
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会報告 

6月 2日(日)の午後 13:30から、令和元年度の総会が会議室 302において開催され、全ての議案

が承認されました。今年度はりぶらを世代に関係なく親しんでもらおうという趣旨のもと、りぶら

いおんを使って体を動かす事業を実施します。また特別映画会として「イーちゃんの白い杖」を上

映いたします。福祉と図書館とのつながりを考える良いきっかけになればと考えております。 

今年度の役員改正があり、また運営委員の退任と加入がありました。新しい考えを取り入れながら、

設立当時の情熱を忘れることなく利用者に良き奉仕者でありたいと願っております。 

 

また、同日午後 15:00 からは 10 周年記念フォーラムも開催されました。2008 年 11 月発足した

当時を知るメンバーとそれ以後の人たちの忌憚なく意義ある意見が交わさました。 

最後にサポータークラブは、会員の皆様のご理解とご協力で成り立っております。日頃のご活躍、

ご支援に感謝申し上げるとともに、今後も一層のご支援をいただきますようよろしくお願いいたし

ます。 
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「図書館交流プラザ・りぶら」は昨年 11月に 10年を迎えました。建設のワークショップの過程で設立検討

がされ、開館と同時にスタートした「りぶらサポータクラブ」も 10 年の時を過ごしました。そこで過去を振

り返りこれからの会のあり方を考えたいと“りぶらサポータークラブ 10周年記念フォーラム過去から未来へ”

が総会の後、開催されました。以下にご参加いただいた方のコメントを掲載させていただきます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

りぶらサポータークラブ 10周年記念フォーラム 

「 過 去 か ら 未 来へ」 
りぶらサポータークラブの土台からこれからのあり方を考えよう！ 

 

NPO法人岡崎まち育てセンター・りた 

理事長 米津 眞様 

りぶら建設当時を振り返り、 

大勢の皆さんが熱い思いを 

持って真剣に意見を出し 

合った情熱が思い出されます。 

その思いが LSCの発足となり、 

熱い思いと活動が未来に受け継がれていくこ

とを感じさせるフォーラムでした。 

㈳岡崎市観光協会 

専務理事 神尾 典彦様 

りぶら開館から 10年半余、 

LSCの活動ご苦労様です。 

未来に向けても、LSCの活躍を期待します。

フォーラムでも発言しましたが、責任ある か

つ他の模範となる行動が肝要です。新メンバ

ーを加えながら、息の長い活動を！！ 

NPO法人岡崎まち育てセンター・りた 

事務局長 天野 裕様 

りぶらの中心市街地再活性化拠点

としての役割を踏まえ、LSCが設

立当初から注力されていた「りぶら

からのにじみ出し」の取り組み

（「りぶらぶらりマップ」や「いき

ものみっけ隊」など）を QURUWA

戦略と重ねて、ぜひ一緒にアップデ

ートしていきましょう！ 

NPO法人岡崎まち育てセンター・りた 

事務局次長 三矢 勝司様  

りぶらのデザインワークシ

ョップから 15年。あの頃語

られていた「多様な施設機能

が生み出すシナジー効果」

「課題解決型図書館」「市民

と行政のパートナーシップ」

が今こそ実現しうるのではな

いか、と直感しました。 

りぶらサポータークラブ 

代表 杉浦 仁美 

りぶらサポータークラブも発足

後 10年が経ち、当時の事を学び

新たな指針になればと思い開催し

たフォーラム。市民協働・中間支

援団体の言葉を再認識し、これま

での経緯を知ると共に新たな 10

年の門出に相応しいものでした。  

りぶらサポータークラブ 

副代表 山田 美代子 

りぶらができる前の市民の熱

い思いと市職員の先進的な考え

を思い出し、充実した時間を過

ごさせてもらいました。これか

らも新しいニーズを発掘し、市

民のために活動したいと思いま

す。 

岡崎市社会文化部市民協働推進課  

係長 野澤 成裕様 

りぶらと共に歩むＬＳＣの皆さんと作る未

来。これまでの市民主導のりぶらサポートは

先進的です。 

続けるためには「人」が大切。私もＬＳＣの

会員として、人が繋がるためにできることを

やっていきます。利用者の笑顔のために！ 



岡崎むかし館の回転ステージを展示替えしました。 

 

