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昭和初期撮影 市民提供 三島小学校防営訓練①校庭 昭和32年(1957) 岡崎市 岡崎城の石垣工事

昭和初期撮影 市民提供 三島小学校防営訓練②竹槍 昭和32年(1957) 市民提供 附属小学校運動会

昭和3年(1928) 市民提供 昭和天皇御大典記念 籠田町商店街 昭和33年(1958) 岡崎市 戦災復興事業完成記念式典

昭和3年(1928) 市民提供 家族写真 昭和33年(1958) 岡崎市 東岡崎駅前バスターミナル使用開始

昭和10年(1935) 市民提供 桃の節句お祝い① 昭和33年(1958) 岡崎市 工事中の東岡崎駅

昭和10年(1935) 市民提供 真福寺へ茸狩り(頂上にて) 昭和33年(1958) 岡崎市 伝馬公設市場店開き

昭和11年(1936) 市民提供 消防団 能見分隊消防手 昭和33年(1958) 岡崎市 東岡崎駅竣工式

昭和11年(1936) 市民提供 お琴のおさらい会①集合写真 昭和33年(1958) 岡崎市 全三河都市対抗ボクシング大会

昭和11年(1936) 市民提供 お琴のおさらい会② 昭和33年(1958) 岡崎市 根石学区の敬老会

昭和12年(1937) 市民提供 名鉄西岡崎駅(現岡崎公園前駅） 昭和33年(1958) 岡崎市 婦人連合運動会

昭和12年(1937) 市民提供 真福寺 秋のハイキング 昭和33年(1958) 岡崎市 自動車交通調査

昭和12年(1937) 市民提供 書道展覧会 昭和33年(1958) 岡崎市 市民体育祭

昭和13年(1938) 市民提供 稲熊 夏のハイキング 昭和33年(1958) 岡崎市 完成した東岡崎駅

昭和15年(1940) 市民提供 岩津天神山 家族で遠足 昭和33年(1958) 市民提供 バドミントンで遊ぶ子

昭和15年(1940) 市民提供 愛宕小学校 二宮金次郎像 昭和33年(1958) 市民提供 居間で勉強する子

昭和15年(1940) 市民提供 岡崎城天守台石垣 昭和34年(1959) 岡崎市 成人の日式典

昭和15年(1940) 市民提供 岩津街道 青木橋にて 昭和34年(1959) 岡崎市 市営住宅抽選会

昭和16年(1941) 市民提供 桃の節句お祝い② 昭和34年(1959) 岡崎市 八帖下水処理場起工式

昭和16年(1941) 市民提供 附属小学校玄関前 二宮金次郎像 昭和34年(1959) 岡崎市 岡崎公園動物舎

昭和17年(1942) 市民提供 家族写真 花木栽培店前にて 昭和34年(1959) 岡崎市 岡崎城天守閣竣工式

昭和18年(1943) 市民提供 六供浄水場前 中田屋店員 昭和34年(1959) 岡崎市 伊勢湾台風の被害③

昭和18年(1943) 市民提供 軽爆撃機（岡崎市民号）① 昭和34年(1959) 岡崎市 伊勢湾台風の被害①

昭和18年(1943) 市民提供 軽爆撃機（岡崎市民号）② 昭和34年(1959) 岡崎市 伊勢湾台風の被害②

昭和23年(1948) 岡崎市 市民だより第１号 昭和34年(1959) 岡崎市 ごみ収集

昭和26年(1951) 岡崎市 桜まつり協賛仮装行列 昭和34年(1959) 岡崎市 連尺小学校の給食風景①

昭和29年(1954) 岡崎市 大平橋渡り初め 昭和34年(1959) 岡崎市 連尺小学校の給食風景②

昭和29年(1954) 市民提供 伊賀川河川敷での花見 昭和34年(1959) 岡崎市 市庁舎屋上より岡崎城を望む

昭和30年(1955) 岡崎市 料理講習会 昭和34年(1959) 市民提供 野球をする少年たち

昭和30年(1955) 市民提供 籠田公園で遊ぶ 昭和34年(1959) 市民提供 花嫁のお出立ち①

昭和30年(1955) 市民提供 牛による耕作 昭和34年(1959) 市民提供 花嫁のお出立ち②

昭和30年(1955) 市民提供 籾の天日干し 昭和34年(1959) 市民提供 椎茸の菌打ち

昭和35年(1960) 市民提供 岡崎公園出店 昭和34年(1959) 市民提供 ゼンマイのワタ取り

昭和35年頃(1960) 市民提供 矢作国道1号線の通学風景① 昭和34年(1959) 市民提供 田植え①田起し(牛耕)

