク　グータン・りぶヌーボ 無料・（6/23で申込み終了）

13：00～14：00 Ｌｉｂｒａホール 市民活動総合支援センター23-3241

７月１２日（日） 携帯電話犯罪予防講座 1000円・定員20名

13：00～15：00 201会議室 まみむめもクラブ　25-5197

７月１２日（日） 日本文化教室（八丁味噌蔵見学）外国人対象（通訳あり） 無料・要事前申込　20名

14：00～16：00 りぶら国際交流センター りぶら国際交流センター23-3148

７月１２日（日） シネマ＆トーク　自虐の詩 無料・（6/23で申込み終了）

14：25～16：25 Ｌｉｂｒａホール 市民活動総合支援センター23-3241

こども図書室のイベント：23-3111
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Libra Calendar

りぶら　イベントカレンダー
開催日　　催事名　　参加費など

時　間　　場　所　　主催・問合せ

７月１２日（日） 七夕まつり　外国人に日本の七夕を紹介 無料

16：00～18：00 りぶら国際交流センター りぶら国際交流センター23-3148

７月１６日（木） 男の料理教室　簡単居酒屋おつまみメニュー 1470円・事前申し込み　16名まで

10：00～12：30 調理室 NPO法人食育推進ネットワーク58-8069

７月１７日（金） はなみずきコーラス　50歳以上の方 事前申し込み

10：00～ スタジオ1 アクア事務局080-3071-6050

7/17(金)～31(金) 岡崎空襲に関するパネル展示 無料・岡崎空襲を記録する会

103会議室 中央図書館資料活用班23-3167

7/18(土)～7/20(月) 手作り絵本の会　金のりんご作品展2009 ボランティア同時募集

11：00～16：00 お城通り・工作コーナー 中央図書館原田23-3111

７月１８日（土） りぶらフォーラムⅢ 無料

13：30～16：30 Ｌｉｂｒａホール りぶらサポータークラブ事務局23-3114

７月１８日（土） レコードコンサート 無料・要参加申込

19：00～20：30 内田ジャズコレクション展示室 図書館交流プラザ23-3100

７月１９日（日）
国際理解セミナー

「日本人と外国人が相互理解するための条件」
無料・当日会場へ

14：00～16：00 りぶら国際交流センター りぶら国際交流センター23-3148

７月１９日（日） 子どものクッキング 1200円・事前申し込み　定員12～16名程度

10：00～12：30 調理室 NPO法人食育推進ネットワーク58-8069

７月１９日（日） ドキュメンタリー映画「宇宙の約束」 1500円・メールで申し込み

10：30開場 図書館交流プラザりぶら
勇気づけの子育て陽だまりの会

hidamarinokai@live,jp

７月２4日（金） 夏休み読書相談 中３生までのこどもとその保護者

14：00～16：00 中央図書館 中央図書館　23-3111

７月２５日（土） レコードコンサート 無料・要参加申込

19：00～20：30 内田ジャズコレクション展示室 図書館交流プラザ23-3100

７月２６日（日） 親子ワクワク食べ物教室　マドレーヌ 500円・電話／faxで申し込み

9：30～12：00 調理室 NPO食生活岡崎24-2623

７月２７日（火） 夏休み読書相談 中３生までのこどもとその保護者

10：00～12：00 中央図書館 中央図書館　23-3111

７月３１日（金） はなみずきコーラス　50歳以上の方 事前申し込み

10：00～ スタジオ1 アクア事務局080-3071-6050

８月１日（土） 子ども一日図書館司書体験　（弁当・お茶持参） 往復はがきで申込　小４～中３　定員６名

10：00～15：00 中央図書館 中央図書館　23-3111

８月２日（日） 子ども一日図書館司書体験　（弁当・お茶持参） 往復はがきで申込　小４～中３　定員６名

10：00～15：00 中央図書館 中央図書館　23-3111

8/2(日)～8/8(土)
岡崎むかし館夏休み体験講座

「見て触れて感じよう、むかしの生活」
無料・岡崎むかし館　講師：野本欽也

11：00～13：00 岡崎むかし館、103会議室 中央図書館資料活用班23-3167

８月７日（金） はなみずきコーラス　50歳以上の方 事前申し込み

10：00～ スタジオ1 アクア事務局080-3071-6050

８月７日（金） 夏休み読書相談 中３生までのこどもとその保護者

10：00～12：00 中央図書館 中央図書館　23-3111

８月７日（金） 夏休み科学あそび講座 小１～小６・定員３０名・３００円

13：00～16：00 中央図書館 中央図書館・往復はがきで申込(7/21必着)

