
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「イーちゃんの白い杖」映画上映会 
りぶらサポータークラブ映画上映会が行われました。 

大変多くの方にご来館を頂き、感謝いたします。 

イーちゃん・橋本監督・音楽担当の川口さんの軽快なトークや 

川口さんの「I～あい～」生演奏があり、感動あり笑いありの貴重な時間となりました。 

皆様ありがとうございました。 
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【主人公：横田唯織（旧姓：小長谷）】 
岡崎の皆様、自主上映会を開いて頂きありがとうござい

ました。たくさん質問も頂き、私を理解しようとして 

下さっていると感じ嬉しかったです。そして､自分の言葉

で分かりやすくお答えする､とても勉強になりました！ 

【音楽：川口カズヒロ】 
映画鑑賞後、お客様の表情を見ていて、凄く前向きな顔

をしている方が多く、明るさを超えたとても意味ある上

映会だったと実感しました。実行委員の方々にも岡崎の

魅力を教えて頂き、また是非行きたい街になりました。 

【監督：橋本真理子】 
映画「イーちゃんの白い杖」夏休み中の親子、先生…多くの

方がイーちゃんの生き方を共有し「元気もらったよ」 

「あすから頑張れる」と笑顔を頂きました。幸せです。 

イーちゃんの輪が、ここ岡崎から広がりますように。 

https://www.libra-sc.com/
https://www.libra-sc.com/


 公益社団法人 読書推進運動協議会主催 2019 第 73 回「読書週間」 

暑い夏が過ぎ、今年も秋になりました。秋の過ごしやすい気候は読書にうってつけではな

いでしょうか。 

さて、10 月 27 日から 11 月９日は読書週間です。毎年、違った標語やポスターで見る

人を楽しませてくれますが、今年の標語は「おかえり、栞（しおり）の場所で待ってるよ」

です。水口真優子さん（標語の作者）は作者のことばとして「日々の時間と環境は、時には

私を置いて行ってしまうほど早く過ぎ去ってしまうときもあるけれど、ほっと開いた本の世

界は、私の帰りを待ってから進んでくれる…一人暮らしをはじめて、昔以上に本が好きにな

りました。」とコメントされています。 

 中央図書館では、読書週間にあわせて図書館職員おすすめの本を展示します。展示資料は

すべて貸出できますので、ぜひご覧ください。 

 

 

 

                

※写真は昨年の展示の様子です 

担当：中央図書館 資料提供サービス係（電話 ２３－3115） 

 

中央図書館 1 階レファレンスカウンター「レファレンス事例集」  

皆さんは西三河の方言、「じゃん」「だら」「りん」は使いますか？ 

愛知県内でも地域によって方言は様々ですね。標準語だと思って使っていた言葉が 

実は方言だったなんてことも。今回はそんな「方言」に関する事例をご紹介します。 

質 問 「肩ぐるま」をこのあたりの方言で何というか？ 

回 答 【資料１】p.80、「テングルマ」（愛知中）の他に「デングルマ」（愛知西南）、 

「デンデングルマ」（愛知西南）や「ジャンコ」（愛知西）なども記載。 

【資料 2】p.372-373、「じゃんこ」（愛知県尾張）、「てんぐるま」（愛知県）、 

「でんぐるま」（愛知県知多郡）、「でんでんぐるま」（愛知県知多郡）と記載。 

【資料 3】p.87、肩車は「テングルマ」で記載されていたが、「デングルマ」になると 

「床上前方回転」と記載。 

【資料 4】p.208、「でんぐるま」と記載。 

【資料 5】p.67、肩車は「てんぐるま」と記載。 

キーワード 方言 言葉 

参考資料 【資料１】『方言小辞典』倉持 保男／編 東京堂出版 1988 年 

【資料２】『日本方言辞典』小学館辞典編集部／編 小学館／発行 2004 年 

【資料３】『三河ふるさと辞典』高橋 昌也／著 風媒社出版／発行 2001 年 

【資料４】『おかざき-その周辺』愛知県岡崎区 BBS 会／編／編・発行 1971 年 

【資料５】『西三河方言集』谷澤 増雄／著・発行 1991 年 

 



                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様々な国や地域の講師を招き、母国の人々の暮らし、文化、歴史、社会、自然など