昭和35年頃(1960) 市民提供 矢作国道1号線の通学風景② 昭和34年(1959) 市民提供 田植え②肥料散布

昭和31年(1956) 岡崎市 市民寒中水泳大会 昭和34年(1959) 市民提供 田植え③田植え縄(右)

昭和31年(1956) 岡崎市 市役所窓口風景 昭和34年(1959) 市民提供 田植え④田植え縄(左)

昭和31年(1956) 岡崎市 康生通東の舗装 昭和34年(1959) 市民提供 田植え⑤田植え

昭和32年(1957) 岡崎市 市立図書館風景 昭和34年(1959) 市民提供 田植え⑥ハザカケ

りぶら映像アーカイブス（静止画編）
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昭和34年(1959) 市民提供 一家団らん(食事) 昭和36年(1961) 市民提供 米作り調整作業③農家のニワ

昭和35年(1960) 岡崎市 市民寒中水泳大会 昭和36年(1961) 市民提供 モービルガソリンスタンド

昭和35年(1960) 岡崎市 岡崎公園花時計 昭和36年(1961) 市民提供 高橋モータース前

昭和35年(1960) 岡崎市 市民体育祭 昭和36年(1961) 市民提供 岡崎公園 小動物園

昭和35年(1960) 岡崎市 献穀お田植え祭り 昭和36年(1961) 市民提供 康生のマチ並み①

昭和35年(1960) 岡崎市 矢作川の家① 昭和36年(1961) 市民提供 康生のマチ並み②市内電車

昭和35年(1960) 岡崎市 矢作川の家② 昭和36年(1961) 市民提供 乙川対岸より岡崎城を見る

昭和35年(1960) 岡崎市 学童通学風景 昭和36年(1961) 市民提供 ガラ紡水車

昭和35年(1960) 市民提供 大門池 昭和36年(1961) 市民提供 附属中学校から竜海中学校を見る

昭和35年(1960) 市民提供 東洋レーヨン岡崎工場建設工事仮踏切 昭和37年(1962) 岡崎市 酒祭り

昭和35年(1960) 市民提供 東洋レーヨン岡崎工場 昭和37年(1962) 岡崎市 連尺小学校鼓笛隊パレード

昭和35年頃(1960) 市民提供 六ツ美町役場周辺 昭和37年(1962) 岡崎市 市内電車廃止

昭和30年代(1960頃) 市民提供 伝馬公設市場 パン・製菓店① 昭和37年(1962) 岡崎市 東岡崎駅バス発車式

昭和30年代(1960頃) 市民提供 伝馬公設市場 パン・製菓店② 昭和37年(1962) 岡崎市 六ツ美町合併

昭和30年代(1960頃) 市民提供 石原治療院前 昭和37年(1962) 岡崎市 ミス岡崎博コンテスト

昭和30年代(1960頃) 市民提供 矢作川堤防園児の散歩 昭和37年(1962) 岡崎市 菅生川に浮かぶボート

昭和36年(1961) 岡崎市 市民寒中水泳大会 昭和37年(1962) 市民提供 市内電車廃止①(花電車)

昭和36年(1961) 岡崎市 たつきの鐘 昭和37年(1962) 市民提供 市内電車廃止②

昭和36年(1961) 岡崎市 小型自動車展示会① 昭和37年(1962) 市民提供 福岡中学校前 菜種畑

昭和36年(1961) 岡崎市 小型自動車展示会② 昭和37年(1962) 市民提供 家康行列 オリンピック前

昭和36年(1961) 岡崎市 家康行列 昭和37年(1962) 市民提供 家康行列 万年堂前

昭和36年(1961) 岡崎市 城北中学校開校 昭和37年(1962) 市民提供 路地裏のゴミ箱

昭和36年(1961) 岡崎市 豪雨による浸水 昭和37年(1962) 市民提供 市内電車廃止③(花電車)

