平成２８年１１月２２日発行

【一般向け】岡崎市生涯学習情報
番号

期

日

場

所

図書館交流プラザり

内

容

①

１２月１２日（月）他全５回 ぶら１階会議室１０３

「読み聞かせボランティア養成講座」を開催

②

１２月１８日（日）
図書館交流プラザり
申込：１２月４日（日）必着 ぶら１階会議室１０１

「やさしい終活教室～自分らしいエンディングにする
ために～」を開催

③

図書館交流プラザり
１１月１７日（木）
ぶら２階ポピュラーラ 図書館テーマ展示「ぬくぬく ぬくもり」を開催
～１２月２７日（火） イブラリー

④

１２月２２日（木）

シビックセンター１
階ロビー

⑤

１２月１０日（土）

シビックセンター交
シビックセンター イルミネーションコンサートを開催
流広場

⑥

１２月８日（木）

図書館交流プラザり
ぶらホール

シビックロビーコンサート Ｖol.９ Ｘ’masスペシャル
クラシックコンサートを開催

歴史まちづくりシンポジウム～家康公生誕の地にみ
る歴史的な風情を磨く～を開催

《詳細情報》 報道発表された内容を原則としてそのまま転記しています。記事中、チラシ参照と書かれている場合がありますが、チ
ラシについては、岡崎市ホームページ（報道発表資料）をご覧になるか、チラシを入手できる場所を問合せ先等に確認してください。

①

②

平成２８年度図書館講座「読み聞かせボランティア養
成講座」を開催します。

男女共同参画セミナー「やさしい終活教室～自分らし
いエンディングにするために～」を開催します。

図書館のおはなし会において活動していただけるボラン
ティアを養成するために、平成２８年度図書館講座「読み聞
かせボランティア養成講座」を開催いたします。

誰もが迎える人生の終わりについて学び、考えるセミナー、「やさ
しい終活教室～自分らしいエンディングにするために～」を開催し
ます。
例え、頼りになる家族がいなくても、後半生を生きるための支援
について知り、また、自身の老後・死後を考える機会を提供するこ
とで、受講者が生きがいを感じながら自分らしく主体的に生活で
きるようになることを目的とします。
１ 日時 平成２８年１２月１８日 日曜日 １０時～１２時
２ 場所 岡崎市図書館交流プラザ １階 会議室１０１（康生
通）
３ 講師 丸の内総合法務事務所 司法書士 上家 美恵子氏
４ 対象 どなたでも
５ 定員 ４０人（定員を超えた場合は抽選）
６ 申込
はがき、ファクス（０５６４－２３－３１６５）に①郵便番号、②住所、
③氏名（ふりがな）、④年齢、⑤性別、⑥電話番号 を記入して
〒４４４‐００５９ 岡崎市康生通西４丁目７１番地 りぶら内
男女共同参画課「終活教室」係へお申し込みください。
１２月４日（日曜日）必着。市ホームページ（電子申請総合窓口）
からも
お申し込みできます。
７ 託児
未就学児の託児があります。希望される方は子どもの氏名（ふり
がな）、生年月日をご記入ください。

１ 日時
平成２８年１２月１２日、平成２９年１月１６日、１月３０日、２
月１３日、２月２７日の月曜日（全５回） １０時～１２時
２ 場所
岡崎市図書館交流プラザりぶら 会議室１０３（康生通）
３ 内容 選書・実技 ほか
４ 講師
おはなしの森ころころくまさん会員 木戸玲子氏ほか６人
５ 定員 ３０人（応募者多数の場合は抽選）
６ 申込 図書館ホームページ、図書館各カウンター、ファ
クス（０５６４－２３－３１６５）にて受け付けます。講座名と申
込者の郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電
話番号を記入し、１１月２９日 火曜日までに申し込み（必
着）をしてください。
７ 問い合せ先
岡崎市立中央図書館 電話０５６４－２３－３１１５

担当部署 ： 文化芸術部中央図書館
電話番号 ： 0564-23-3115

担当部署 ： 文化芸術部男女共同参画課
電話番号 ： 0564-23-6222

発行 ： 岡崎市文化芸術部文化活動推進課（図書館交流プラザ内） 電話２３－３１１０ ＦＡＸ２３－３１６５
《詳細情報》 報道発表された内容を原則としてそのまま転記しています。記事中、チラシ参照と書かれている場合がありますが、チ
ラシについては、岡崎市ホームページ（報道発表資料）をご覧になるか、チラシを入手できる場所を問合せ先等に確認してください。

③
図書館テーマ展示「ぬくぬく ぬくもり」を開催します。

日ごとに寒さが増す季節となりました。家の中
で過ごす時間が多くなるこの時期に、ほっこり安
らぐひとときはいかがでしょうか？今回はこころも
身体も温まる図書を集めて展示します。展示資
料はすべて貸出可能です。
１ 日時
平成２８年１１月１７日 木曜日～
平成２８年１２月２７日 火曜日
２ 場所
図書館交流プラザりぶら 中央図書館（康生
通）
２階ポピュラーライブラリー テーマ展示コー
ナー
３ 図書リスト
岡崎市ホームページをご覧ください。

