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平成20年の11月「岡崎市図書館交流プラザ りぶら」のオープンとともに発足した「りぶらサポー

タークラブ」も、「りぶら」と共に成長し、各方面から注目される団体となってまいりました。「り

ぶらサポータークラブ」は、りぶらを利用する方・働いている方、そして多くの市民の皆様のサポー

トを目的として活動しております。市民と行政が協働して企画運営する事業を実現するために、昨年

度からは例年の事業に加え、「ハッピーハロウィンりぶら」・「With You フェスタ」の運営にも携

わっております。  

  

市民同士が学び成長しあう「りぶら講座」も、24年度の開講以来1,019講座に延べ8,468人もの方が

参加してくださいました。多くの方が「学びたい、教えたい」と、生涯学習に意欲があることが証明

されていると思います。これをきっかけに岡崎市全体に広がって、市民の生涯学習が推進されていく

ことを期待しています。  

  

認知度の上がってきた「シネマ・ド・りぶら」では、図書館資料を活用した往年の名画や最新の映

画を楽しんだり、大階段を利用した「冬のコンサート」では、高校生・PTA・趣味の合唱グループの

合唱を楽しんでいただきました。  

  

また「外国人が日本語の歌を歌うのど自慢大会」では、ブラジル・フィリピン・アメリカ・ネパー

ル・インドネシア・中国・ベトナムと、いろいろな国の方が参加してくださいました。プロ顔負けの

方もあり、皆さん歌の好きな方で、顔なじみの方も出てきました。会場には日本人も多く、「りぶら」

での国際交流のきっかけになっていると思います。  

  

普段はこのような地道な活動をつづけながら、「りぶら」が日常的に市民の活動場所になるように

中間支援組織としての側面も意識して努力しています。しかし、まだ「りぶら」に来たことのない方

にも足を運んでもらうため、また、多くの市民団体どうしの交流のため、秋には「りぶらまつり」を

行っています。28年度も2日間で14,000人以上の来館者がありました。普段は別々に活動している団

体が実行委員会を通して顔なじみになり、その後のつながりに発展して行くことを願っています。  

  

これまでの活動を踏まえ、29年度もより充実した活動を展開したいと思っています。どうぞ、ご支

援をよろしくお願いします。  

  

りぶらサポータークラブ  

代表 杉浦 仁美. 

ご挨拶 
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私たちは、岡崎市図書館交流プラザ(愛称りぶら、

以下Libra)の開館に向けて、平成16・17年度に行われ

た設計・運営に関する市民検 討ワークショップに参

加してきました。その中で、「Libraを市民の力で、

より良い施設とするため【りぶらサポーター】とし

て活動しよう!」という 気運が盛り上がり、平成18年

度より、りぶらサポーター活動を発足させました。

そして、Libraを活用するときに必要と思われること

を考えながら、私たち市民の自発的かつ多面的なサ

ポーター活動の実践を行ってきました。 

 

その活動の中から、「Libra」は単なる施設の名 称ではなく、「岡崎市全体の生涯学習の象徴」で 

あることが共有されました。そして、市民がその運営に積極的に参画する仕組みを継続的に確保する 

必要性があることに気づかされました。 

 

Libraが目指すところは「市民が気軽に訪れて楽しく利用することができる施設」、「交流や周辺 

地域の賑わいを生み出す施設」、「図書館を核とした生涯学習施設」です。それを真に実現するため 

には、これまでのように運営を行政まかせにするのではなく、私たち市民が積極的に提言・評価をす 

ることが必要です。また、市内全体の生涯学習や市民活動の連携や協働を、市民が主体となって進め 

ていくことが重要です。 

 

Libraを中心に、岡崎市全体の文化向上、市民相互の交流および地域の活性化、生涯学習の発展を 

進めるためには、以下の認識を共有しなければなりません。 

・市民自らが施設の運営に参画する重要性 

・既に協働関係にある各市民団体やプロジェクト活動を市民参画の仕組みとして継続させる必要性 

・市民、教育機関、企業・事業者、行政が連携・協働のもとに、それぞれの役割と責任を担うという 

「新しい公共」の発想の下、岡崎市全体の市民活動、生涯学習を統合する市民組織の必要性 

・自らが住む地域への主体的な参加意識の重要性 

 

