
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「中学生の自由研究」  
夏休みに中学生の女の子が、図書館で書架整理ボランティアをしたいとりぶらサ

ポータークラブ事務局を訪ねてきました。書架整理を体験した後に書架整理の成り

立ちや会としての思いを尋ねてくれました。その後、私の孫が同じ中学に通ってい

ることで山内さんの研究が賞を取ったことを知り、どんなふうにまとめたのかと思

い、見せてもらいました。山内さんのしっかりした考えや作品のまとめかたに感心

し、その感想にうれしくなりました。 (山田美代子記 )  
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「中学生にもできる！地域のボランティア」  
竜海中学校  2 年 2 組  山内美琴  

１．動機：小学 5 年から伸ばした髪をヘアードネーションしたの

で、それについて調べようと思ったけれど、コロナのために

工場見学ができなくなり、地域のボランティアを調べてみよ

うと思った。  

２．  方法：「ボランティアとは」を調べる。インターネットや新

聞でやっているボランティアについて調べる。ボランティア

センターや市民活動センターに話を聞く。自分でも参加す

る。やっている人の話を聞く。  

＊ネットで調べたこと、新聞の記事の切り抜きがあり、ボラン

ティアセンター、市民活動センターで聞いた話がまとめてあ

る。  

＊行ってみたボランティアには、ヘアードネーション、葵桜と

彼岸花の会、おとがわリバークリーン、図書館・りぶらサポ

ータークラブ書架整理があり、そこでの話をまとめた。  

 