昭和36年(1961) 岡崎市 ぶどう狩り開園式 昭和38年(1963) 岡崎市 岡崎博広告塔

昭和36年(1961) 岡崎市 交通整理コンクール 昭和38年(1963) 岡崎市 岡崎博前売入場券景品抽選会

昭和36年(1961) 岡崎市 籠田公園ローラースケート場① 昭和38年(1963) 岡崎市 岡崎博正門

昭和36年(1961) 岡崎市 籠田公園ローラースケート場② 昭和38年(1963) 岡崎市 岡崎博物産館

昭和36年(1961) 岡崎市 水道週間キャンペーン 昭和38年(1963) 岡崎市 岡崎博電気科学館

昭和36年(1961) 岡崎市 羽根町立体交差 昭和38年(1963) 岡崎市 岡崎博自動車館

昭和36年(1961) 市民提供 東洋レーヨン岡崎工場周辺 昭和38年(1963) 岡崎市 岡崎博全景

昭和36年(1961) 市民提供 砂利採取作業員の休憩所 昭和38年(1963) 岡崎市 岡崎博出口

昭和36年(1961) 市民提供 木造の美矢井橋 昭和38年(1963) 岡崎市 岡崎博会場案内図

昭和36年(1961) 市民提供 渡町の遊水地 昭和38年(1963) 岡崎市 ＮＨＫ全国中継ラジオ体操

昭和36年(1961) 市民提供 牛の種付け 昭和38年(1963) 岡崎市 集団登校

昭和36年(1961) 市民提供 通学風景 昭和38年(1963) 岡崎市 ミス岡崎博による博覧会広報

昭和36年(1961) 市民提供 下山小学校運動会 綱引き 昭和38年(1963) 岡崎市 葵中学校の学級花壇

昭和36年(1961) 市民提供 米作り調整作業① 昭和38年(1963) 岡崎市 国道一号線陸橋

昭和36年(1961) 市民提供 米作り調整作業②地域の作業所 昭和38年(1963) 岡崎市 甲山会館の開設

りぶら映像アーカイブス（静止画編）
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昭和38年(1963) 岡崎市 交通安全教室 昭和45年(1970) 市民提供 東名高速道路岡崎インター付近