ここにおいて私たちは、Libraの運営と事業への市民参画の観点から、多様な市民活動を支援し、 

連携・協働を進めるために積極的な役割を果たすことが必要と考えました。そして、Libraをより魅 

力的な施設にするための活動を通じて、民・学・産・官の連携・協働を進めるために積極的な役割を 

果たすという「新しい公共」の理念を社会に浸透させ、市民相互の交流の活性化と、岡崎市全体の文 

化向上および生涯学習の発展に寄与することを目的に、行政から自立しかつ対等な関係を保ちながら 

協働する市民活動団体として、「りぶらサポータークラブ」を設立することとします。 

 

平成20年5月31日 設立趣意より 

  

設立趣意 
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りぶらサポータークラブ沿革 

平成16(2004)年 市民検討ワークショップ開始 

平成17(2005)年 市民サポーターによる「部会」活動開始 

平成18(2006)年 
「まち育てセンター・りた」によるサポーター支援会議（通称：SSC）の組 

織化。 

平成19(2007)年 
「部会」活動から、より具体的な活動ごとに集まる「プロジェクト」活動に 

移行。 

平成20(2008)年度 

・11月8日「プロジェクト」メンバーを主体に、「りぶらサポータークラ 

ブ」(以下 LSC)設立。代表に山田美代子氏就任。 

・同日「りぶらフォーラム・幻燈会～ Libraができるまで～」を開催。 

・2 月りぶらまつり開催。 

・2 月りぶらフォーラム～りぶらの夢を確かめ、ふくらまそう！～開催。 

平成21(2009)年度 

・ホームページを開設、情報誌を制作。(年 6 回発行) 

・「シネマ・ド・りぶら」の映画上映会を開始。 

・6 月、来館者100万人記念式典。 

平成22(2010)年度 

・「りぶらっこ☆ふぁみりー」など、いくつかのプロジェクトが自立。 

・会員研修として「ボランティアマネージャー養成講座」などに参加。 

・生涯学習複合施設としての「りぶら」の活用法などを学ぶ講座の開催を、 生

涯学習課より受託。 

・「第次岡崎市生涯学習推進計画策定委員会」「図書館交流プラザ自主事業 実

行委員会」「図書館交流プラザ運営協議会」参画。 

・9 月、来館者 300 万人記念式典。 

・11月「りぶらまつり」を開館月11月に変更。 

・12月「Librahack」事件を受け、フォーラム「ネット時代の情報拠点として野

図書館─ 「Librahack」事件から考える─」を開催。 

・2月「外国人が日本語の歌を歌うのど自慢大会 vol.1」を開催。 

平成23(2011)年度 

・22年度の事業を継続しつつ、りぶら活用につながる新たな事業を模索。 

・「りぶらフォーラム」と「りぶらまつり」を「まち育てセンター・りた」 へ

の委託から、LSC 主体の事業として運営。 

・「七夕飾り」「こども遊びワークショップ」に参画(以後継続事業) 

・「愛知環境絵本まつり」に参画。 

・12 月、来館者500 万人記念式典。 

平成24(2012)年度 

・「はじめましてサロン」開始(～平成26年度) 

・「りぶら講座」「書架整理」「本の清掃」を開始。(以後継続事業) 

・「シネマ・ド・りぶら」の上映会を午前と午後の2 回に増やす。 

・「図書館協議会」に参画。（公募任期2年） 

平成25(2013)年度 「狂言勉強会・鑑賞会」「『狂言』調べる学習会」を開催。 

平成26(2014)年度 
・情報誌の発行を年6回から4回に変更。 

・中央図書館との共催で、映画『じんじん』を有料上映。 

平成27(2015)年度 
・代表に杉浦仁美氏就任。 

・市民対話集会で岡崎市長と対話。 

平成28(2016)年度 

・「困ったときには図書館へ」連続6回講座開催(新世紀チャレンジ 100 事業) 

・9月「With You フェスタ～すてきな生き方考えよう～」開催(以後継続事業) 

・10月「ハッピーハロウィンりぶら」開催(以後継続事業) 

・「図書館協議会」に社会教育関係者として参画。 
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平成 28年度活動報告一覧 