８月８日（土） レコードコンサート 無料・要参加申込

19：00～20：30 内田ジャズコレクション展示室 図書館交流プラザ23-3100
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Libra Calendar

りぶら　イベントカレンダー
開催日　　催事名　　参加費など

時　間　　場　所　　主催・問合せ

８月９日（土） 日本文化教室（切り絵うちわ作り） 300円・要事前申込　12名

14：00～16：00 りぶら国際交流センター りぶら国際交流センター23-3148

8/10・24・31（月） ことばの教室スペイン語 無料・定員20人　7/25～受付

14：00～16：00 りぶら国際交流センター りぶら国際交流センター23-3148

８月１１日（火）
チャットサロン（ポルトガル語）

ポルトガル語だけでおしゃべり
無料・定員15人　7/25～受付

14：00～16：00 りぶら国際交流センター りぶら国際交流センター23-3148

８月１８日（火） 夏休み読書相談 中３生までのこどもとその保護者

14：00～16：00 中央図書館 中央図書館　23-3111

８月２０日（木） 男の料理教室　インドカレー＆ナン 1470円・事前申し込み　16名まで

10：00～12：30 調理室 NPO法人食育推進ネットワーク58-8069

８月２０日（木） ふるさと講座「日本人にとってのお米とは」 無料・岡崎むかし館　講師：野本欽也

10：30～12：00 103会議室 中央図書館資料活用班23-3167

８月２０日（木）
中学生講座伝えよう“いのち”

第１部「出会い系サイト」のほんとうの話
500円・おにぎりランチつき・要事前申込み

10：00～12：00 301.302.303会議室 LSCつながろう“いのち”プロジェクト23-3114

８月２０日（木）
中学生講座伝えよう“いのち”

第2部交流　ふれあい赤ちゃん
無料・要事前申込

13：00～14：00 301.302.303会議室 LSCつながろう“いのち”プロジェクト23-3114

８月２０日（木）
大人講座伝えよう“いのち”

「出会い系サイト」のほんとうの話
1,000円・要事前申込

14：00～16：00 301.302.303会議室 LSCつながろう“いのち”プロジェクト23-3114

８月２０日（木） 男女共同参画推進講座「ジェンダーって何？」 無料・要事前申込（6/16まで）

19：00～20：30 301会議室 市民協働推進課男女共同参画班23-6222

８月２１日（金） はなみずきコーラス　50歳以上の方 無料・要事前申込

10：00～ スタジオ1 アクア事務局080-3071-6050

８月２１日（金）
中学生講座伝えよう“いのち”

第2部交流　ふれあい赤ちゃん
無料・要事前申込

10：00～11：00 301.302.303会議室 LSCつながろう“いのち”プロジェクト23-3114

８月２２日（土）
文楽講座

「源氏十二段３００年ぶりの復曲に寄せる想い」

14：00開演 図書館交流プラザ・りぶら

８月２２日（土） レコードコンサート 無料・要参加申込

19：00～20：30 内田ジャズコレクション展示室 図書館交流プラザ23-3100

８月２３日（日）
ワールドレクチャー（バングラデッシュ）

日本語での母国の紹介

無料・定員40人

往復はがきで申込み(8/23まで)

