
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●「図書館リサイクル本バザー」With 三土市(10/25)レポート 

●りぶら中央図書館情報 

●りぶら国際交流センター（LICC）情報 

●岡崎ビジネスサポートセンター情報 

●りぶら講座受講生募集します！ 

●りぶらサポータークラブの事業のお知らせ 
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★編みものボランティアの方に、

作っていただいた作品です。 

活動コーナーを、にぎやかにして

くれそうです！！ 

作っていただいたもの 

上-鬼のパンツ（大小）鬼の金棒、鬼のツノ、

ハロウィン用帽子、かぼちゃ 

右-おひな様セット、鏡もちセット 

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


 

 

その日は！  

仕組み >>> 

岡崎市立中央図書館との連携 

234冊、11,700円の収益がありました。バザーをの
ぞいてくださった皆さま、ありがとうございます。 
収益金は数回分をまとめて、大活字本などを購入し
図書館へ寄贈いたします♪ 

この日は、七五三なのかな？
おめかししたかわいいお子様
連れファミリーが多く図書館
を訪れていました。運よくり
ぶらいおんに出会えたお子様
にはおもちゃのプレゼント
も！ 

活躍の場 >>> 

「図書館リサイクル本バザー」 
With 三土市(10/25)レポート 

●三土市に出店中の LSCブース 
LSC のグッズ販売と三土市にお越
しの皆様に図書館でのリサイク
ル本バザーの案内もさせていた
だきました。 

旗ができました。 
これを目印に来てね♪ 

毎月第三火曜日の午後に開催してい
る「図書館リサイクル本バザー」が
三土市（シビコ西広場）とのコラボ
レーションで日曜日開催！たくさん
の方に LSC（りぶらサポータークラ
ブ）の活動を知っていただける機会
となりました。 



これまで、高校の定期試験期間中の土・日・祝に中央図書館で自習利用を希望される高校生以下のかたに

先着順で整理券を配付していましたが、この 11 月から事前予約制に変わりました。抽選で自習利用の座席

が確保されるため、これまでのように当日の早朝からりぶらの玄関に並ぶ必要がなくなりますので是非ご活

用ください。なお、一般利用者のかたにつきましては、1 階レファレンスライブラリーの自習利用可能な座

席（座席券なしで利用可）をご利用いただくようお願いします。

担当：中央図書館 総務係（電話 ２３－３１０３）

【事前予約の実施方法】

○対象者：高校生以下のかた

○方法：インターネット上の事前予約サイト（岡崎市電子申請・届出システム）で申請

（図書館 HP のトップページ＞お知らせ からアクセスをお願いします。）

※申請には電子メールアドレスが必要になります。

・インターネットが使用できないかたや不明点などございましたら、総務係（23-3103）にご相談く

ださい。

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」

もうすぐお正月ですね。お正月の風物詩の一つである門松は新年を祝って家やお店の戸口など

に飾られますが、『国史大辞典』によると「本来は正月の歳神（年神 としがみ：正月に吉方

から来臨して年中の安全と豊作とを約束する神）が祭場に降臨するための依代（よりしろ）

として設けられたもの」なんですね。今回はそんな門松に関する質問をご紹介します。

質 問 門松の作り方を知りたい。

回 答 【資料 1】p.23 ミニ門松、p.24 門松の詳細な作り方の説明がイラスト付きであり。

【資料 2】p.5 青竹のミニ門松の簡単な作り方あり。

【資料 3】p.50「小さな正月飾り」として、簡単なミニ門松の作り方あり。

【資料 4】p.38-39 和風モダンにアレンジしたミニ門松の作り方あり。

キーワード 門松 お正月 竹細工

参考資料 【資料 1】『楽しい竹細工』江並忠典／著 文芸社／発行 2001 年

【資料 2】『年中行事コツのコツ 1 新年のしきたり』リブリオ出版／発行 2007 年

【資料 3】『クリスマス・正月の工作図鑑』岩藤しおい／著 いかだ社／発行 2007 年

【資料 4】『季節あそび手づくり 12 カ月』造事務所／編著 大泉書店／発行 2002 年



 

1月 14日･21日･28日(木)ことばの教 室
きょうしつ

（フランス語） 

1月 24日(日) 災害
さいがい

時
じ

通訳
つうやく

ボランティア養成
ようせい

講座
こうざ

 

2月 2日･9日･16日(火)ことばの教 室
きょうしつ

（中国語
ちゅうごくご

） 

3月 4日･11日･18日(木)ことばの教 室
きょうしつ

（スペイン語） 

 

 災害時に外国人被災者を言葉の面で助けて 

あげられるように、参加をお待ちしてます。 

 
 

岡崎市は、2020 東京オリンピックの中国のホストタウン

です。中国語を学んで、中国のことを理解しましょう。 
 

 
近日開催イベント！ 

LICC とは「りぶら３階
かい

・国際
こくさい

交 流
こうりゅう

センター」のことです。 

国際
こくさい

理解
りかい

や多文化
た ぶ ん か

共 生
きょうせい

に関係
かんけい

するイベントや、活動
かつどう

を行っています。 

国際
こくさい

交 流
こうりゅう

に興味
きょうみ

のある方
かた

､活動
かつどう

に参加
さんか

したい方
かた

､ 

困
こま

っている外国人
がいこくじん

の 力
ちから

になってくれる方
かた

､ぜひお立
た

ち寄
よ

りください。 

LICC is “Libra International Community Center”. We have activities and 

events about international understanding and multicultural symbiosis. 