感想：行ってみた 4 つのボランティアには 3 つの共通点があ

る。 1 つ目は活動日でなくてもいつでもできる。 2 つ目は

誰でもできる。 3 つ目は活動している人がみんなイキイキ

していて楽しそう。ボランティアの要素である「自発性」

があるのが、すごく実感できた。・・・できることをでき

る範囲でやり、一歩一歩進んでいくことが大切だと思う。  

山内美琴さんからのメッセージ  
まず、りぶらサポータークラブの皆さん、私の自由研究の

ためにお話をきかせてくださり、ありがとうございました。

そして、この自由研究は多くの方々にご協力いただいたおか

げで完成しました。  

これからも、できることをできる範囲でやり、一歩一歩成

長していきたいです。  

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


令和３年度 開催講座一覧

12 月

20 日

（月）

テーマ：防犯・防災を考える

10:00～10:30 防犯講座

11:00～11:30 備えよう！巨大地震

27 日

（月）

テーマ：人生の“いざ”に備えて

14:30～15:00 成年後見制度を知っていますか

15:30～16:00 一緒に考えよう！人生最後の過ごし方

１月

24 日

（月）

テーマ：“川の魅力”岡崎のかわまちづくり

14:30～15:00 ＱＵＲＵＷＡ戦略による公民連携まちづくりについて

15:30～16:00 河川愛護活動について

31 日

（月）

テーマ：健康長寿は普段の生活から

14:30～15:00 寝たきり予防はお口から

15:30～16:30 毎日せいかつ体操

２月

18 日

（金）

テーマ：岡崎の交通と安全

10:00～10:30 交通安全教室

11:00～11:30 岡崎市の公共交通について

25 日

（金）

テーマ：環境を守る新生活

10:00～10:45 誰が守る？生物多様性

11:00～11:45 カーボンニュートラルと岡崎さくら電力

※講座内容等の詳細については、下記 URL をチェック！

市政の取組みが気軽に学べる「個人向け市職員出前講座」が新たに始まりました！

１講座 30 分程度で気軽に参加できますので、是非お申込みください！

岡崎市役所 社会文化部生涯学習課

お問合せ TEL：0564-23-3110



毎年恒例！『図書館お楽しみ袋』

図書館職員がテーマ毎に選んだ本３冊を１セットにした『お楽しみ袋』を貸出します。中

身は見えないので、普段手に取らないジャンルの本と出会う機会にもなります。無くな

り次第終了しますので、気になるかたはお早めにどうぞ！

【日時】12月25日（土）・26日（日） ９時～21時

【場所】中央図書館２階ポピュラーライブラリー・子ども図書室、額田図書館

【数量】各日、中央図書館＝一般向け 75 セット、中高生向け 10 セット、子ども向け 15

セット。額田図書館＝一般向け 10 セット、子ども向け５セット

また、子ども図書室イベントとして図書館職員がクリスマスをテーマに選んだ本３冊を

セットにした「クリスマスセット」を貸し出します！

【日時】12月24日（金）９時～21時

【場所】中央図書館２階子ども図書室

【数量】子ども向け 15 セット

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」

日本全国で創業 100 年を超える長寿企業は 4 万社以上あると言われています。

中には 100 年どころか、なんと 1000 年以上続いている企業もあるんだとか。

本当にすごいことですね。今回は岡崎の老舗企業に関する質問をご紹介します。

質 問 岡崎の 100 年企業が知りたい。

回 答 【資料 1】「創業 100 周年以上の会員事業所」一覧あり。

一覧によると岡崎一の老舗企業は「まるや八丁味噌」で創業年は延元 2 年（1337 年）。

【資料 2】76 社の創業 100 年以上の岡崎商工会議所に加盟している事業者の記録、社屋等

の写真、会社概要、業務内容、長寿企業の秘訣等の記述あり。

【資料 3】「岡崎商工会議所加盟の事業所は約 4000 社。その中で創業 100 年以上の事業

所は 141 社。（2020 年 1 月 1 日時点）昨年 100 周年を迎えた事業所のうち 2 社を紹介

する。」とした記事あり。2005 年より「あゆみたしか百歳企業」の見出しで、前年 100 周

年を迎えた事業所の紹介記事を 1 月 1 日に掲載。

キーワード 岡崎の企業 会社 事業所 商工会議所

参考資料 【資料 1】『岡崎商工会議所創立 120 周年記念誌』岡崎商工会議所／編・発行 2012 年

【資料 2】『「岡崎の 100 年企業に学ぶ」研究誌』

愛知産業大学経営学部・経営研究所／編 岡崎商工会議所／発行 2017 年

【資料 3】『あゆみたしか百歳企業（東海愛知新聞切抜き・複製）』2005 年～2020 年

他にも１２月は子ども図

書室でクリスマスのおは

なし会もあるんじゃよ。



◆ワールドクッキング：モルドバ料理を楽しみます。  

        12月 12日㈰ 「モルドバのパイ・プラティンダ」11時～14時 調理室 

◆災害時通訳ボランティア養成講座：災害時に外国人被災者を支援するボランティアを養成 

12月 19日・１月 23日㈰14時～16時 会議室 301 

◆子ども向け日本語教室「ぴかぴか」：就学前の外国人園児に日本語を教えます。 

１月 15日～２月 19日までの毎週㈯ 14時～16時 会議室 103 

◆ことばの教室：外国語の基本と簡単な文化を学びます。 

１月 16日・23日・30日㈰ ポルトガル語 14時～16時 LICC 研修室 

２月 ６日・13日・20日㈰ スペイン語 14時～16時 LICC 研修室 

        ３月 ３日・10日・17日㈭ 中国語   14時～16時 LICC 研修室 

※詳しくは LICC まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅼ Ⅰ Ⅽ Ⅽ 
LICC とは「りぶら３階・国際交流センター」のことです。 

国際交流に興味のある方、外国人の力になってくれる方、ぜひお立

ち寄りください。 

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! 

 

 

今後のイベント紹介 

 

LICC 連絡先：☎23-3148 FAX23-3125 E-mail：Libralicc@city.okazaki.lg.jp



私の自由研究 vol.1 岡崎でキツツキを見つけよう 

りぶらサポータークラブ 杉浦仁美 

 

 キツツキを見たことがありますか？こう聞かれて

「はい。」と答える人は少ないと思います。 

 実際には見かけていても、雀だと思っている人も多

いかも知れません。 

 実は、岡崎市内には至る所にキツツキが居るんです

よ。ちょっとした探し方のコツを身に着けると、岡崎

公園や東公園・南公園・中央総合公園と言った大きな

公園のみでなく、小さな公園や乙川、伊賀川の並木道やりぶらの敷地、康生町の街路樹に

だってキツツキはその姿を見せてくれます。 

 こんなにいろいろな場所で見られるキツツキの名は、

コゲラと言います。日本で見られるキツツキの中で一番

小さく全長 15cm 位、雀位の大きさの白黒の縞模様！可

愛いキツツキです。 

 公園を歩いているとたまに「ギィーギィー」と古びた

扉が開いたような音を聞くことがあります。これがコゲ

ラの鳴き声です。運が良ければ木を突く音も聞けるかも

しれません。 

 「ギィーギィー」という鳴き声が聞こえたら、鳴き声の聞こえる方を見てみて下さい。

コゲラは飛ぶのもゆっくりで、飛んでいる姿や、木の幹や枝を登っていく姿を確認出来る

でしょう。 

 