14：00～16：00 りぶら国際交流センター りぶら国際交流センター23-3148

８月２５日（火） りぶらで　ぽんつく 無料・要事前申込

10：00～ Libra西・伊賀川 りぶらサポータークラブ事務局23-3114

８月２７日（木） 和太鼓の演奏・体験 500円／１家族・メールで申し込み

10：30～ 103会議室 育遊空間べる★す～ず  info@berceuse.in

８月２８日（金） はなみずきコーラス　50歳以上の方 事前申し込み

10：00～ スタジオ1 アクア事務局080-3071-6050

８月２９日（土） レコードコンサート 無料・要参加申込

19：00～20：30 内田ジャズコレクション展示室 図書館交流プラザ23-3100

500円・往復はがきでせきれいホールへ申込

朝日町3-36-5せきれいホール「文楽講座」係
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Libra Supporter Club

りぶらサポータークラブ　活動カレンダー
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Libra Supporter Club

りぶらサポータークラブ　活動報告

平成21年度総会の報告

日時 : 平成 21年 5月 30日 ( 土 )13:30 ～ 14:00
場所 : 図書館交流プラザ Libra 301/302/303 会議室

第 1号議案 : 平成 20年度の事業報告について
第 2号議案 : 平成 20年度の会計報告について  
第 3号議案 : 平成 21年度の事業計画案について 
第 4号議案 : 平成 21年度の事業予算案について

すべての議案が承認されましたことを報告いたします。

懇　親　会

日時 : 平成 21年 5月 30日 ( 土 )18:00 ～ 21:30
場所 : 図書館交流プラザ　タイガーカフェ

　美味しい料理とお酒をいただき、普段話題にできない
プライベートなことなども聞き合いながら、交流を深め
ました。やっぱりこういう機会もないとね。次回の懇親
会が楽しみです。

議長：内田　明氏

中川幾郎氏講演会
「協働の先にあるもの」

日時 : 平成 21年 5月 30日 ( 土 )14:15 ～ 16:05
場所 : 図書館交流プラザ Libra 301/302/303 会議室

　中川氏は、参加者の顔ぶれを見て「ドクターコースの
話を」と、行政と市民の協働の在り方についてお話をし
てくださいました。私たちは、ちょっと難しいお話しに
ついて行くのが精一杯でしたが、大変参考になりました。
講演録の概要を、次号の本誌に掲載します。お楽しみに！ 

セブンイレブン稲熊店に
「情報コンビニラック」設置

ご来店をお待ちしています。 

竜
東
メ
ー
ン
ロ
ー
ド

県営グランド
248号線へ
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LSC Information

りぶらいおん©LSCりぶらいおん©LSC

伝えよう“いのち”講座
やはぎの昔ばなし

りぶらで ぽんつく

ボランティアコーディネーター

養成講座
～動く情報屋になろう～

■日時：７月１１日（土）　１０時～１２時

■場所： Libra ３０３会議室

■定員：５０名（参加費無料・先着順）

■受付：６月１５日～７月１０日

・捕まえた生き物を水槽に入れて、

　観察・説明

・「びんどう」の作成・使用体験

・「箱メガネ」の作成・使用体験

■日時：８月２５日（火）　

　　　　１０時～１２時

■場所：Libra 西側の伊賀川

■定員：親子で２０人ぐらい

■参加費：保険代・資料代

■予行演習：７月１７日（金）　

　　　　　　１２時集合　

　　　　　　昼食後実施

■日時：８月６日（木）　　　　

　　　　１０時３０分～

　　　　　　１１時３０分

■場所：西部地域交流センター

　　　　やはぎかん２階和室

■担当：岡崎むかし語りの会

＜中学生講座＞参加費５００円（第１部のみ）

第１部

■講座：「出会い系サイト」のほんとうの話

■日時：８月２０日（木）　１０時～１２時

第２部

■交流：ふれあい赤ちゃん

■日時：８月２０日（木）　１３時～１４時

　　　　　　２１日（金）　１０時～１１時

＜大人講座＞参加費１, ０００円

■講座：「出会い系サイト」のほんとうの話

■日時：８月２０日（木）　１４時～１６時

　★講師：中井良次氏（大阪遙学園施設長）

　　　★場所：Libra ３階会議室

　　　★担当：つながろう“いのち”

【申込み・問合せ先】
 Libra 市民活動センター
℡ 0564 － 23 － 3114
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LSC Information
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16:30
13:307/18(Sat.)