If you are interested in these activities, please drop in! 



りぶら講座
受講生募集します！

初めの一歩！！
受講料
無料！

(  ※  )

・りぶらサポータークラブとは
・図書館利用あんない紹介
・親子でたのしいフラダンス
・マジックショーと手品の話
・人間関係を良くする傾聴入門講座
・元気の出る話
・ｍｏｋｋａウッドアート
・トランプマジック

２月の講座タイトル

※教材費が必要となる場合があります

りぶらサポータークラブ
（岡崎市図書館交流プラザ内 月・火・木・金曜日（祝休） 13：30～16：30）
✉：libra-sc@libra-sc.com ☎：０７０－５２５２－７２６３
💻：https://www.libra-sc.com/
※岡崎市から業務を受託し、りぶら講座を運営しています。

講座期間｜１２月～３月

あなたの学びたいものはどれ？
生涯学習、気軽に始めませんか？
詳しくは館内のチラシ・インターネットで！

・古典を楽しむ～春ってあけぼのよ
・タイカレー（マッサマンカレー）
・易占入門講座
・生前贈与の有効な活用法
・マジックショーと手品の話
・お家で作ろうスパイスカリー☆
・歌って脳トレ！
・なつかしい歌を歌いませんか？
・家族信託で財産管理

１２月の講座タイトル

・50才からの和フラダンス
・短歌の歴史
・やさしいヨガ
・マイコンプログラムの勉強会
・唄ってみませんか？相撲甚句
・リスニング・トラベル英会話

３月の講座タイトル

・絵本と歌による楽しい譜読み
・大人のピアノ
・自己肯定感を高めて理想の結婚へ
・楊名時太極拳 円の会
・英語に親しむ
・やさしい椅子ヨガ
・毎日取り入れたい健康法・整膚
・新『漱石全集』書簡を巡って

１月の講座タイトル



2020 年 12 月～2021 年 2 月りぶらサポータークラブ事業のご案内 
2020 年 12 月 1 日現在  

 日時・場所 内 容 

映 

画 

映画上映会のご案内 

場所 りぶらホール 

定員 各回先着 100 人 

(入場無料・全席自由) 

毎月第三木曜日 

①10:30～ 

②14:00～ 

③18:30～ 

上映開催日時、上映作品に関してはご確
認をお願い致します。開催時間 1 時間前
に整理券をお配りいたします。 

イ
ベ
ン
ト 

冬のコンサート 2 月 14 日（日） 

13：30～15：45 

場所 りぶらホール 

参加団体 
童謡すみれの会  
アクアコーラス 
岡崎市ＰＴＡコーラス連盟合唱団 
岡崎城西高校コーラス部 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集 

書架整理 開館時間内 書架整理のお手伝いです。初めての方は、
レクチャーいたしますので、ご希望の方は
りぶらサポータークラブ事務局にお申し
込みください。 
※マスクと手袋等をお持ちください。 

ＬＩＮＥスタンプ作成 現時点で指定はありま

せん。できるだけ活動者

の日程に合わせながら

調整します。 

パソコンで、りぶらサポータークラブの

キャラクターのＬＩＮＥスタンプ作成を

お願いします。 

図書館リサイクル本 

バザー 

毎月第三火曜日 

13:30～16:30 

リサイクル本の販売を図書館東玄関にて
行います。販売/場所設置や人員整理のお
手伝いをお願い致します。 
※マスク等をお持ちください。 

シネマ・ド・りぶら 毎月第三木曜日 毎月行われる、大人気のシネマ・ド・り
ぶらのボランティアをしてみませんか？ 

グ
ッ
ズ
販
売 

りぶらサポータークラブ 

購入は事務局・市民活動センター 

つながりんぐ  
マグネット(75 ㎜)   ￥50.- 

    缶バッジ  (55 ㎜)～  ￥100.-～ 
各種手作りキーホルダー    ￥100.-  
岡崎ぶらりポストカード各１枚 ￥100.- 

6 枚組 ￥500.- 
コットンバッグ(りぶらいおん)  ￥400.- 

 

 

 

りぶらサポータークラブ 活動・賛助サポーター大募集‼ 

●活動サポーター イベント時のサポート、企画立案・運営など、りぶらを楽しく活用できる仕組みを 
考えてもらえる方。 

●賛助サポーター 金銭面で活動を支えていただける方 
         個人(年間)：１口 2,000 円  団体(年間)：１口 10,000 円 

▷振込のご案内 

 ・{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。賛助いただいた方はその旨、事務局までお知らせください。 

 
◆編集・発行：りぶらサポータークラブ 

〒444-0059 岡崎市康生通西 4-71 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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