
 

・栗田真秀画「東下り図」        ・栗田真秀画「天宇受売命図」 

・栗田真秀画「韓信股くぐり図」      ・栗田真秀画「二神降臨図」 

 

・「卯歳石割算用帳」           ・「午歳石割算用帳」 

・「御巡見ニ付取調書上帳」 

・「御分間 御絵図 御用 村方明細書上帳」 

・「再築直諸願控」            ・「陶器竈諸願書控帳」 

・「御用諸願書控」                       ・「御触書之写 小前連印帳」 

 

・古萬古 色絵瓢形仙盞瓶 ・古萬古 赤絵見込青磁茶碗 ・古萬古 青磁雪輪盃台 

朝日町歴史博物館デジタルミュージアムでは、博物館の所蔵資料や 

朝日町の文化財を検索したり、詳細データや画像を閲覧することがで 

きます。調べものや勉強、ちょっとした暇つぶし等々、ぜひ色々な場 

面でご活用ください！【アドレス】http://asahitown-museum.com/ 

 

 
 

 

 

 

「みえ森と緑の県民税」を

活用し、三重県産の杉を使

用した資料館の棚を新設し

ました。棚を設置したこと

により、個々の展示資料を

見やすくすることが出来ま

した。

 

 

 今月展示する「御用諸願書控」の中には、天保 17

年11月に小向村で起こった強盗事件の報告が記され

ています。 

資料によれば、事件が起こったのは 11月 8日の八

ツ頃（深夜 2時頃）。盗人二人組がたばこ屋利助宅に

侵入し、タンスにあったお金などを奪おうとしまし

た。それに気づいた家主の利助が「何もの哉！」と声

をかけると、盗人は脇差を抜いて利助に襲い掛かりま

す。利助はなんとか隣家へ助けを求めますが、その間

に盗人は逃走。村中の人で追いかけましたが、結局取

り逃がしてしまいました。 

こうした村内の事件を代官所 

へ報告するのも庄屋など村役人 

の仕事の一つでした。 

ＱＲコードで 

かんたんアクセス♪ 

 



上映会 

「死にゆく妻との旅路」 
７月１２日（水）  

１０：００～１２：００   

２階視聴覚室 

予約不要・申込不要 

おはなし会 
６月１０日・２４日（土）  

１５：００～１５：３０  

おはなしの部屋 
 

紙芝居や本の読み聞かせを行います。 

子どもだけの参加もOK！ 

   図書館の資料は町民の皆様の貴重な財産です。大切に扱ってください。 

       ・資料を借りるときは必ず貸出手続きを済ませてください。 

          無断持ち出しは絶対にしないで下さい。  

        ・次に読みたい方が待っていますので、返却期限は必ず守ってください。 
        ・資料への書き込みや切り取り等は絶対にしないで下さい。 

        ・資料を紛失・破損または汚損したときは速やかに図書館に届けてください。 
          （状態によっては弁償していただく場合もあります。） 
        ・図書カードはなくさないように大切に保管してください。 
        ・図書カードの貸し借りはしないで下さい。 

お
ね
が
い

 