区分 項目 日程及び内容 

運営 

総会 5/14(土) 13:30～ 

役員会 必要に応じ開催 

運営委員会 月１回 

事務局 月・火・木・金 13:30～16:30 

懇親会・交流会 りぶらcafé(総会終了後) 12/15(木)クリスマス交流会 

会員研修 「困ったときには図書館へ」の参加 

対外交流 
5/ 6(金)豊橋図書館 5/8(日)岐阜メディアコスモス 

9/23(金)小牧ホロニックの会 2/28(火)大口町図書館関係者 

サポーターマネジメント ボランティア管理、事業のお知らせ発行等 随時 

事業 

広
報 

情報誌 6月・9月・12月・3月発行 

ＨＰ 随時更新 

りぶらグッズ 随時企画・販売  

図
書
館
サ
ポ
ー
ト 

本の清掃 毎月第1・3木曜日10:00～ 

布絵本製作 毎月第2・4木曜日13:30～ 

書架整理 随時 

岡崎図書館未来企画 

困ったときには図書館へ(新世紀岡崎チャレンジ100) 

図書館友の会愛知ネットワーク（仮） 

読書マラソン(チャレンジ100冊）  

りぶらまつり 

開催日    11/12(土)、13(日)   

説明会    7/10(日)10:00～ 301 

実行委員会  7/31(日)13:30～ 301･302  

       10/ 2(日)10:00～ 301 

10/30(日)13:30～ 301 

反省会     11/27(日)13:30～ 103 

りぶら講座 前期(4月～7月） 中期(8月～11月） 後期(12月～3月） 

シネマ・ド・りぶら 

4/21 5/19 6/16 8/4 9/15 10/27 12/15 1/19 2/16 

各日①10:30～ ②14:00～ 開催 

10月は男女共同参画課との共催 

11/12(土)りぶらまつりにて「禁じられた遊び」 

With You!フェスタ 9/ 4(日) 

ハッピーハロウィンりぶら 10/30(日） 

冬のコンサート 12/17(土） 

外国人が日本の歌を歌うの

ど自慢大会 

開催日  2/ 5(日) 13:00～ ホール･101  

説明会  1/28(土) 13:30～ 302 

参画 

子ども遊びワークショップ 8/ 6(土）8/7(日) 

図書館まつり 8/18(木)～21(日) 

あかりワークショップ 11/19(土) 点灯式12/3(土） 

派遣 

岡崎市図書館交流プラザ運営協議会 

岡崎市図書館交流プラザ自主事業実行委員会 

岡崎市市民協同推進委員会 

岡崎市図書館協議会 
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【総会】 

日 時：5月14日(土) 13:30～14:15 

場 所：りぶらホール 

参加者：28人  来賓：総合館長 図書館館長 

     

【運営委員会】  

報告事項、各事業の協議、運営委員・行政・市民活動センターからの情報提供と共有。本年度は

通年事業に加え、「With Youフェスタ」「ハッピーハロウィンりぶら」、新世紀チャレンジ100事

業「困ったときには図書館へ」の開催が主な議題となりました。 

日 時： 4月19日／5月12日／6月21日／7月19日／8月23日／9月6日／10月4日／11月1日／12月6日 

1月10日／2月 7日／3月 7日  毎月火曜日13:30～15:30 

参 加：運営委員、行政、市民活動センター 

 

【事務局】 開催日 月、火、木、金 13:30～16:30 

 

【サポーター懇親会・交流会】 

（１）りぶらcafe 

総会終了後、「りぶらをさらに楽しい場所へ」をテーマにさらに活気あふれる「りぶら」にする

ための話し合をしました。 

日 時：5月14日(土) 14:15～16:30  

場 所：りぶらホール 

参加者：27人 

   

（２）クリスマス交流会 

本の清掃のメンバーが中心になり、布絵本、シネマ、運営委員で食事会を行いました。日ごろ 

それぞれの活動でしか顔を合わせない方々との交流の場となりました。 

日 時：12月1日(木) 12:00～13:00 

場 所：ボランティア室 

参加者：31人 

 

（３）りぶランチ 

「困った時には図書館へ」の意見交換の場で、図書館や行政との交流、情報交換が必要だとの発

言を受け、行政・図書館・市民活動で活動する方を対象に、気楽な交流の場として1月より昼食を

共にする茶話会を開催しました。 

  日 時：運営委員会開催日 12:00～13:00 

場 所：りぶら活動コーナー 

  

 

活動報告／運営 
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【対外交流】 

（１）「豊橋市まちなか図書館」との交流 

平成31年度に開館予定の図書館関係者の皆さまとの交流、館内案内を行いました。 

日 時：5月6日(金) 13:00～15:00 

場 所：活動コーナー 

参加者：12人(LSC 3人) 

 