担当部署 ： 文化芸術部中央図書館
電話番号 ： 0564-23-3115

⑤

④
シビックセンター シビックロビーコンサートVol.９ Ｘ’masス
ペシャル クラシックコンサートを開催します。
クリスマスが迫る１２月２２日に３０分間のお昼のコンサートを開催
します。クリスマスをイメージした曲や聴き馴染みのある歌曲を、
トークも交えながらお届けします。近隣にお越しの際は、是非お
立ち寄りください。
１ 日時 平成２８年１２月２２日 木曜日 １２時３０分～１３時
２ 場所 岡崎市シビックセンター １階ロビー（羽根町）
３ 出演 成田七香（ソプラノ）、秀平雄二（ピアノ）
４ 入場料 無料
５ 曲目 アヴェ・マリア、アメイジング・グレイス、アレルヤ ほか
６ 主催 岡崎市、岡崎市シビックセンター指定管理者 ＳＰＳ・
トーエネック・ピーアンドピー共同事業体
７ その他
公演の内容が一部変更になる場合がございます。予めご了承く
ださい。
ご来場の際には公共交通機関をご利用ください。
８ 本件に関する問合せ
岡崎市シビックセンター指定管理者
ＳＰＳ・トーエネック・ピーアンドピー共同事業体 担当：西川
〒４４４－０８１３ 岡崎市羽根町字貴登野１５番地
電話０５６４－７２－５１１１、ファクス０５６４－７２－５１１０

担当部署 ： 文化芸術部文化総務課(シビックセンター）

電話番号 ： 0564-72-5111

⑥

シビックセンター イルミネーションコンサートを開催し
ます。

歴史まちづくりシンポジウム～家康公生誕の地にみ
る歴史的な風情を磨く～を開催します。

シビックセンターでは１１月１８日 金曜日から１２月２５日 日曜日まで、
イルミネーションが点灯します。今年も交流広場を中心に幻想的な光がシ
ビックセンターを包みます。点灯時間は１７時から２１時３０分です。きらめ
くライトアップに囲まれて、１２月１０日 土曜日にイルミネーションコンサー
トを開催いたします。地元で活躍のみなさんによるコンサートやダンス、そ
して温かい食べ物や飲み物のお店、手作り雑貨の集まるクリスマスマル
シェもお楽しみいただけます。毎年恒例の、サンタクロースから子どもたち
へのプレゼントもあります。
キラキラ輝くシビックセンターのクリスマスに、ぜひお越しください。
１ 日時 平成２８年１２月１０日 土曜日 １５時～１９時
２ 場所 岡崎市シビックセンター 交流広場（羽根町）
３ 内容
（１）コンサート
・オープニングコンサート （出演：南中学校吹奏楽部）
・トーンチャイムコンサート（出演：ＲＡＫＵＤＡチャイムクワイア）
・クリスマス ＪＡＺＺ ＬＩＶＥ（出演：Ｇｕｍｉ）
・コロネットサンタガールズのクリスマスダンス
・スティールパン★クリスマスライブ（出演：ｐａｎｓｏｎｉｄｏ）
・ゴスペルコンサート（出演：シェイク・ザ・ファンデーション）
（２）シビックサンタからのクリスマスプレゼント
１７時２０分から。中学生以下が対象、要整理券、先着２００人
整理券は１５時から会場で配布
（３）クリスマスマルシェ １５時から開始
４ 本件に関するお問合せ
岡崎市シビックセンター指定管理者
ＳＰＳ・トーエネック・ピーアンドピー共同事業体 担当：中川
〒４４４－０８１３ 岡崎市羽根町字貴登野１５番地
電話０５６４－７２－５１１１、ファクス０５６４－７２－５１１０

徳川家康公の生誕地として、家康公ゆかりの歴史文化資
産を活かしたまちづくりについて考えるシンポジウムを開催
します。

担当部署 ： 文化芸術部文化総務課(シビックセンター）

担当部署 ： 都市整備部都市計画課
電話番号 ： 0564-23-6522

電話番号 ： 0564-72-5111

１ 日時 平成２８年１２月８日 木曜日
１３時３０分～１６時 開場１３時
２ 場所 図書館交流プラザ・りぶらホール（康生通）
３ 内容
第１部 岡崎城跡整備基本計画案の概要報告
第２部 基調講演「あなたの知らない？岡崎城跡の魅
力」
広島大学大学院教授 三浦正幸氏
第３部 パネルディスカッション
「家康公ゆかりの資産を活かしたまちづくりの新たな展
開」
名古屋市立大学名誉教授 瀬口哲夫氏
德川宗家第十八代当主 德川恒孝氏
広島大学大学院教授
三浦正幸氏
岡崎市長
内田康宏
申し込み方法ほか詳細につきましては、岡崎市ホームペー
ジをご覧ください。
４ 定員 ２５０人
５ 主催 岡崎市

