
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●総会が郵送にて行われました。  

●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  

●「シネマ・ド・りぶら」映画上映会のご案内  

●りぶらサポータークラブサポーター＆ボランティア大募集‼  

新しいキャラクターを  

募集します。 
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りぶらサポータークラブの活動も後２年ほどで１５周年を迎えます。  

発足当時と活動意識は変わっておりませんが、社会のわれわれに向けられる目が  

少しずつ変化するにつれ、新しいキャラクターを誕生させる必要もでてきました。

そこで区切りの年を迎えるにあたり、幅広く自由に使える、親しみやすい  

キャラクターデザインを公募することになりました。  

是非皆さんの想像を膨らませ応募してください。  

 

１）使用目的  

・ LSC（りぶらサポータークラブ）の作成する様々な印刷物に掲載します。  

・ LSC の様々な活動のマスコットキャラクターとして利用します  

・キャラクターグッズや着ぐるみや LINE スタンプを製作して活動に利用し、  

一部販売をします  

2）応募条件  

・一人何点でも応募できます。応募作品は返還しません。  

・愛知県岡崎市に在住、又は通勤・通学されている方  

・岡崎市図書館交流プラザに興味があり、 LSC の活動にご理解いただける方  

・著作権その他第三者の権利を侵害するものでないオリジナル作品であること  

・採用された作品の著作権その他一切の権利は LSC に帰属するものとします。  

 なお、使用しやすいように、加工・修正する場合があります。  

・将来的に着ぐるみをローコストで作成できるようなデザインをお考えください。  

・ファイル形式は .a i (当選後に提出をお願い致します。 )  

３）応募方法  

・キャラクターの表姿・裏姿をデザインして、 .png 形式（ CMYK 色指定実施）  

 件名『 LSC 新キャラクター募集係』として LSC メール  

（ l ibra-sc@l ibra-sc.com）宛に 9 月 30 日までに送付ください。  

4）賞金 (報酬 )： 1 万円分の商品券 -採用者に、ご連絡差し上げます。  

9/30 

必着  

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


 
 

６月６日に開催予定でした定期総会は、緊急事態宣言が延長されたため郵送審議を

させていただき、すべての議案について賛成多数で承認いただきました。 

 

りぶらサポータークラブは、皆様がりぶらを拠点に、新しい学びや交流を広げてい

ただくため、様々な行事を創っていきたいと思っております。 

りぶら並びに、りぶらサポータークラブを盛り上げていただきますようよろしくお願

いいたします。 

 

 

 

今年度行う事業の計画です 

ぜひご参加くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

１ りぶら講座 市民講師が行う生涯学習の機会となる入門講座 

前期（5月～10月） 後期（11月～3月） 

  

２ 図書館交流プラザを拠点
とした生涯学習事業の企
画及び運営 

多くの市民が文化芸術に触れる期間を創出するとともに

学びを通じた交流を促進する 

  

３ シネマ・ド・りぶら 図書館所蔵の DVDを活用し上映会を隔月開催 

 

  

４ 本の清掃 図書館所蔵の書籍等の清掃 

毎月第 1・3木曜日 10:00-12:00ボランティア室 

  

５ 布絵本製作 子ども図書室貸出し布絵本製作 

毎月第 2・4木曜日 13:30-15:30ボランティア室  

６ 書架整理 図書館書籍等の順列整理 随時 

 

  

７ 図書館 
リサイクル本バザー 

図書館で不要になったリサイクル本を販売し、その売上で

新たな大活字本などを購入し、寄贈する 

  

８ SDGs プロジェクト 差別偏見をなくす、伝統文化伝承を柱とした事業組み立て 

シトラスリボン・ヘルプマークの啓発・普及 

凧あげ・雛流しなど調べて作ってやってみる  

９ りぶらフォトコンテスト 写真を公募し、りぶらに来る楽しさ・自分とりぶらとのか

かわりをテーマとした写真展の開催  

10 15 周年記念事業 ３年後の 15周年に向けての継続企画 

LSCのキャラクター製作  

記念誌の作成 講演会などの開催 

11 広 報 情報誌発行、りぶらグッズ企画・販売 

 



自習席利用に関してのお願い 

 

図書館の閲覧席は、図書館内の本を読むなど図書館資料の活用以外にも、受験勉強や資格取得のための

勉強など、自己学習を目的として御利用いただくことも可能です。ただし、他の図書館利用者のかたの迷

惑となる行為等はお控えいただきますようお願いいたします。自習可能な閲覧席は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

図書館はどなたでも利用できる公共施設です。お互いに気を配り、皆様が気持ちよく利用できるよう、御

協力をお願いいたします。 

 

担当：中央図書館 総務係（電話 ２３－３１０３） 

 

 