（２）「岐阜メディアコスモス」イベント参加 

岐阜メディアコスモス来館者100万人目のイベントで、高野洋平氏との対談・質疑応答に杉浦代

表が参加しました。 

日 時：5月8日(日) 

場 所：岐阜メディアコスモス 

参加者：１人 

 

（３）「小牧ホロニックの会」との交流  

小牧市まなび創造館女性センターで、地域活動の推進をされている皆さまとの交流、館内案内 

を行いました。 

日 時：9月23日(金) 10:00～12:00 

場 所：301会議室 

参加者：28人(LSC 6人) 

 

（４）「まちねっと大口」・大口町職員との交流  

まちねっと大口、行政職員の皆さまとの交流、館内案内を行いました。 

日 時：29年2月28日(金) 9:30～12:00 

場 所：201会議室 

参加者：12人(LSC 3人 りた 1人) 

 

 

 

  

活動報告／運営 
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【サポーターマネジメント】 

（１）サポーター登録状況 

 28年度 27年度 26年度 26年度 

活動サポーター 87人  57人  34人  22人  

賛助サポーター 個人 47人  33人  26人  13人  

賛助サポーター 団体 2団体  2団体 1団体 1団体 

活動・賛助両方登録  33人  24人  22人  19人  

計 
101人  

2団体 

90人  

2団体 

60人  

1団体 

35人  

1団体 

 

（２）サポーター活動状況 

  回
数 

サ
ポ
ー
タ
ー 

運
営
委
員 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

合
計 

運
営 

総会 1回 12 11  23 

運営委員会 12回  99  98 

懇親・交流・視察 6回 15 33 19 67 

図
書
館
サ
ポ
ー
ト 

書架整理 随時 108  107 215 

本の清掃 21回 197 38 76 311 

布絵本製作 24回 123 32 5 160 

困ったときには図書館へ 6回  44 2 46 

図書館友の会立上げ準備会 1回  3  3 

イ
ベ
ン
ト 

シネマ・ド・りぶら 9回 44 21  65 

りぶらまつり 1回 8 20 14 42 

りぶらまつり実行委員会 8回 3 49 12 64 

ハッピーハロウィンりぶら 1回  5 2 7 

With You !フェスタ 1回 1 9 7 17 

With You !フェスタ準備 随時 3 6  9 

冬のコンサート 1回  8  8 

外国人のど自慢大会 1回  10  20 30 

参

画 

子ども遊びWS 1回 10 7  17 

図書館まつり 1回 6 2 3 11 

あかりワークショップ 1回  5  5 

計  530 402 267 1,198 

※ 図書館まつりで行った「本の清掃」「困ったときには図書館へ」は各項目でもカウント 

※ 一般参加を含めた数及び、「りぶら講座」の講師、受講者数は各項目ページで表記 

 

（３）その他 

  ・会員対象に、7月・9月・12月の3回の事業案内、4月に総会案内を郵送しました。 

  

  

活動報告／運営 
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【広報】 

（１）広報誌発行 6月・9月・12月・3月 通常 700部印刷 

 

 
 

Libra I on vol.41 6月発行 

Ｐ２ りぶら総合館長 石川眞澄氏インタビュー 

Ｐ３ 岡崎市立図書館 市制施行 100周年を迎えて 

Ｐ４ 岡崎むかし館「未来に残すみんなの岡崎「百」選」 

りぶら中央図書館情報 12 

Ｐ５ おはなし会スタンプラリー開催中です 

Ｐ６ 私の一冊：『黒部の山賊 アルプスの怪』 

Ｐ７ 図書館を見に行こう！！ 

Ｐ８ 総会＆りぶら Cafe開催報告 

 

 
 

Libra I on vol.42 9月発行 

Ｐ２ 「困ったときには図書館へ」開催報告 

5/28「りぶらの未来」 

7/ 9「仕事と図書館」 

Ｐ６ りぶら中央図書館情報 

Ｐ７ 私の一冊：『主夫になってはじめてわかった主婦のこと』 

Ｐ８ 「 ハッピーハロウィンりぶら」10/30（日）開催のご案内 

 

 

 

 
 

Libra I on vol.43 12月発行 

Ｐ２ 「困ったときには図書館へ」開催報告 

8/18「子育てと図書館」 

10/2「市民活動と図書館」 

Ｐ６ りぶら中央図書館情報 

Ｐ７ 私の一冊 ：『ムーミン谷の十一月』 

Ｐ８ 目の不自由な方への接し方とガイドについて 

Ｐ11 「りぶらまつり２０１６」開催報告 

Ｐ12 「困ったときには図書館へ」最終回のご案内 

 