13:30
16:30

＠Libraホール

「あなたの知らないLibra紹介」
「みんなのやりたいことを
　つなげてみよう」

プログラム Hall

　より豊かなLibraの活用
法を考えるために事例紹介
や意見交換を行います。

りぶらフォーラムⅢ

市民活動センターで『招待状』をお受け取りください。

NPO100 団体が集結 !  日本初の大規模ファンド
レイジングイベントが、開幕します。
 ■ライブ
 ■パフォーマンスコンテスト ( 音楽・ダンス )
 ■ NPO村・大学村 
 ■市民イベント
 ■フードエリア ( 障害者福祉団体など )

フォーラムⅢ

愛フェス2009

9.5　9.6
愛・地球博記念公園
（モリコロパーク）

sat.　    sun.▶

りぶらサポーター
クラブも出展します

モリコロパークで

待ってるよ！

http://ifes.jp/
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Colum & Information

りぶら

ちょっとしたはなし
Libraに関係あるような無いような

どうでもいいんだけど
知っているとちょっと面白い

「りぶらサポータークラブ」のご案内

　図書館が好きな方、何かボランティアをしてみたい
方、岡崎のまちが好きな方、文化や国際交流の発展を
願う方など、いろいろな人が集まっています。
　りぶらサポータークラブを通じて、Libra をより身
近に感じながら、一緒に、より魅力のある場にしてい
きませんか？

　● Libra のサポーターの集まりです。
　●市民と Libra が協働して作り上げています。
　● Libra がより活用されるよう考え、行動します。
　● Libra での利用者の活動をサポートします。
　●市民の生涯学習を応援します。

会員募集
　この会の趣旨に賛同し、お力添えをいただける方は、
ぜひご入会ください。また、会の目的を達成するために、
賛助・協力してくださる方々のお力が必要です。何卒、
私たちの趣旨をご理解いただき、絶大なご支援を賜り
ますよう、お願い申し上げます。
 　　　　 (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 )
　年会費の期限は4月1日から翌年の3月31日とし、
賛助会費は随時受け付けます。年度途中の入会におけ
る年会費については、9月末日以降の入会をもって半
額とし、納入された会費は、返却しないものとします。
年会費は、名簿の作成・通信費等の会の運営費として
使用し、賛助会費は、会の運営費を補うほか、事業実
施等の経費として使用します。

〒 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
TEL/0564-23-3114 FAX/0564-23-3142
librashien@city.okazaki.aichi.jp

Libra I on vol.　   2008/11/1 創刊
◆編集・発行　りぶらサポータークラブ　広報部

●　編集後記　●

りぶら

ちょっとしたはなし

Libra に関係あるような無いような

どうでもいいんだけど

知っているとちょっと面白い

4 2009/ ７/ １日発行

　梅雨が明ければもう夏です !　vol.4 の中身も夏休み情報
満載 !　様々なイベントに、ゲストとして、またボランティ
ア・スタッフとして、ぜひご参加ください !　Libra I on
の編集スタッフも募集中です。お力を貸していただける方
は、お気軽に市民活動センターまでお問合せくださいね。

③
　6月14日に、Libra100万人目の来館者がいらっ

しゃいました。この数字は、当初１年間の来館

者目標として掲げていたものです。すごい！　

　Libra は、もともと「中心市街地活性化」を

目的として、何年も前から計画が練られていま

した。初期の計画の中では、図書館の話はな

く、ホテルや他の施設を建てようという案があ

りました。しかし同時期に、以前の中央図書館

老朽化に伴う立て替えの話が持ち上がり、今の

Libra があります。

　これがホテルだったら、約半年間で延べ 100

万人もの方がここに足を運んでいただろうかと

思うとき、ここが図書館を核とした複合施設で、

ひとまずは成功だったのだろうなと感じます。

　今後、中心市街地活性化という目的を達成す

るためには、多くの人々に愛される場になって

いくといいなと思います。


