
不老会主宰  中村古松  

・大島宝水著『鶴』 ・俳誌『松の栞』 ・大島宝水「薫風や」葉書 ・『郷土風報』 

・大島宝水「暫らくは」短冊 ・大島宝水「三十年」短冊 ・知十の文台、文台譲り証 

・大島宝水著「明治俳壇の展望」原稿 ・大島宝水「俳壇の」短冊  

和本の世界  

・都賀庭鐘作『繁野話』    ・上田秋成讃 松村景文画 和歌「野山みな」 

・山東京伝作『昔話稲妻表紙』 ・曲亭馬琴作『椿説弓張月』 ・曲亭馬琴作『南総里見八犬伝』 

萬古焼コーナー  

・古萬古 青磁雪輪盃台 ・有節萬古 色絵草花文台付菓子器 ・有節萬古 雪輪赤絵菓子器 

平成２６年１月１日発行   第１９４号 

歴史博物館をのぞいてみよう！  

朝日町町制 60 周年記念企画展  

朝日の名づけ親  館
たち
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◇会 期：平成 26 年 1 月 18 日（土） 

～2 月 16 日（日） 

◇会 場：朝日町歴史博物館 展示室 

入館無料  

朝日町の名前の由来となった天武天皇

の朝日望拝故事などをご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

<１月の展示品 > 

 

【博物館あれこれ】大島宝水と古松－出会いから「文台」を譲るまで－（つづき） 

当日は、同席者が幾人かいます。古松の案内役としても登場

する「平川美喜代女史」もその一人で、宝水の様子を語った文

章があります（昭和 38 年 7 月号）。 

  大島宝水先生と古松先生 （東京都）平川美喜代 

  …（中略）… 

宝水先生の御言葉の一例をあげると、 

 「古松さん、あんたは実にえらいよ、とにかくどんな迫害（戦
時下の）悪条件の中にあっても四十幾年来つらぬき通した、
信念、努力には全く頭が下る！。私に云わすれば虚子より、
はるかにえらいよ！。有名な彼にして、俳道に徹し切れず、
途中挫折して他を志望しそれも駄目として、又俳句人に、ま
いもどった人、つまり此の道に信念がもてなくてはなれて行

きながら又元へもどった人だ。…とに角信念を持って、長年
月やり通すと云うことは、仲々そう誰にでも出来ることでは
ない。…又僕が子規を論じ、虚子を云々するからには、やは
りそれだけの根拠となるもの、間違ってないと云う信念、体
験から、かち得た、確信のもとに論じている。このことを、
もし誰かが反論して来たとしても、僕にははっきりと、事実
を裏付ける資料が、この通りちゃんと揃っている。－つまり
真実！であるからだ。真実のないところに信念は、あり得な
い！又此の信念にもとずくところの勇気ある実行力だ！。 

  古松さん、僕はあんたのその実行力に敬意を表する！。ど
うぞ生命のある限り、つゞけてほしい！。僕も、まだまだ死
にたくなくなって来た…」（以下略） 

朝日小学校 6 年生俳句作品展 

朝日小学校 6 年生の児童による俳句作品展を展示します。是非ご来館下さい。 

◆場 所：教育文化施設 1 階インフォメーションプラザ 

◆期 間：平成 26 年 1 月 21 日(火)～2 月 23 日(日) 

 
館通因著『西東日記』（四日市市立博物館寄託資料） 



 皆様あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 

 さて、今月は新年ということで今年の干支であり、人間とともに様々な場面で活躍してき

た馬に関する本を集めてみました。 

一般書 
 

ビジュアル博物館３３ 馬 

チベットを馬で行く 

どさんこ 

優駿 上巻 

優駿 下巻 

これからはじめる人のための楽しい乗馬ビジュアルテキスト 

日本馬事文化の源流 

馬の表情 

馬を描く 

 幻の犬、幻の馬を求めて 

不屈 

敵手 

告解 

心に残る名馬たち 

世界の種牡馬 

競走馬にかかわる仕事 

児童書 
 

野生ウマの生活 

 ウマの絵本 

スーホの白い馬 

北の馬と南の馬 

こぶの小馬 

黒馬物語 

こころ飛ぶ、いのち駆ける。 

名馬シルバー・ブレイズ号 

シャーロットとしろいうま 

なくな！ツルイワカタケ 

小さな青い馬 

ほーら、大きくなったでしょ こうま 

ルシールはうま 

くろうまブランキー 



   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。 
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新  着  図  書 
 

一般書 
 

世界をひとりで歩いてみた／眞鍋 かをり／祥伝社 

下半身に筋肉をつけると「太らない」「疲れない」／中野 ジェームズ修一／大和書房 

虹の見えた日／澤田 ふじ子／幻冬舎 

図書館の魔女 上／高田 大介／講談社 

図書館の魔女 下／高田 大介／講談社 

神様の値段／似鳥 鶏／河出書房新社 

花のベッドでひるねして／よしもと ばなな／毎日新聞社 

インフェルノ 上／ダン・ブラウン／KADOKAWA 

インフェルノ 下／ダン・ブラウン／KADOKAWA 

 

 

児童書 
 

世界の海賊大図鑑 ３／森村 宗冬／ミネルヴァ書房 

ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。／マララ・ユスフザイ／ポプラ社 

はたらく車のしくみ・はららき・できるまで ３／こどもくらぶ編・著／岩崎書店 

江戸のお店屋さん／藤川 智子／ほるぷ出版 

なんてだじゃれなお正月／石崎 洋司／講談社 

ペンギンとざんたい／斉藤 洋／講談社 

だれもしらないヒーロー／あべ 弘士／講談社 

たったひとりのともだち／いもと ようこ／金の星社 

はしれディーゼルきかんしゃデーデ／鈴木 まもる／童心社 



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28

2月のカレンダー１月のカレンダー

◎土・日曜日、冬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 

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。   

  １月１日（水）～１月４日（土）は年始のため、１月３１日（金）と２月２８日（金）は、月末整理のため、２月２５日（火）はくん蒸

作業のため博物館・図書館とも休館いたします。また、１月１４日（火）～１月１７日（金）は展示会準備のため、２月１８日（火）

～２月２１日（金）は展示会撤去作業のため博物館のみ休館いたします。何卒ご了承ください。 

おはなし会 
 

１月１１日（土）・２５日（土） 

１５：００～１５：３０ 

場所：おはなしの部屋 

乳幼児向けおはなし会 
 

１月２２日（水） 

１０：００～（２０分程度） 

場所：おはなしの部屋 

メンバー募集のお知らせ 
 
 スト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。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。 
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