 
 

Libra I on vol.44 3月発行 

Ｐ２ 「困ったときには図書館へ」開催報告 

12/4「病気（がん）と図書館」 

Ｐ４ りぶら中央図書館情報 

Ｐ６ 私の一冊：『赤毛のアン』 

Ｐ７ 市民活動団体紹介 

Ｐ８ 「外国人が日本語の歌を歌うのど自慢大会 vol.7」開催報告 

 

（２）HP・Facebook・Twitter 随時更新 

（３）りぶらグッズ 随時販売  

活動報告／事業 
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【図書館サポート】 

（１）本の清掃 

毎月第1、第3火曜10：00～11：30に子供図書館の本の清掃約300冊・太陽の城寄贈のCDに、岡﨑

市図書館貸出用のシール貼り、スタンプの押印をしました。本の清掃ではスポンジからアルコー

ル消毒に替えたところ、気分が悪くなる方があり、水で絞ったタオルでの清掃に切り替えました。

また今年度はアンケートを実施し、ボランティア実施曜日、時間は従来通りに、本の清掃等の準

備、片付け（タオルの洗濯、ゴミの持ち帰り）を自主的に分担するなど、活動の改善も行いまし

た。親睦会の希望もあり、12月には本の清掃ボランティア・シネマボランティア・運営委員30名

が参加して普段合わない方々が交流できました。 

 

（２）書架整理 

  初回に手順をお伝えした後は、随時に行っていただきました。 

 

（３）布絵本製作 

   毎月第2・4木曜日、活動コーナーにて開催。これまでに12冊を製作。岡崎図書館に贈呈するこ

とができました。また、イベント等で使用するりぶらいおん帽子の製作にもご協力いただきまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

活動報告／事業 

月 書架整理 本の清掃 布絵本製作 

４月 37人 27人 12人 

５月 33人 12人 12人 

６月 34人 30人 11人 

７月 39人 27人 14人 

８月 21人 25人 7人 

９月 23人 29人 12人 

10月 8人 25人 26人 

11月 14人 17人 14人 

12月 19人 37人 18人 

１月 17人 17人 13人 

２月 19人 32人 13人 

３月 23人 33人 8人 

 287人 311人 160人 

※8 月 18 日は図書館まつりに 参

加したため一般参加 13 人を 含み

ます。 
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（４）図書館サポート 

  岡崎市が100周年を迎えた記念事業である、新世紀チャレンジ100の助成金をいただき、図書館と

それぞれの分野をつなぎ、未来の図書館の姿を考えることを目的とし、「困ったときには図書館

へ」連続6回の講座を開催しました。 

 

１．りぶらの未来 

日 時 5月 28日(土) 13:30～16:30  参加者 53人 

場 所 りぶらホール  

内 容 神代 浩(文部科学省科学技術・学術総括官兼政策課長)：困ったときには図書館へ 

岡本 真(アカデミック･リソース･ガイド株式会社代表)：未来の図書館はじめませんか？ 

対談：神代 浩×岡本 真×戸松恵美 

 

２．仕事と図書館 

日 時 7月 9日(土) 13:30～16:30 参加者 37人 

場 所 りぶらホール  

内 容 秋元祥治：仕事と図書館 

対談：秋元祥治(岡崎ビジネスサポートセンターOKa-Bizセンター長)× 岡本 真 

 

３．子育てと図書館 

日 時 8月 18日(木) 13:30～16:30 参加者 45人 

場 所 りぶらホール  

内 容 飛鷹正範：子育てと図書館 

対談：飛鷹正範(子育てパパ友サークル「三河子育てパパネット」主宰)×神代 浩 

 

４．市民活動と図書館 

日 時 10月 2日(日) 13:30～16:30 参加者 35人 

場 所 りぶら 301会議室  

内 容 三矢 勝司：市民活動と図書館 

対談：三矢 勝司(岡崎まち育てセンター・りた事務局次長)× 岡本 真 

 

５．病気（がん）と図書館 

日 時 12月 4日(日) 13:30～16:30 参加者 44人 

場 所 りぶらホール 

内 容 金田亜可根：病気（がん）と図書館 

対談：金田亜可根(ホスピス研究会ＯＫＡＺＡＫＩ代表)× 神代 浩 

 

