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みんなでやろう

「りぶらいおん体操」
日本語サロンにて
（LICC（りぶら国際交流センター）第 23 回

成果発表会）

お客さんと一緒に「りぶらいおん体操」を
しました。

衣装製作ボランティア大募集！
・ひなまつりや浴衣、
体操服のお洋服があると
いいな。
・のぼりや、季節ごとの
小物が欲しいな！！

よろしく
お願いします！

ご連絡をお待ちしています。
LSC への連絡先は
最後のページをご覧ください。

昭和を駆け抜けた名鉄電車たち
鉄道模型走行会 鉄道模型 N ゲージ、 HO ゲージ車両走行
第１回 ４月 11 日（土）
、４月 12 日（日）午前 10 時～午後５時
第２回 ７月 11 日（土）
、７月 12 日（日）午前 10 時～午後５時
場所 図書館交流プラザりぶら１階 103 会議室
参加方法
入場自由・無料
※本企画は、車両を見て楽しむもので、模型車両持込みでの運転会では
ありません。
昭和風景ジオラマと昭和時代を中心に三河
平野を走行していた約 50 両の名鉄電車をＨ
Ｏ模型（1/80）ゲージで展示します。そのほ
か、7000 系パノラマカーを中心とした名鉄
車両の写真パネル、記念乗車券、鉄道本など
の展示をします。

記念講演会

「岡崎と名鉄電車～岡崎市内線と拳母線を中心として～」
日時 ４月 11 日（土） 午後１時 30 分～午後３時
場所 図書館交流プラザりぶら１階 岡崎むかし館
講師 藤井 建（NPO 法人名古屋レール・アーカイブス理事）
参加方法
入場自由・無料
※事前申込みは不要。ただし、人数状況により制限あり

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」
かつて岡崎市内線大樹寺駅からユニチカの工場内まで、荷物の輸送のための専用側線
（引込線）があったのをご存知ですか？今回は懐かしの市内線・引込線に関する質問をご紹介します。
質

問

岡崎市内線よりユニチカ（当時の会社名は日本レイヨン）に引込線があったようだが、そ
れがわかる資料はないか。

回

答

【資料 1】年表に「昭和 8 年 12 月 引込線、正門通路敷地買収」
「昭和 10 年 岡崎工場
完成」
、本文に「市当局では区画整理事業を進めており、名鉄は之に便乗し、合理化のた
め側線の廃止を決めたので、やむなく、新設の岡多線よりの引込みを計画し・・・・」と
あり、年表に「昭和 46 年 10 月岡多線より岡崎工場引込線完成」との記載あり。
昭和 10 年～昭和 45 年ごろまで大樹寺駅付近から日本レイヨンへの引込線はあった？
【資料 2】大樹寺駅から日本レイヨンまでの引込線の図あり。
【資料 3】地図中に日本レーヨン引込線とあり。大樹寺駅近くの岡崎市内線から線路あり。
【資料 4】区割図には大樹寺駅近くからユニチカまでの線路があるが、地図中にはユニチ
カ専用線の文字のみで線路はなし。かわりに岡多線からの引込線が確認できる。

キーワード

岡崎市内電車 市内線 市電 ユニチカ株式会社岡崎工場

参考資料

【資料１】
『ねんりん -五十周年記念誌-』ユニチカ株式会社／発行 1985 年
【資料２】
『岡崎市全図[複製] 1 万分の 1』伊藤 小文司／編 本文書店／発行 1940 年
【資料３】
『岡崎市街住宅明細地図 ’61［複製］』
新日本市内明細地図社／編 中部広告社／発行 1960 年
【資料 4】
『岡崎市 ’72(ゼンリン住宅地図)』善隣出版社／発行 1972 年

岡崎は中国とモンゴルのホストタウン
です！アスリートたちを気持ちよく迎
えられるように、両国について一緒に
勉強しましょう！😊
そして外国人の皆さんも
こころよく迎えましょう！

LICCボランティア紹介！

LICCイベント情報

LICC日本語教室

マンスリーイングリッシュ

毎週土曜日10：30～/14：30～

外国人の方と交流イベントを企画運営するボランティア

外国人の先生から英語でいろんな外国の文化を解説しても
らう講座です！
外国の文化を学ぶだけでなく、同時に英語も学べてしまう、
おいしい講座です！
みなさんぜひ受けてみませんか？★
日時 5月10日（日）10；00～
場所 りぶら101会議室

人材育成部会

ことばの教室「中国語」

りぶら日本語サロン
毎週日曜日・木曜日 10：00～
外国人の方に日本語を教えるボランティア団体です！

国際交流事業部会

外国人の方たちと一緒にイベントを開催！

おかざきニュース
外国人向けの多言語情報誌を発行！各種イベントも開催

外国人のための日本語講座の会
毎週土曜日（夜）
六ッ美市民センターで外国人市民に日本語を教えるボランティア団体です！

外国語の学習を通じ、外国や外国人に対する興味をもっても
らう講座です！
中国人の語学講師と中国語を学んで、この夏は、オリンピッ
ク盛り上がりましょう！
日時 5月8・15・22日（金）14：00～16：00

2020 年 3 月～6 月

りぶらサポータークラブ事業のご案内
2020 年 3 月 10 日現在

コロナウイルス感染防止のため、事業の中止・延期・縮小など日々
変化していますので、市広報、ＨＰなどで情報をご確認ください。
事業名

日時・場所

内

容

2020 年度前期
りぶら講座受講者募集

前期 5 月～10 月
４月 25 日(土)14:00～受付

りぶら内で開催される市民講座
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)

2020 年 4 月 16 日（木）
①10:30～
②14:00～
③18:30～

第 83 回『舞踏会の手帳』
監督：ジュリアン・デュヴィヴィエ
出演：マリー・ベル、
フランソワーズ・ロゼー
製作：1937 年 フランス
モノクロ 130 分
第 84 回『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』
監督：ラッセ・ハルストレム
出演：アントン・グランセリウス、
メリンダ・キナマン
製作：1985 年 スウェーデン
カラー 102 分
第 85 回『或る夜の出来事』
監督：フランク・キャプラ
出演：クラーク・ゲイブル
クローデット・コルベール
製作：1934 年 アメリカ
モノクロ 105 分

2020 年 5 月 21 日（木）
①10:30～
②14:00～
③18:30～
2020 年 6 月 25 日（木）
①10:30～
②14:00～
③18:30～

3 月中のボランティアは中止いたします。（本の清掃、布絵本作成、書架整理）
りぶらサポータークラブ サポーター更新の時期です‼
すでに会員登録をされている方には、郵送で次年度の伺いをさせていただいておりますので、用紙に
記入して返信をお願いします。
・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

〇振込のご案内
・{ゆうちょ銀行}から{ゆうちょ銀行}への振り込み
【記号】12040 【番号】25429361

【名義】リブラサポータークラブ

・{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 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：13:30 〜 16:30(祝日休)
Mail：libra-sc@libra-sc.com http：//www.libra-sc.com