＜岡崎で見られる 4 種類のキツツキ＞ 

コゲラ：全長 15cm。留鳥。ほぼスズメと同じ大きさで、日本産

キツツキで一番小さい。 

黒褐色の上面と、背と翼の白い横斑が特

徴です。 

アオゲラ：全長 29cm。留鳥。上面の黄

緑色、腹の黒色横斑、赤い頭上と顎線

（♂）。赤い後頭と顎線（♀）が特徴の日

本特有のキツツキ。 

アカゲラ：全長 23.5cm。留鳥。翼の黒

と白の模様、特に逆八の字形の白斑が目立つ。黒い頭上、オスの

赤い後頭部が特徴。 

メスの頭部には赤色部が無いので見分けられる。 

アリスイ：全長 17.5cm。冬鳥。体は褐色と黒、灰色の複雑な斑紋がある一般の鳥のよう

に横枝にとまる事が多い。 



Libra I on 62ｖLibra I on 62 

「りぶらぶ」です。 

「りぶら」・「ラブラドール」・「ラブ」（love)の 

3 つの意味がある名前です。よろしくね！ 

りぶらサポータークラブの新しいキャラクター決定！！ 

・りぶらサポータークラブの活動のマスコットキャラクターとして活躍予定！ 

・印刷物の掲載、キャラクターグッズ、着ぐるみ、LINE スタンプ等を 

製作して活動に利用し、一部販売を予定しています。 

📷第 1 回 りぶらフォトコンテスト📷 
募集期間：～2022.1.31 

「りぶら」で楽しく過ごしている

姿を募集します 

 
・市民活動、散歩、読書、交流  

・コロナ禍だからこその活用方法  

・開館当初の思い出   etc 

 

あなたの暮らし中に「りぶら」は 

ありますか？ 

あなたにとっての「りぶら」を 

一枚で表現してみませんか？ 

応 募 方 法 

要項に沿って投稿フォーム 

から応募してください。 

ホームページからも 

投稿フォームに飛べます。 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「シネマ・ド・りぶら」 

 
日時：月 1 回程度 

場所：図書館交流プラザりぶら 1F 

りぶらホール 

内容：上映会会場での当日受付、席案内、

衛生管理（コロナ対策）、事前準備

や、チラシ・コラム印刷 など 

りぶらサポータークラブ 

活動会員＆ボランティア大募集 
2021 年度 12 月 1 日現在 

 
「書架整理」 

 

日時：開館時間内 

場所：中央図書館内 

（「こどもとしょしつ」「洋書コーナ

ー」は除きます） 

内容：図書館利用者が本を探しやすいよ

うに棚を整理する。 

初めての方は、レクチャーいたしま

すので、りぶらサポータークラブ事

務局にお申し出ください。 

※マスクと手袋等をお持ちくだ

さい。 

「あみざえもんのお着替えや 

飾り付け」 

 
日時：事務局開局時間内の中でご都合に

合わせます。 

場所：図書館交流プラザりぶら 2F 

市民活動センターカウンター前 

内容：あみざえもん(オカザえもんの編みぐ

るみ)のお着替え（紋付き袴・鎧兜・

クリスマスなど数種類の洋服有）や

季節の飾り付け 

※飾り付けを自宅で作成できる方

も募集しています。(折り紙・毛糸は

りぶらサポータークラブから支給） 

「図書館リサイクル本バザー」 
 

日時：毎月第３火曜日 13:30～16:30 

場所：図書館交流プラザりぶら 2F 

東玄関（ローソン側） 

内容：準備・販売などのお手伝い 

ぜひ、ご参加 

ください！ 



2021年度

上映会開催日と上映予定作品

上映：①10:30〜 ②14:00〜
(各回30分前から入場できます。)

1/17(月)『イキングット』
製作国：アイスランド/製作年：2000年/上映時間：87分
監 督：ギスリ・スナイル・エリンソン
出演者：ヒャルティ･ラグナー･ヨンソン､

ハンス･ティットッス･ナキング

2/21(月)『哀 愁』
製作国：アメリカ /製作年：1940年/上映時間：108分
監 督：マービン・ルロイ
出演者：ビビアン・リー 、ロバート・テイラー

3/7(月)『レインメーカー』
製作国：アメリカ /製作年：1997年/上映時間：135分
監 督：フランシス・フォード・コッポラ
出演者：マット・デイモン、クレア・デーンズ

※階段席はヒアリングループに対応しております。

【新型コロナ感染症対策のお願い】
※各回先着100名まで、１時間前から整理券を配布します。
氏名、連絡先をご記入いただいたものを回収させていただきます。

※館内はマスク着用、会話はお控えください。
※席の移動•隣席の使用は禁止です。
※岡崎市新型コロナウィルス感染症対応ガイドラインに沿って、
警戒レベル４になった場合、または主催者の判断により急遽中止
とさせていただくことがあります。中止の際はりぶらサポータークラ
ブのホームページなどで告知しますが、告知が開催日の直前になるこ
とがあります。悪しからずご了承ください。

シネマ・ド・りぶらでは、
中央図書館にあるＤＶＤの活用と映画に関する書籍などの紹介をしています。

中央図書館より委託を受け、リぶらサポータークラブが運営しています。

◆編集・発行：りぶらサポータークラブ
〒444-0059 岡崎市康生通西4-71岡崎市図書館交流プラザ内
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 HP：https：//www.libra-sc.com

2021年12月1日現在