６．図書館の未来 

日 時 2月 19日(日) 3:30～16:30 参加者 38人 

場 所 りぶら 301会議室 

内 容 神代 浩：まとめ 

岡本 真：まとめ 

対談：神代 浩×岡本 真×水越克彦(前岡崎市立中央図書館館長) 

  

活動報告／事業 
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【シネマ・ド・りぶら】 

映画の上映を通して、図書館資料とLibra活用の促進を目的として、年間9回の

映画上映、テーマ展示、映画サロンを行いました。 

今年度は、毎回の上映会に平均300人以上の参加者が有り、延べ人数3,000 人 

を超えました。運営委員会協議の中で、男性、若年層など、夜間の利用促進のため、上映を行って

みてはどうか との意見もあり、次年度は、年9回の上映回数を維持しながら、6月と8月の上映を試験

的に10 時半・14 時・16 時の三回上映とする予定です。 

 

（１）シネマ上映  

各上映会終了後は、スタッフ及びボランティアで気付き事項・諸計画・懸案事項の打合せ、及

び上映会準備の情報交換を行いました。 

※ 11月 12日(土)15時～ りぶらまつりにて「禁じられた遊び」上映 

 

（２）テーマ展示 

上映映画にまつわる関連資料を、上映会前週の木曜日から上映週火曜日まで、ポピュラーライブ

ラリーで展示しました。 

 

（３）映画サロン  

上映会当日の上映開始前と終了後に、ホールのホワイエにて来場者の交流の場としてのサロン 

を開設しました。6月〜9月はホワイエが大変暑くなるため、サロンは開設していません。サロン用

のお茶菓子は、利用者のご寄付で賄っています 

 

（４）広報資料  

上映会ごとに来場者配布用の「コラム・ド・シネマ」を作成しました。 

  

活動報告／事業 

回 開催日 上映時間 上映作品 参加数 

第47回 4月21日(木) 10:30～ 14:00～ 花咲ける騎士道 348人 

第48回 5月19日(木) 10:30～ 14:00～ 椿姫 437人 

第49回 6月16日(木) 10:30～ 14:00～ 明日へのチケット 330人 

第50回 8月 4日(木) 10:30～ 14:00～ シェーン 478人 

第51回 9月15日(木) 10:30～ 14:00～ スプレンドール 306人 

第52回 10月27日(木) 10:30～ 14:00～ マダム・イン・ニューヨーク 394人 

第53回 12月15日(木) 10:30～ 14:00～ 素晴しき哉、人生！ 378人 

第54回 1月19日(木) 10:30～ 14:00～ ジェニイの家 310人 

第55回 2月16日(木) 10:30～ 14:00～ 會議は踊る 373人 
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【りぶらまつり 2016】 

りぶらで活動する市民団体や、様々な分野で活躍する方々が集まり、50団体、57企画、FOOD市場

9店舗で賑やかに開催されました。毎年来客が少ないスペースへの対応を、団体同士が協力し改善

していく姿も見られました。 

また、実行委員会で岡崎ひとみ会さんを講師に「目の不自由な方への接し方」の講座を行い、

前年より各催事には、「耳マーク」を置き、筆談をしていただくなど「誰もが安心して参加でき

るまつり」の実践を継続しました。 

日 時：11月12日(土)・13日(日) 10:00～17:00  

場 所：りぶら全館 

参加者：15,521人 

(12日(土) 7,399人・13日(日) 8,122人) 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

活動報告／事業 

詳細 DATA 

説明会参加者   6/14 33人 

実行委員会参加者  7/31 49人 

10/2 49人 

10/30  51人 

反省会       11/27 19人 

実行委員団体 50団体 

実行委員 508人 

プログラム数  57 企画 

青空 FOOD広場  9店 

ボランティア 14人 

スタンプラリー参加   1,400人 

寄贈景品               6,062点 

りぶらグッズ景品         285点 

「りぶらいおん」おめん  350枚 
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【With You!フェスタ】 

ダイバーシティ・マネージメントの推進、男女共同参画意識の向上に繋げることを目的に「す

てきな いきかた かんがよう」をテーマに、企業、学生、防災、親子で楽しめる体験などのブー

ス、多方面で活躍する「素敵な女性の話」「男性の 地域活動 

事例報告」などの催事が全館で行われました。 

LSC は岡崎市男女共同参画推進サポーターすいか隊とともに運 

営で参加しました。 

日 時：9月4日(日) 10:00～17:00  

場 所：りぶら全館 

参加者：7,092人 

 