昭和38年(1963) 市民提供 家康行列 モダン通 昭和45年(1970) 市民提供 康生の夜景 名鉄観光前

昭和38年(1963) 市民提供 家康行列 伝馬公設2階から 昭和45年頃(1970) 市民提供 六名小学校 木造校舎

昭和38年(1963) 市民提供 甲山のチャイム 昭和40年代(1970頃) 市民提供 矢作神社祭礼①

昭和38年(1963) 市民提供 国道1号線 昭和40年代(1970頃) 市民提供 矢作神社祭礼②

昭和38年(1963) 市民提供 花崗町 杉野屋(石屋) 昭和40年代(1970頃) 市民提供 八剣神社祭礼①

昭和39年(1964) 岡崎市 甲山中学校卒業式 昭和40年代(1970頃) 市民提供 八剣神社祭礼②

昭和39年(1964) 岡崎市 全国チンドマンコンクール 昭和40年代(1970頃) 市民提供 八剣神社祭礼③

昭和39年(1964) 岡崎市 北野廃寺発掘調査 昭和40年代(1970頃) 市民提供 板屋町の屋台

昭和39年(1964) 岡崎市 東名高速道路矢作川橋梁工事 昭和40年代(1970頃) 市民提供 お地蔵さんの縁日

昭和39年(1964) 岡崎市 岡崎警察署完工 昭和40年代(1970頃) 市民提供 石屋町通り

昭和39年(1964) 岡崎市 日本体操祭 昭和40年代(1970頃) 市民提供 川で洗濯

昭和39年(1964) 市民提供 東京オリンピック聖火リレー 昭和40年代(1970頃) 市民提供 棚田の農作業①

昭和39年(1964) 市民提供 東京オリンピック聖火リレー① 昭和40年代(1970頃) 市民提供 棚田の農作業②

昭和39年(1964) 市民提供 東京オリンピック聖火リレー② 昭和40年代(1970頃) 市民提供 矢作川で川遊び

昭和39年(1964) 市民提供 東京オリンピック聖火リレーを迎える美合の生田蛍保存会 昭和40年代(1970頃) 市民提供 矢作川砂利採取

昭和40年(1965) 岡崎市 徳川家康公銅像除幕 昭和40年代(1970頃) 市民提供 渡町付近の堰堤

昭和40年(1965) 岡崎市 図書館に「家康文庫」誕生 昭和40年頃(1960年代) 市民提供 矢作川の家③

昭和40年(1965) 岡崎市 市役所旧庁舎 昭和46年(1971) 岡崎市 鳥ヶ根古墳で人骨・土器など発見

昭和40年(1965) 岡崎市 市役所窓口風景 昭和46年(1971) 岡崎市 完成間近の図書館

昭和40年(1965) 市民提供 払下げられた市内電車の車両 昭和46年(1971) 市民提供 明大寺橋からの岡崎城

昭和40年(1965) 市民提供 第2回おかざきっ子展 昭和46年(1971) 市民提供 乙川貸しボート

昭和41年(1966) 岡崎市 消防出初式 昭和46年(1971) 市民提供 スカイライン購入

昭和41年(1966) 岡崎市 明代公園に児童館完成 昭和47年(1972) 岡崎市 小美町しじみ放流

昭和41年(1966) 岡崎市 消防署南部出張所の完成 昭和47年(1972) 岡崎市 公害側定風景

昭和41年(1966) 市民提供 甲山のサイレン塔 昭和47年(1972) 市民提供 岡崎公園 子供遊園地

昭和41年(1966) 市民提供 誓願寺より岡崎城を見る 昭和48年(1973) 岡崎市 名鉄挙母線廃止

昭和41年(1966) 市民提供 永田屋肉本店前 昭和48年(1973) 岡崎市 渡橋完成

昭和42年(1967) 岡崎市 第1回市政モニター施設見学会 昭和48年(1973) 岡崎市 緑化センターオープン

昭和43年(1968) 岡崎市 開通した東名高速道路 昭和48年(1973) 市民提供 岡崎公園桜まつりの屋台

昭和43年(1968) 岡崎市 東名高速道路岡崎～小牧間開通 昭和48年(1973) 市民提供 上地第一特定区画整理事業前の田と用水路

昭和43年(1968) 岡崎市 交通安全鼓笛隊パレード 昭和48年(1973) 市民提供 名鉄挙母線大樹寺駅 さようなら電車

昭和43年(1968) 岡崎市 岡崎スポーツガーデンオープン① 昭和48年(1973) 市民提供 名鉄挙母線 矢作川鉄橋

昭和43年(1968) 岡崎市 岡崎スポーツガーデンオープン② 昭和48年(1973) 市民提供 名鉄挙母線廃止後の大樹寺駅

昭和44年(1969) 市民提供 縁側にて談笑する女性たち 昭和49年(1974) 岡崎市 三河黒松庁舎前に移植

昭和45年(1970) 岡崎市 岡多線岡崎～北野桝塚間貨車営業開始 昭和49年(1974) 市民提供 大門の農家

昭和45年(1970) 岡崎市 完成間近の岡崎公園立体駐車場 昭和49年(1974) 市民提供 矢作川で遊ぶ家族

昭和45年(1970) 岡崎市 旧市庁舎取り壊し中 昭和50年(1975) 岡崎市 公害調査センター開所式

りぶら映像アーカイブス（静止画編）
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昭和50年(1975) 岡崎市 桑谷キャンプ場オープン 昭和50年代(1980頃) 市民提供 乙川堤防を走る自転車