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」 

事典によると、日本にイエネコが渡来したのは奈良時代の初期に中国から仏教の教典を 

運ぶときに、ネズミの害を防ぐため船にネコを乗せたのが最初であるといわれています。 

今回は癒しを与えてくれる“かわいい猫”ではなく、少し怖い猫伝説の事例を紹介します。 

質 問 岡崎の化け猫伝説の話が知りたい。 

回 答 【資料 1】化け猫伝説について、そのはじまりは文政 10年（1827）初演の「独道中五十

三駅（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」鶴屋南北／作の歌舞伎であることが書かれている。 

【資料 2】「歌舞伎で上演された「化け猫」の大ヒット、今でいう大河ドラマの舞台となり大

当たりした町が岡崎でした。」との記載あり。 

【資料 3】鶴屋南北による歌舞伎の脚本「獨道中五十三驛」あり。 

【資料 4】歌川国芳が描いた歌舞伎『梅初春五十三駅』の岡崎宿で化け猫に出会う場面の浮

世絵あり。（歌舞伎では『独道中五十三駅』以後、数々の化け猫の芝居が作られている。） 

【資料 5】歌舞伎以外に、岡崎城の化け猫騒動の昔話「岡崎城のねこ」もあり。 

キーワード 岡崎の伝説 岡崎の昔話 猫 歌舞伎 鶴屋南北 怪談 浮世絵 

参考資料 【資料 1】『浮世絵に見る岡崎』三河武士のやかた家康館／編・発行 1991年 

【資料 2】『市政だより おかざき 平成 26年』10月 1日号 

【資料 3】『鶴屋南北全集 第 12巻』鶴屋南北／作 三一書房／発行 1977年 

【資料 4】『江戸猫』稲垣進一, 悳 俊彦／著 東京書籍／発行 2010年 

【資料 5】『おかざきのむかしばなし』岡崎の昔話編集委員会／編・発行 1983年 

 

①どなたでも自習可能なエリア（土日祝は 18時で閉鎖します。） 

２階南側閲覧席（71 席）、２階北西［グループ室横］の閲覧席（12席） 

②大人のかたが自習可能なエリア（高校生以下は使えません） 

1階閲覧席（一部を除く） 



◆ことばの教室：外国語の基礎を学びます。  

        時間：14時～16時   ９月 13・20・27 日㈪ ベトナム語 トゥ 

        場所：LICC研修室   10月８・15・22日㈮ フィリピノ語 モデスタ 

◆ワールドレクチャー：世界の国や文化を学びます。 

        ①子ども向け（モルドバ、イスラエル、フィリピン、アルゼンチン） 

８月 15日㈰ 10時～12時 会議室 301 

        ②大人向け（イスラム文化紹介）12月５日㈰ 14時～16時 会議室 302 

◆英語でクッキング講座：フィリピンの料理を英語を通して楽しみます。  

        11月 21日㈰ 11時～14時 調理室 

 

※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



  

8 月 23 日(月) 

『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』 
 

1950 年代末のスウェーデン。海辺の小さな町に住む 12 歳の少年イングラムは、

兄と病気の母親、愛犬シッカンと暮らしている。やがて夏になり、母親の病状が悪化。

叔父が暮らす田舎の村へ行くことになった。村人たちに囲まれて過ごす楽しい日々。

しかし、そんな彼の上にも現実は重くのしかかり……。 

 

上映時間：① 10:30 〜 ② 14:00 〜 

監督：ラッセ・ハルストレム  

製作：1985 年／スウェーデン／102 分 

出演：アントン・グランセリウス、メリンダ・キナマン、 

マンフレド・セルネル、アンキ・リデン 

★場 所 りぶらホール 入場無料 

★定 員 コロナ対応のため、各回 100 名（先着順） 

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。 

★上映の判断は、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行います。

警戒レベル４になった場合、もしくはりぶらサポータークラブの判断により急遽中止させ

ていただくこともあります。中止の広報はホームページ などで行いますが、急遽の判断

で間に合わない場合があることをご了承ください。 

★主 催 岡崎市立中央図書館・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。 

 

上映時間：① 10:30 〜 ② 14:00 〜 

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 

2021 年 6 月 30 日現在 



2021 年 6 月 30 日現在 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「図書館リサイクル本バザー」 

活動者募集 
日時：毎月第三火曜日 13:30～16:00 

場所：図書館東玄関 

内容：販売､場所設置や人員整理の 

お手伝い 他 

※マスク等をお持ちください。 

◆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 

 

 

 

「シネマ・ド・りぶら」 

活動者募集 
日時：月 1 回程度 

場所：りぶらホール 

内容：チラシ、コラムの作刷、 

 関連書籍の選択、運営打合せ参加、 

当日の受付、会場整理案内 他 

※マスク等をお持ちください。 

「書架整理」 

ボランティア募集 
日時：開館時間内 

場所：図書館内 

（「こどもとしょしつ」は除きます） 

内容：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、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。 

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。 

ご参加お待ちし

ております。 

「あみざえもんお着替え」 

活動者募集 
日時：事務局開局時間内 

場所：市民活動センター 

内容：あみざえもんのお着替えと 

飾り付け 他 

※マスク等をお持ちください。 

mailto:libra-sc@libra-sc.com