 

【ハッピーハロウィンりぶら】 

りぶら東駐車場をメーン会場としたハロウィンイベントを開催。フェイスペインティング、仮想コ

ンテストで、子供から大人まで思い思いに自分を飾り、籠田公園までオカザえもんと一緒にパレード

を行いました。ステージではキッズダンスなどが行われました。 

日 時：10月30日(日) 10:00～17:00 

場 所：りぶら第２駐車場  

参加者：450 人 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

活動報告／事業 活動報告／事業 
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【外国人が日本の歌を歌うのど自慢大会】 

第7回目となる「外国人が日本語の歌を歌うのど自慢大会」が開催されました。今回の出演申込

者は11名。岡崎在住者よりも市外の方が多くなりました。来場者からもイベントの趣旨に合わ せ、

岡崎在住の方を多くという感想をいただきましたが、参加枠を埋めるのが精一杯というのが 現状

です。しかし、それぞれの国籍は9カ国にわたり、国際交流という目的は達せられたと思います。

また、今回初めて表千家茶道「白珪」にご協力をいただき、参加者の皆様にお抹茶を提供す るこ

とができました。 

 

日 時：29年2月5日(日) 13:00～16:00 

場 所：りぶらホール  

参加者：200人 

出場者：11人 

 

 

  

活動報告／事業 

詳細 DATA 

司 会 大島光子 (ＦＭおかざき） 

審査員 

柏木典子 (岡崎音楽家協会代表） 
浅井寮子 (リバーシブル編集長） 

陽呼こじま(全国詩曲音楽連盟理事・作詞家) 

滝沢のぼる(歌手) 

石川眞澄 (岡崎市文化芸術部長） 

杉浦仁美 (LSC 代表） 

ゲスト 北川琢美 (前年度優勝者） 

賞 品 

優勝者賞：自転車＆りぶらグッズ 

審査員賞：ホットプレート＆りぶらグッズ 

入 賞 ：図書券＆りぶらグッズ 
特別賞 ：お菓子＆りぶらグッズ 
参加賞 ：りぶらグッズ 

出演者氏名 国籍 曲目 結果 

グエン ホアン チャン ベトナム 夢と葉桜 参加賞 

セタ アメリカ 3 月 9 日 参加賞 

フリスカ クリスタ インドネシア 多分、風 参加賞 

森口 モニカ フィリピン 浪花節だよ人生は 見上

げてごらん夜の星を 
入 賞 

王 宜莉(オウ イリ) 中国 
海燕 

雨の御堂筋 
入 賞 

タミリィ ナカヤ ブラジル 
Precious 
rescue me 君がいたから 

入 賞 

ワヒュ ディン インドネシア 
海の声 
ペガサス幻想 

審査員賞 

チュウ アイン ハウ ベトナム 大きな古時計 参加賞 

ダハル オザスビ ネパール ハナミズキ 参加賞 

孟 慶洋（モウ ケイヨウ） 中国 世界が終るまでは 参加賞 

アンディカ ジャルスンバダ インドネシア 
the fourth avenue café 

キン肉マン go fight 
優 勝 

審査員賞 

ワヒュ ディン さん 

優勝  

 アンディカ ジャルスンバダさん 
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【冬のコンサート】 

多くの来館者の皆様が、澄んだ大人の歌声・童心に戻った童謡・若 

者のはずんだ歌声を楽しみました。披露していただいた皆さんも、楽 

しさがあふれる表情とのびのびとした歌声、そして素敵な衣装でお堀 

通りをクリスマスの雰囲気に包んでいただきました。 

日 時：12月17日(金) 10:00～16:00 

場 所：お堀通り 

参加者：500名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【りぶら講座】 

今年で5年目を迎え、今まで1,019の講座、296名の講師、延べ8,468名の受講生にご参加いただき

ました。今年度の講師197名(新規34名)、年間47講座に受講生は延べ1625名ご参加がありました。

受講生が0名の講座は、気象条件等やむをえない場合を除き3講座にとどまり、どの講座もおおむ

ね盛況でした。 

空き部屋活用の意味もあった講座ですが、近年では使用率が上がり、講座として提供できる部屋

数が減ってきています。講座開催時間帯で見ると、午前・昼間の利用に比べ、夕方夜間の講座数

が少ない結果となっており、この時間帯を有効に活用してもらうなど、開講希望者と部屋確保の

コーディネートを含め、来年度は講師対象にアンケート調査を行い、より良い講座づくりを考え

ていきます。 

  前期 中期 後期 計 割合(％) 