赤ちゃんタイム 
６月１４日・２８日（水）  

１０：００～１２：００  

あさひライブラリー 
 

赤ちゃんと一緒にお楽しみ下さい。 

夏休み、どこ行こう？ 

全国の観光パンフレット大集合！！ 
６／３（土）～８／３０（水） 

教育文化施設１階ロビー 
 

少し早いですが、夏休みの予定をたててみませんか？ 

今年もあさひライブラリーでは、日本全国の観光パンフレットを配布いたします。 

また、図書館には旅行に役立つ本もおいてありますので、ぜひお立ち寄りください。 

手づくり絵本教室 

「いろいろなかたちの絵本を作ろう」 
７月２１日（金）  

１３：００～１６：００   

２階視聴覚室 

申込期間：７月８日（土）～（定員になり次第締め切り） 

定員：３０名（先着順） 

対象：幼児～一般（小学２年生以下は保護者同伴） 
 

 参加費はまだ未定です。詳細が決まり次第、お知らせ致します。 

 申込用紙も詳細が決まり次第、図書館カウンターにて配布、 

または、朝日町のホームページにて掲載致します。 



書名 著者名 出版社 分野

子どもが育つからだのしつけ 玉木 志保美 ディスカヴァー・トゥエンティワン 医学

ヨチヨチ父 ヨシタケ シンスケ 赤ちゃんとママ社 育児

勝つ！卓球ダブルス上達60のコツ 高山 幸信 メイツ出版 スポーツ

柔道基本と戦術 上水 研一朗 実業之日本社 スポーツ

ポピュリズムとは何か ヤン＝ヴェルナー・ミュラー 岩波書店 社会

最新刑事訴訟法のしくみ 木島 康雄 三修社 法律

世界の郷土菓子 郷土菓子研究社・林 周作 河出書房新社 料理

ブリューゲルの世界 森 洋子 新潮社 芸術

はじめての手作りアロマストーン 平山 りえ 世界文化社 クラフト

紙でつくる、ほんものみたいな花と小物 山崎 ひろみ 日本文芸社 クラフト

はじめてのルアー釣り超入門 西野 弘章 つり人社 釣り

ママがほんとうにしたかったこと エリザベス・イーガン 小学館 小説

黄砂の籠城 上・下 松岡 圭祐 講談社 小説

劇場 又吉 直樹 新潮社 小説

追想の探偵  月村 了衛 双葉社 小説

書名 著者名 出版社 分野

のんびりジュゴン 松橋 利光 アリス館 いきもの

親子で学ぶ！統計学はじめて図鑑 渡辺 美智子 日本図書センター 統計学

よくわかる病院 梶 葉子 PHP研究所 生活

ようこそ！花のレストラン 多田 多恵子 少年写真新聞社 植物

おばあちゃんがこどもだったころ 菅沼 孝浩 岩崎書店 絵本

リサとガスパールとうきょうへいく ゲオルグ・ハレンスレーベン ブロンズ新社 絵本

おいしゃさんがこどもだったとき 丸山 誠司 保育社 絵本

5分後に思わず涙。 桃戸 ハル 学研プラス 小説

♪
♪
♪
児
童
書
♪
♪
♪
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じめじめした季節に入りますが、梅雨が明けたらいよいよ夏です！ 

この季節は衣替えの季節ですが、服だけではなく、 

色々なものも夏に向けて準備していきましょう。 

 みやち ひろひと／へん いしい きよたか／え  

農山漁村文化協会 

       

「家族で着れるじんべい＆ゆかた」 

 今年の夏祭りは、手づくりのゆかたでお出か

けしてみてはいかがでしょうか？ゆかたの他に

もじんべいの作り方も載っていて、こちらも涼し

く夏を過ごすのにぴったりです。まだ夏には時

間がありますので、ぜひ、手づくりの服でこの

夏を過ごしてみてください。 

クライ・ムキ／著  日本ヴォーク社 

       

「アイスクリームの絵本」 

 夏といえばアイスクリーム！お家で作れたら

良いなと思いませんか？この本には、アイスク

リームの作り方が載っています。自分で作った

アイスはおいしさも倍のはず！良かったらチャ

レンジしてみてください。 



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

７月のカレンダー６月のカレンダー

 ６月３０日（金）は月末整理のため、図書館、博物館ともに休館いたします。何卒ご了承ください。 

◎土・日曜日・夏休みは視聴覚室を学習室として開放します。 
   （行事等により利用できない場合もありますのでご了承ください） 
    開放時間：9：00～16：45まで     発行／朝日町教育文化施設   ℡ ０５９－３７７－６１１１ 

学習室開放日 休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００） 

図書館は多くの方が利用する公共の場です。皆さんが気持ちよく利用できるよう 
ご協力下さい。 

 
○図書館内での飲食やガムを噛む等の行為はお断りします。 

○お子様の館内でのおしゃべり、遊びその他の迷惑となる行為については保護者の方からの 
  ご注意をお願いします。 
○図書館内では、他の利用者の読書の妨げになるため携帯電話の使用を禁止します。 
○ゲーム機等の持込使用は禁止します。また、パソコン、電卓等の操作音で他の利用者に 
   迷惑がかからないようにご注意ください。   

Ａ 

Ｑ 夏休みの課題図書はもう借りられますか？ 

 夏休みの課題図書は、もう貸出できるよ。 

 ６月はまだ２週間借りられるけど、７月１日（土）から８

月２７日（日）は貸出期間が１週間になるよ。 

 また、その期間中は、図書の延長不可、取り置き期間

は３開館日（休館日を除く）になるから、気をつけてね。 

 ７月からは、対面朗読室で課題図書を展示するよ。場

所がわからなかったら、カウンターで聞いてね。 

 図書館で絵本の読み聞かせ 

 （おはなし会）を行っています。 

 活動日・・・第２・第４土曜日 

赤ちゃんに読み聞かせをしてい
ただける方を募集しています。 

活動日・・・奇数月第４水曜日、 
    ７・８ヶ月児健康相談日 

 図書館で昔話などを語る活動をし

ています。こどもたちにおはなしの

世界をいっしょに届けてみませんか。 
活動日・・・５・８・１１・２月の 
 第３日曜日（他にも活動日あり） 

活動に興味のある方は、あさひライブラリーまでお問い合わせください。 

ボランティア募集中 