 季節は春から夏へと移り変わり、最近では日差しも強くなり、日中は汗ばむような暖かさ

の日もあります。 

岡崎むかし館の、昭和 10年代と昭和 30年代の台所・居間を再現した、昔のくらしを紹

介する回転ステージでは、６月１日から夏の道具の展示をしています。高温多湿の日本では、

古くから夏を快適に過ごすための工夫がされてきました。展示では、扇風機やうちわ、浴衣、

蚊やり豚や卓上蝿帳などの道具のほか、目や耳でも涼を感じることができる風鈴やガラス器

などの「涼しげ」な道具を紹介しています。 

 

本格的な夏の到来を前に、岡崎むかし館で昔の夏の

くらしを知り、あらためて身の回りにある「涼しげ」

なものを探してみませんか。 

 

 

 

※写真は昭和 30年代のくらしを再現したもの    

担当：中央図書館 情報サービス係（電話 ２３－３１６７） 

 

  

 

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」  

今年、公募により（仮称）乙川人道橋の橋の名称が「桜城橋」、籠田公園から橋までの 

通りの愛称が「天下の道」に決まりました。今回は昔から地元で使われている通りの 

愛称や過去に公募で決まった道路の愛称に関する事例を紹介します。 

質 問 岡崎市内の通り・道路の愛称を知りたい。 

回 答 【資料１】「市政だより」や地域資料の中から道路の愛称について書かれている記事を複

写してまとめた資料。昭和 59年の「市政だより」には公募で決まった 32路線の道路の

愛称と従来から地元で使われている愛称・歴史的な街道など 37路線の道路の紹介あり。 

【資料２】ｐ136モダン通りについて『この通りはアスファルト舗装がなされ、・・・道

の広さや街路樹の柳のめずらしさから、「洒落た道」という意味で「モダン通り」と呼ば

れるようになった』との説明あり。 

【資料３】ｐ30師範通りについて『六供町の甲山の東から南にかけての丘陵地帯に、明

治３４年愛知県第二師範学校が康生町から移転し、昭和 20年 7月の空襲で校舎が消失

するまでこの地に置かれたことに由来する』との説明あり。 

キーワード 道路・通り 

参考資料 【資料１】『道路の愛称[岡崎市]』 

【資料２】『うめぞの風土記』岡崎市立梅園小校職員／編・発行 1997年 

【資料３】『学区再見』岡崎市立愛宕小学校／編・発行 2004年 

 



2019 年7 月～9 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 

りぶら講座受講者募集 

前期 5 月～10 月 
図書館交流プラザ Libra 内 

市民活動センターで受付 

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 7 月 18 日(木) 
①10:30～ 
②14:00～ 
③18:30～ 

第 77 回 『ゴリオ爺さん』 
監督：ジャン＝ダニエル・ヴェルハージェ 
出演：シャルル・アズナヴール 

チェッキー・カリョ 
制作：2004 年 フランス 100 分 

2019 年 8 月 22 日(木) 
①10:30～ 
②14:00～ 
③18:30～ 

第 78 回 『ティファニーで朝食を』 
監督：ブレイク・エドワーズ 
出演：オードリー・ヘプバーン 

ジョージ・ペパード 
制作：1961 年 アメリカ 114 分 

2019 年 9 月 19 日(木) 
①10:30～ 
②14:00～ 
③18:30～ 

第 79 回『自由を我らに』 
監督・脚本：ルネ・クレール 
出演：レイモン・コルディ､アンリ・マルシ
ャン､ローラ・フランス､ポール・オリヴィエ 
制作：1931 年 フランス 86 分 

りぶらまつり 

参加申し込み 及び 

第 1 回実行委員会 

申し込み 
2019 年 7 月 11 日(木） 

まで 

別紙の参加申し込み用紙に記入のうえ、 
市民活動センターに提出。 
★参加申し込み用紙は、メール請求、HP から 
ダウンロードできます。 
HP: https://www.libra-sc.com/ 

７月 20 日(土） 
13:30〜15:30 
場所：会議室 301 

第１回実行委員会 

「イーちゃんの白い杖」 

上映会 

2019 年８月１日(木) 
りぶらホール 
①10:00～13：00 
②13:30～16：30 
各回とも本人、監督公演時間込み 

定員各回先着 280 人 入場無料・全席自由 
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。 

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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