講座数 

10:00～11:30 48 29 31 108 55.1 

9:30～12:30(調理) 1 0 0 1 0.5 

13:30～15:00 34 15 25 74 37.6 

16:00～17:30 4 2 0 6 3.1 

18:00～20:30 3 3 1 7 3.6 

  

活動報告／事業 

プログラム 

10:00～10:30 童謡すみれの会 

「童謡アイアイ」「365 日の紙飛行機」 など 

11:00～11:30 岡崎市ＰＴＡコーラス連盟合唱団 

「トッピンポウとピンピクリン」 

「ちいさなゆき」さるとたまねぎ」 など 

13:00～13:30 アクアコーラス 

「クリスマスの夜だから」「365 日の紙飛行機」 

「アメージング・グレイス」 など 

14:00～13:30 岡崎城西高校コーラス部 

「ワインディングロード」 

「パート オブ ユア ワールド」 

「クリスマスソングメドレー」など 
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【子ども遊びワークショップ】 

岡崎市の花火大会の日、恒例の開催になった「こども遊びワークショッ

プ」です。今年もたくさんの子どもたちに楽しんでいただきました。 

 

日 時：8月6日(土)・7日(日) 10:00～17:00 

場 所：りぶらホール 

 

【図書館まつり】 

今年のテーマは「本を読むだけが図書館じゃない！」。映画、読み聞か

せ、講演会、人形劇、ミニコンサート、クイズラリーなどが開催されまし

た。LSCは初日に「本の清掃」をお堀通りで、「困ったときには図書館へ

連続講座～子育てと図書館～」をりぶらホールで参画しました。 

 

日 時：8月18日(木)～21日(日) 10時～19時 

場 所：りぶら館内 

 

【あかりワークショップ】 

「うれしい顔をみんなでつくろう！」と題して、人形のあかりなど、りぶらに装飾するあかりを 

アーティストの指導で制作しました。また12月3日には点灯式を行い、サンタやトナカイの服を着

て来館した子供たちにお菓子を配りました。 

 

●ワークショップ 

日 時：11月19日(土) 10:00～17:00 

場 所：創作室 

 

●点灯式 

日 時：12月3日(土) 16:00～18:00 

場 所：東玄関   

  

活動報告／参画 
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区分 項目 日程及び内容 

運営 

総会 5/13(土) 10:00 302 

役員会 必要に応じ開催 

運営委員会 月1回 

事務局 月火木金 13:30-16:30 

懇親会・交流会 随時開催 

会員研修 随時開催 

サポーターマネジメント ボランティア管理、事業のお知らせ発行等 

事業 

広
報 

情報誌発行 6月・9月・12月・3月 

ＨＰ 随時更新 

りぶらグッズ 随時企画・販売 

10周年記念事業準備会 10周年記念誌作成などの準備 随時 

図
書
館
サ
ポ
ー
ト 

本の清掃  毎月第1・3木曜日10:00～ 

布絵本製作  毎月第2・4木曜日13:30～ 

書架整理 随時 

岡崎図書館未来企画  随時 

りぶら講座 
前期( 4月～7月）・中期(8月～11月） 

後期(12月～3月） 

シネマ・ド・りぶら 

4/20 5/24 6/22 8/24 9/21 10/19 12/21 1/18 2/15 

各日金曜日①10:30～ ②14:00～ ③18:00～ 開催 

但し③については6月・8月のみ 

りぶらまつり 

開催日    11/11(土)、12(日) 

説明会    7/22(土)13:30～ 103 

実行委員会  7/29(土)13:30～ ホール  

        9/16(土)13:30～ 301 

10/22(日)10:00～ 301 

反省会     11/25(土)13:30～ 103 

ハッピーハロウィンりぶら 10/29(日） 

冬のコンサート 12/16(土） 

外国人が日本の歌を歌うの

ど自慢大会 

開催日  2/ 4(日)13:00～ ホール･101  

説明会  1/28(日)13:30～ 101 

参画 
子ども遊びワークショップ 8/5(土） 8/6(日) 

図書館まつり 8/18(金)～20(日) 

派遣 

岡崎市図書館交流プラザ運営協議会 

岡崎市図書館交流プラザ自主事業実行委員会 

岡崎市市民協働推進委員会 

岡崎市図書館協議会 

 

平成 29年度活動計画一覧 



  

 