についてお話していただきます。2019 年は、5月に「中国切り絵」7月に「ベトナム

文化」についてレクチャーしていただきました。 

各国の家庭料理や食生活などについて学び、

異文化をより身近に感じてもらい、外国への

理解を深める講座です。2019 年は 6月に「中

国料理」8月に「フィリピン料理」の料理講

座を実施しました。 

各国の言葉を学ぶことによって、多様な世界の多くの国や文化

への理解を深めていただきます。2019 年は 5月に「フランス語」

6月に「中国語」7月に「ポルトガル語」8月に「スペイン語」

を開催しました。 

9 月 8 日（日）ワールドレクチャー「アメリカ」 

9 月 16 日・23 日（月祝）ことばの教室「キッズ英語」 

10 月 8 日・15 日・22 日（火）ことばの教室「タイ語」 

10 月 13 日（日）ワールドクッキング「タイ料理」 



2019 年9 月～11 月 
りぶらサポータークラブの事業のご案内  

事業名 日時・場所 内 容 

2019 年度前期・後期 

りぶら講座受講者募集 

前期 5 月～10 月 
後期 11 月～3 月 
図書館交流プラザ Libra 内 

市民活動センターで受付 
初心者向けお試し講座です。 
講座内容は館内のチラシをご覧ください。 

映画上映会のご案内 

場所 りぶらホール 

定員 各回先着 280 人 

(入場無料・全席自由) 

2019 年 10 月 17 日(木) 
①10:30～ 
②14:00～ 
③18:30～ 

第 80 回『終着駅』 
監督：ヴィットリオ・デ・シーカ 
出演：ジェニファー・ジョーンズ、モンゴメリー・
クリフト、リチャード・ベイマー 
制作：1953 年 アメリカ/イタリア 89 分 

2019 年 11 月 28 日(木) 
①10:30～ 
②14:00～ 
③18:30～ 

第 79 回『キリマンジャロの雪』 
監督：ヘンリー・キング 
出演：グレゴリー･ペック､エヴァ･ガードナー、
スーザン･ヘイワード、ヒルデガルド･ネフ 

制作：1953 年 アメリカ 114 分 

ハッピーハロウィンりぶら 2019 年 10 月 27 日(日) 

10:30～15:00  

楽しい催し物がいっぱいあります。 

きてね！！ 

りぶらまつり 2019 年 10 月 6 日(日) 

ボランティア説明会 

ボランティアを募集しています。館内のチ

ラシをご覧ください。 

2019 年 10 月 17 日(木) 

～10 月 31 日(木) 

スタンプラリー用景品集めていますので、
ご寄付ください。 
新品雑貨のみ受け付けます。 
事務局(月･火･木･金:13:30〜16:30)まで 
お持ちください。 

2019 年 11 月 9 日(土) 
・10 日(日) 

10:00～16:00 

全館でのイベントです。 
ご来場をお待ちしております。 

第 10 回外国人が日本語

の歌を歌うのど自慢チャ

ンピオン大会 iｎりぶらまつり 

2019 年 11 月 10 日(日) 
13:00～15:55 

りぶらホール 

今回は、 
外国人が日本語の歌を歌うのど自慢大会の
チャンピオン大会です。 
ご期待ください！！ 

りぶらサポータークラブ 

事務局員募集 

図書館交流プラザ Libra 
市民活動センター内 

詳細はりぶら館内に配架されているチラシ
をご覧ください。 

 

 

賛助サポーター 賛助サポーターは財政面の支援を担います。 

 個人(年間)：１口 2,000 円 団体(年間)：１口 10,000 円 

 

☆振り込みができる様になりました！ 

・{ゆうちょ銀行}から{ゆうちょ銀行}への振り込み 【名義】リブラサポータークラブ 

 【記号】12040 【番号】25429361 

・{他銀行}から{ゆうちょ銀行}への振り込み 【名義】リブラサポータークラブ  

 【店名】二〇八  【店番】208 【預金種目】普通預金  【番号】2542936 

※振込手数料はご負担ください。 

※賛助いただいた方には、会員通信など送らせていただきますので、ご住所をお知らせください。 

活動サポーター 当日のスポット的手伝いから事業ごとの 

企画運営の手伝いまで､自由に参加できます。・無料(登録のみ) 

りぶらサポータークラブ サポーター大募集‼ 

ご協力お願い 

致します。 

◆編集・発行：りぶらサポータークラブ 

〒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 

TEL/0564-23-3114 FAX/0564-23-3142 携帯電話：070-5252-7263   

事務局：月・火・木・金・祝休：13:30 〜 16:30 

Mail：libra-sc@libra-sc.com https：//www.libra-sc.com 
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