
 

 ・橘守部著『稜威道別』         ・橘守部筆「万葉歌碑草稿」 

 ・橘守部筆「寄巌祝」詠草        ・堀田一知筆「池庵」 

 

 ・曲亭馬琴作、葛飾北斎画『椿説弓張月』   ・柳亭種彦作、葛飾北斎画『霜夜星』 

・葛飾北斎画『北斎画苑』          ・歌川国芳画「誠忠義士伝」 

・笠亭仙果作、歌川国芳画『夢想兵衛勘略枕』 ・歌川国芳画『狂画図式』 など 

 

・有節萬古 色絵草花文水注       ・有節萬古 色絵草花文急須 

・有節萬古 朝鮮写水注 

 

 

 

 
 

 

当施設では、気軽に朝日町の歴史・文化に触れられる機会として、写真パネル展を開

催しています。教育文化施設が「がけやま」と呼ばれていた頃の様子を紹介しています。 

 

 

 
今年度は、「地域を見つめる－祭礼や風習・習慣から－」をテーマに講演会を開催して

います。第 2 回は「桑名の民俗～祭礼を中心に～」と題して、久保田恵友 氏（桑名市総

務部文化課）にご講演いただきます。 

 午後 2 時～午後 3 時 30 分 

  

   

 

 

朝日町小向を発祥とする萬古焼は、三重県内に限らず、秋田県や福島県といった東日本

にも「萬古焼」の名が付く窯場があります。そこで、本展示会では、江戸時代末期から明

治にかけて、東日本で生産された萬古焼を取り上げます。 
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       ・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。  
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おはなし会 
９月１２日・２６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 
 

赤ちゃんタイム 
９月９日・２３日（水） 
１０：００～１２：００ 
赤ちゃんと一緒に 

図書館をお楽しみください。 
※乳幼児向けおはなし会は、 
今月はおやすみです。 

次回は、１１月２５日（水）に開催します。 
 

霜田美津子さんのおはなし会 
１０月７日（水） 

１０：３０～１２：００ 

朝日町教育文化施設２階 視聴覚室 

定員：親子２０組（先着順・参加費無料） 

申込方法：申込用紙に記入し、図書館カウンターへ提出していただくか、お電話でお申込ください。 

申込用紙は、図書館カウンターもしくは、朝日町ホームページからもダウンロードが可能です。 

申込期間：９月１２日（土）～ 

東北を知ろう、 

東北へ行こう！５ 
キャンペーン 

９月２日（水）～９月２３日（水） 
三重県立図書館との連携事業。 

あさひライブラリーでは 

観光パンフレットに加え、 

防災に関するテーマを中心にご紹介！ 

１階エントランスにて開催！！ 

 

絵本から広がる豊かな世界 
講師：小関知子さん 

１０月２日（金） 

１０：００～１２：００ 

朝日町教育文化施設２階 視聴覚室 

定員：３０名（先着順・参加費無料・託児有） 

申込方法：申込用紙に記入し、図書館カウンターへ提出していただくか、お電話でお申込ください。 

申込用紙は、図書館カウンターもしくは、朝日町のホームページからもダウンロードが可能です。 

申込期間：９月１２日（土）～ 

託児申込は９月１９日（土）までにお申込ください。（先着１０名） 

 

上映会 
「お茶漬の味」 

１０月９日（金） 

１０：００～１２：００ 

朝日町教育文化施設２階 視聴覚室 

定員：６０名（先着順） 

参加費無料・予約不要 

大人の方を対象にした映画会です。 

ぜひ、お越し下さい。 



日本の火山図鑑 高橋正樹 誠文堂新光社

連鶴 梶よう子 祥伝社

名画の謎　対決編 中野京子 文藝春秋

撤退戦の研究 半藤一利 青春出版社

武士道ジェネレーション 誉田哲也 文藝春秋

考えない台所 高木ゑみ サンクチュアリ出版

下流老人 藤田孝典 朝日新聞出版

にっぽん全国土偶手帖 譽田亜紀子 世界文化社

青春１８きっぷパーフェクトガイド２０１５－２０１６ 谷崎竜 イカロス出版

こちら脳神経救急病棟 アラン・Ｈ・ロッパー 河出書房新社

栄養の基本がわかる図解事典２０１５ 中村丁次 成美堂出版

これだけ！放射性物質 夏緑 秀和システム

女の子ってなんでできてる？ 小林深雪 講談社

月夜に見参！　くのいち小桜忍法帖１ 斉藤洋 あすなろ書房

びっくりおおかみ 佐々木マキ フレーベル館

本のことがわかる本１　調べよう！文字のはじまりと本の歴史 稲葉茂勝 ミネルヴァ書房

「悩み部」の栄光と、その慢心。　「５分後に意外な結末」シリーズ 麻希一樹 学研教育出版

ママがおばけになっちゃった！ のぶみ 講談社

アンネ・フランク　集英社版・学習まんが　世界の伝記ＮＥＸＴ 大塚信 集英社

ナイチンゲール　集英社版・学習まんが　世界の伝記ＮＥＸＴ 高田早苗 集英社

一般書

児童書

A 

Ｑ 図書館がお休みの日はいつ？ 

月曜日と月末の日が基本的にお休みだよ。 
月末の日が、土・日・月だった場合、次の火曜日になるよ。 
その他にも、臨時休館などもあるから、図書館のカレンダーを

チェックしてね。 
今月から、試行期間として、祝日が開館になるよ。 
ただし、月曜日が祝日の場合はお休みするよ。 

みんな、図書館をもっと利用してね。 



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

10月のカレンダー9月のカレンダー

◎土・日曜日、祝日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） 

９月１日（火）は８月分月末整理のため、９月３０日（水）は９月分の月末整理のため、 
１０月１３日（火）から２３日（金）は蔵書点検のため、博物館・図書館とも休館いたします。何卒ご了承く
ださい。 

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。   

 

「がけやま」 
  「がけやま」では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 

ストーリーテリングの会「フォンターナ」 
  スリーリーテリングの会「フォンターナ」では図書館で昔話などを語る活動をしています。 

  活動日・・・５・８・１１・２月の第３日曜日（他にも活動日あり） 

「ぽかぽか絵本」 
  「ぽかぽか絵本」では、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 
 

 
 

あさひライブラリーでは、９月２日（水）から９月２３日（水）まで、 

『東北を知ろう、東北へ行こう！５キャンペーン』を開催し、東北のパンフレットをはじめ、 

防災に関するテーマも紹介します。それに合わせ、図書館でも防災関連の本を特集しました。 

ぜひ、ご覧ください。 

『にげましょう』 河田惠昭 共同通信社 

もし、地震や津波がきたら、どうしたらいいのかを

大人にはもちろん、子どもにも読みやすく書かれ

ています。いつくるか分からない災害のために、

一度読んでみてください。 

『災害・状況別防災絵事典』 

 山村武彦 ＰＨＰ研究所 

こちらは、実際に災害が起きた場合以外にも、災害

に備えて何を準備したらいいのかが載っています。

この機会に、防災グッズを準備しておきましょう！ 
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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