
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２月１日発行   第１９５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
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◇会 期：平成 26 年 2 月 16 日（日）迄 

◇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ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

<２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）

さらに、宝水の家族の証言も確認することができます。古松の蔵書（あさひライブラリー

所蔵）の中に、宝水の句集『鶴』（昭和 46 年 12 月刊）があります。宝水は生前自らの句集を

編むことはありませんでした。しかし、遺族の方が遺品を整理した際多くの短冊が出てきた

ことから、それらを中心に編まれたのが本書です。その「あとがき」には、次の文章があり

ます。 

戦後俳句は遠い昔のものとなって居りました父に、突然中村古松先生との御交際が十
年前から始まりました。古松先生は三重県町屋にお住ひで俳誌「松の栞」の主幹でいら
っしゃいます。長年父を探して居られ、松本翠影先生の御紹介で父の住所田園調布を教
へられたようでございます。その時から人と人との繫りの不思議さ、縁の深さを聞かさ
れました。それからの父は俳句の世界に呼戻され、松の栞に「明治俳壇の展望」を書く
気力を与へられました。（以下略） 

宝水が古松の訪問を大変喜んでいたことは間違いないようです。 

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ています。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 2 月 23 日(日)迄 

 

重要文化財 山田寺出土軒瓦【奈良文化財研究所提供】 



遠景のロシア 歴史と民俗の旅 
現代ロシアを知るための６０章 
ロシアとどう付き合うか 
マンモスへの旅 
亡命ロシア料理 

食べたい知りたい世界の味 
夢みる権利 

ラフマニノフ その作品と生涯 

２５０語でできるやさしいロシア会話 
アンナ・カレーニナ （上・中・下） 

世界の国ぐにの歴史４ ロシア 
世界各地のくらし１５ ロシアのくらし 

世界の食生活５ ソビエト 
世界どうぶつ家族１０ 北極・南極 

世界の超特急 
みんなで守ろう世界の文化・自然遺産２ アジア２・ヨーロッパ１ 

イワンの馬鹿 
新訳 チェブラーシュカ 
子どもに語るロシアの昔話 

マーシャとくま 

  暦のうえでは春でも、寒さが一番厳しい季節ですが、みなさんいかがお過ごしですか？ 

関する本を集めました。 

 
  図書館では、                   をテーマに開催国であるロシア、およびオリンピックに 

ビジュアル博物館79 オリンピック 
オリンピック・トリビア！ 

パラリンピックがくれた贈り物 
銀盤のトレース 

オリンピックの身代金 

もののはじまりシリーズ１０ マラソンのはじまり 
世界が注目！凄ワザ大国ニッポン③ 文化とスポーツ 

オリンピックがよくわかる２ 現代のオリンピック 
みんなで楽しむ！障害者スポーツ② 

オリンピックの大常識 

      2月7日～23日にソチオリンピックが、3月7日～16日までソチパラリンピックが開催されます。 



ゾウと旅した戦争の冬／マイケル モーパーゴ／徳間書店 
ほんとうの おにごっこ／堀内 誠一／小峰書店 
ダイアナ／東園子／集英社 
スーパーくるまいす／タナカ  ヒロシ／ベースボール・マガジン社 
かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ／原 ゆたか／ポプラ社 
やまのすもうだ！ はっけよい！／しばはら ち／鈴木出版 

まてまて ももんちゃん／とよたかずひこ／童心社 
おうちでんしゃはっしゃしまーす／間瀬 なおかた／ひさかたチャイルド 
なんのにおい ふゆ／永井 郁子／絵本塾出版 
おばけのケーキ屋さん／SAKAE ／マイクロマガジン社 
きみにもあるいじめをとめる力／フィリス・カウフマン・グッドスタイン／大月書店 
はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで ４／こどもくらぶ／岩崎書店 
 

   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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一般書 

下町ボブスレー／細貝淳一／朝日新聞出版 

始める！スノーシュー／石丸哲也／山と渓谷社 

図説 アレクサンドロス大王／森谷公俊／河出書房新社 

図解 最新 知的財産権の法律と手続きがわかる事典／渡辺弘司／三修社 

新編日本古典文学全集４１将門記・陸奥話記・保元物語・平治物語／柳瀬 喜代志／小学館 

中国複合汚染の正体／福島香織／扶桑社 

間違いだらけのクルマ選び ２０１４年版／徳大寺有恒 ／草思社 

浅田真央 夢の軌跡／新書館 

爛／瀬戸内寂聴／新潮社 

王様ゲーム  再生９．２４／金沢伸明／双葉社 

ペテロの葬列／宮部みゆき／集英社 

雨の底 慶次郎縁側日記／北原 亞以子／新潮社 

宝の山 商い同心お調べ帖／梶よう子／実業之日本社 

鴨川食堂／柏井 壽／小学館 

児童書 



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

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

30 31

3月のカレンダー2月のカレンダー

◎土・日曜日、春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。   

  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。何卒ご了承ください。 

 『「ふれあいの里」だより 第194号』に掲載されていた休館日について、

誤った表記がございましたので、訂正してお詫び申し上げます。 

 ・誤： ２月１１日 開館 ・正： ２月１１日 休館  

                    ※その他の休館日は変更ありません。 

 

   「がけやま」では、図書館で本の 
読み聞かせ（おはなし会）を行っています。 

一緒に活動して下さる方は 
ぜひ図書館のカウンターまでお越し下さい。 

 
 

今回のおはなし 

 
2月16日（日）11：00～11：30 

２階視聴覚室にて開催 

 
 

雌牛のブーコラ(アイスランドの昔話) 
ゆきんこ(ロシアの昔話) 

おおかみと七ひきの子やぎ(グリムの昔話) 
２月８日・22日（土） 
１５：００～１５：３０ 

場所：おはなしの部屋 
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