昭和50年(1975) 岡崎市 移動図書館みどり号運転開始 昭和50年代(1980頃) 市民提供 明代橋左岸下流より対岸を望む

昭和50年(1975) 市民提供 矢作川のサンドポンプ 昭和50年代(1980頃) 市民提供 乙川頭首工

昭和50年(1975) 市民提供 日名橋下流の乱杭 昭和50年代(1980頃) 市民提供 矢作川堤防からの八帖クリーンセンター

昭和50年(1975) 市民提供 岡崎公園桜まつり 昭和50年代(1980頃) 市民提供 大門水郷公園

昭和50年(1975) 市民提供 豊富小学校運動会 昭和50年代(1980頃) 市民提供 名鉄岡崎公園前駅

昭和51年(1976) 岡崎市 岡多線岡崎～新豊田旅客輸送開始 昭和56年(1981) 岡崎市 篭田公園地下駐車場完成

昭和51年(1976) 市民提供 ハザかけ 昭和56年(1981) 市民提供 矢作川河川敷の乗馬

昭和52年(1977) 市民提供 スズミ 昭和56年(1981) 市民提供 椎茸の原木を運ぶ

昭和53年(1978) 市民提供 宮崎茶収穫 昭和56年(1981) 市民提供 パチンコ赤風車

昭和54年(1979) 市民提供 茅葺屋根の家 昭和56年(1981) 市民提供 備前屋ショーケース

昭和55年(1980) 岡崎市 スポーツガーデンアイス・スケート場に全天候型リンク誕生 昭和56年(1981) 市民提供 甲山会館

昭和55年(1980) 市民提供 矢作川堤防の草すべり 昭和56年(1981) 市民提供 岡崎夏祭り 長持ち練り込み

昭和55年(1980) 市民提供 夏山小学校旧校舎 昭和56年(1981) 市民提供 福岡消防団本部

昭和55年(1980) 市民提供 祭り囃子の稽古 昭和56年(1981) 市民提供 鳥川地区ダム設置反対

昭和55年(1980) 市民提供 炭焼き窯 昭和56年(1981) 市民提供 新築建前 餅投げ

昭和55年(1980) 市民提供 牛による木材のズリ出し 昭和57年(1982) 岡崎市 乙川にホタル放流

昭和55年(1980) 市民提供 須賀神社大祭① 新居野組山車 昭和58年(1983) 岡崎市 岡崎公園北駐車場完成

昭和55年(1980) 市民提供 須賀神社大祭② 神明宮宮入 昭和58年(1983) 岡崎市 上地小学校開校

昭和55年(1980) 市民提供 鮎釣り解禁日（桜井寺町） 昭和58年(1983) 岡崎市 岡崎公園に観光協会の売店が開店

昭和55年(1980) 市民提供 鮎釣り解禁日（淡渕町） 昭和58年(1983) 岡崎市 落ち葉スキー

昭和50年代(1980頃) 市民提供 矢作川河川敷夏休みラジオ体操 昭和59年(1984) 岡崎市 五万石みこし

昭和50年代(1980頃) 市民提供 矢作川河川敷の凧揚げ大会 昭和60年(1985) 岡崎市 北野町小学校開校

昭和50年代(1980頃) 市民提供 矢作川河川敷のモトクロスバイク① 昭和60年(1985) 岡崎市 図書館に新しいコンピュータシステム導入

昭和50年代(1980頃) 市民提供 矢作川河川敷のモトクロスバイク② 昭和60年(1985) 岡崎市 交流都市から贈られたロバの受入式

昭和50年代(1980頃) 市民提供 矢作川河川敷のモトクロスバイク③ 昭和60年(1985) 市民提供 旧矢作橋

昭和50年代(1980頃) 市民提供 乙川河川敷での桜まつり剣道大会 昭和60年代(1989頃) 市民提供 妙源寺柳堂

昭和50年代(1980頃) 市民提供 矢作川河川敷の野球① 昭和60年代(1989頃) 市民提供 大衆食堂池田屋

昭和50年代(1980頃) 市民提供 矢作川河川敷の野球② 昭和60年代(1989頃) 市民提供 矢作川河川敷グライダー滑空場

昭和50年代(1980頃) 市民提供 日清紡績戸崎工場① 昭和60年代(1989頃) 市民提供 矢作川河川敷打上げ花火準備

昭和50年代(1980頃) 市民提供 日清紡績戸崎工場② 平成元年(1989) 市民提供 JR岡崎駅(旧駅舎)

昭和50年代(1980頃) 市民提供 籠田公園 平成元年(1989) 市民提供 康生北交差点 名鉄観光

昭和50年代(1980頃) 市民提供 岡崎市郷土館（旧額田郡公会堂） 平成2年(1990) 市民提供 太陽の城

昭和50年代(1980頃) 市民提供 乙川の名鉄名古屋本線鉄橋 平成4年(1992) 市民提供 本宿駅工事中

昭和50年代(1980頃) 市民提供 伊賀川城北町付近の民家 平成5年(1993) 市民提供 籠田公園北西の建物

昭和50年代(1980頃) 市民提供 春の殿橋堤防 平成5年(1993) 市民提供 板屋町の家並み

昭和50年代(1980頃) 市民提供 乙川大平町付近 平成5年(1993) 市民提供 板屋町の飲み屋街

昭和50年代(1980頃) 市民提供 大平橋付近 平成5年頃(1993) 市民提供 ダンスホール双竜
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撮影年 所蔵 タイトル

平成9年(1997) 市民提供 日近の里鯉のぼりあげ①

平成9年(1997) 市民提供 日近の里鯉のぼりあげ②

平成9年頃(1997) 市民提供 矢作川河川敷のアースワーク展①

平成9年頃(1997) 市民提供 矢作川河川敷のアースワーク展②

平成9年(1997) 市民提供 矢作川堤防を走る市民駅伝

平成10年(1998) 市民提供 ヤオジツ酒店①

平成10年頃(1998) 市民提供 ヤオジツ酒店②

平成12年(2000) 市民提供 JR岡崎駅前 清風軒旅館

平成13年(2001) 市民提供 矢作花の塔①

平成13年(2001) 市民提供 矢作花の塔②「おためし」

平成13年(2001) 市民提供 矢作花の塔③「花まつり」

平成13年(2001) 市民提供 岡崎市シビックセンター建設中

平成14年(2002) 市民提供 岡崎グランド劇場

平成15年(2003) 市民提供 御鍬神社 餅投げ準備①

平成15年(2003) 市民提供 御鍬神社 餅投げ準備②

平成17年(2005) 市民提供 のんき横丁からJR岡崎駅を見る

平成22年(2010) 市民提供 太陽の城(近景)

りぶら映像アーカイブス（静止画編）
（321点）
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