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「りぶら講座」

▶講師受付期間  

９/2(木 )１３ :３０～９/１３ (月 )１６ :３０  
 

▶講座開講期間   

１１月～３月  

2021 年度後期  

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


2021 年度後期｢りぶら講座｣講師募集します！  
 
 

 

 

１  目  的  

自分の特技や知識を他の人へ分かち伝える「市民同士の学び合い」により

新たな交流機会の創出と生涯学習の推進を図ります。  

 

２  応募の要件  

⑴  入門的な講座であること。  

⑵  利益を求めないこと。但し、教材費（資料複写料含む）のみ徴収可。  

⑶  りぶらサポータークラブ事務局からの指示に従うこと。  

 

３  期  間  

⑴  講師募集受付期間：９月２日 (木 )13:30～９月13日 (月 )16:30 

⑵  施設予約受付期間：～９月16日 (木 )14:00まで  

※   施設予約申込書は、講師申込内容の審査後、りぶらサポータークラブ事  

務局からお渡しします。（詳細は申込手続の流れをご覧ください。）  

⑶  開講期間：令和３年11月15日 (月 )～令和４年３月31日 (木 )  

 

４  開講の時間帯  

以下の区分から１つを選び、実施していただきます。  

※  開講可能回数は開講期間中に１回です。  

・  10:00～11:30（調理室は10:00～12:30）  

・  13:30～15:00（調理室は14:00～16:30）  

・  16:00～17:30 

・  19:00～20:30（調理室は18:00～20:30）  

 

☆   詳しい内容は、りぶら館内に配架又は、りぶらサポータークラブのホー

ムページに掲載されている「りぶら講座講師募集要項」をご覧ください。  

ご参加お待ち  

しています。  



図書館企画展示「世界アルツハイマー月間」

連携講座「画像から解く認知症」

９月は世界アルツハイマー月間です。アルツハイマー病は最も一般的な種類の認知症です。認知症は誰

でもなる可能性がある症状ですが、認知症について知ることは、不安な気持ちを少しでもなくすことに繋

がります。まずは正しく知ることから始めませんか？

今回は岡崎市民病院医療技術局と連携し、「画像から解く認知症」と題して、身近になってきている認知

症に関して、画像診断を交えて説明していただきます。

【開催日時】 ９月 19 日（日）午後２時から午後３時 30 分（開場：午後 1 時 30 分）

【場 所】 図書館交流プラザ 会議室１０３

【申込方法】 ９月７日（火）午前９時から受付開始 定員３0 名（先着順）

①中央図書館カウンターにて申込み

②電話で申込み（0564-23-3111）

③インターネットで申込み （図書館ホームページ「お知らせ」から）

担当：中央図書館 資料提供サービス係

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」

池波正太郎や宮部みゆきなどの時代小説を読んでいて、物語の登場人物が食べている

屋台や料理屋の食べ物がとても美味しそうで気になってしまったことはないでしょうか。

今回は現代の我々にはあまりなじみのない江戸の食材・料理の事例を紹介します。

質 問 浅草海苔をつかった江戸時代の料理の調理法が知りたい。

回 答 浅草海苔「（江戸時代、江戸浅草付近の隅田川で養殖、または製品としたからとも、浅草観音

境内で売ったからともいわれる）干海苔（ほしのり）の総称。」（『日本国語大辞典』）

【資料 1】項目「浅草海苔」に 4 品の料理と各出典あり。

【資料 2】用途について、「あぶって肴にしたり、揉み崩して汁や吸い物に浮かべたり、吸い物

の実にしたりした。のり巻もあったが、それは江戸末期のことである。」と記述あり。

【資料 3・4】浅草海苔、海苔を使った料理の紹介、調理法あり。

【資料 5】第 7 巻「浅草巻揚」、第 9 巻「浅くさけんちん」「浅くさまきゆば」「あさくさまき

ぎぬ」の調理法あり。

キーワード 料理（日本） 食生活-歴史 日本-歴史-江戸時代 海苔

参考資料 【資料 1】『図説江戸料理事典』松下幸子／著 柏書房／発行 1996 年

【資料 2】『図説江戸時代食生活事典』日本風俗史学会／編 雄山閣出版／発行 1989 年

【資料 3】『再現江戸時代料理』松下幸子・榎木伊太郎／編 小学館／発行 1993 年

【資料 4】『料理百珍集』原田信男／校註・解説 八坂書房／発行 1997 年

【資料 5】『翻刻 江戸時代料理本集成 第 7 巻・第 9 巻』吉井始子／編 臨川書店／発行 1980 年

https://4.bp.blogspot.com/-u1liTx7I9iA/VZt5P31rD9I/AAAAAAAAu2U/HQAym8sbxPI/s800/sushi_yatai_edo.png


◆日本語ボランティア養成講座：外国人に日本語を教える基礎を学習します。 

９月 18日㈯ 14時～16時 会議室 301 

 ※活動中：りぶら日本語サロン（毎週木日 AM）、LICC日本語教室（毎週土 AMPM、現在はリモートで） 

◆ワールドレクチャー：世界の国や文化を学びます。 

        12月５日㈰ イスラム文化紹介 14時～16時 会議室 302 

◆ワールドクッキング：モルドバ料理とネパール料理を楽しみます。  

        ９月 12日㈰ 「モルドバの国民食ママリーガ」 11時～14時 調理室 

       10月 17日㈰ 「ネパールのおもてなしごはん」 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㈰ 14時～16時 会議室 301 

※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



  

 

10 月 25 日(月) 

『真昼の決闘』 
 

1870 年、ハドリービルという西部の小さな町。結婚式を挙げたばかりの保安官ウィルの

元に、かつて彼が逮捕した「無法者フランク・ミラーが、正午着の列車で町に戻ってくる」と

いう知らせが入る。様々な思いの末、彼らとの対決を決意するウィルが、協力者を求めて、炎

暑の町を歩き回る。しかし臆病で利己的な住民たちはその門を閉ざす。やがて正午となり、

駅に列車が到着、戦いに否定的な新妻エミーは一人町を去ろうと、乗り込むと同時に、ウィ

ルへの復讐を誓う無法者が降り立った……。 

 

監督：フレッド・ジンネマン 

製作：1952 年／アメリカ／85 分 

出演：ゲーリー・クーパー、トーマス・ミッチェルほか 

【共通事項】 

★場 所：図書館交流プラザりぶら１階ホール 入場無料 

★定 員：各回 100 名（先着順） 

★上映時間：① 10:30 〜／② 14:00 〜 但し、開場の 30 分前 (9:30、13:00) から整理券を

配布します。マスク着用の上、整理券に氏名と電話番号を記入してください。 

★中止の判断：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、直前の判断となり間に合わない場合が

あることをご了承ください。 

★主 催：中央図書館・りぶらサポータークラブ 

 

「シネマ・ド・りぶら」映画上映会のご案内 

9 月 27 日(月)  

『レインメーカー』 
 

ベストセラー作家のジョン・グリシャムの『原告側弁護人』を原作に、巨匠フラン

シス・フォード・コッポラが映画化した作品。若き弁護士が、悪徳巣食う法廷に挑む。

弁護士の苦闘を描いた法廷ドラマ。 

 

原題：The Rainmaker 

監督：フランシス・フォード・コッポラ  

製作：1997 年／アメリカ／135 分 

出演：マット・デイモンほか 

2021 年 9 月 2 日現在 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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 9 月 2 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！ 

◆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（祝日除く）／13:30 〜 16:30 

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