
日本画家 栗田真秀 

・栗田真秀画「天下祈和睦」         ・栗田真秀画「萩鶉図」 

・栗田真秀画「旭松鶴図」          ・栗田真秀画「日本武尊絵」 

・栗田真秀画「朝日之図」 

和本の世界 

・山東京伝作『人間一生胸算用』        ・山東京伝作『笠森娘錦之笈摺』 

・式亭三馬作『日高川清姫物語』        ・柳亭種彦作『偐紫田舎源氏』 

・笠亭仙果抄録『夢想兵衛勘略枕』 

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４月１日発行   第１９７号 

歴史博物館をのぞいてみよう！  

<４月の展示品 > 

 

《文化教養講座》 

3 月 8 日(土)に、平成 25 年度の文化教養講座を開

催しました。「まちの建造物紹介 朝日町資料館から

朝日小学校円形校舎まで」と題して当館学芸員が講

演しました。多くの方々にご参加いただき、ありが

とうございました。 

今年度も「建造物」をテーマに開催する予定です。

後日、ポスターやチラシなどでお知らせ致しますの

で、是非ご参加下さいますよう、よろしくお願いし

ます。 

 

【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） 

（4）文台を譲る 

いよいよ「文台を譲る」ですが、話を進める前に

改めて「文台」とは何かについて簡単に触れておき

ます。 

文台とは、連歌や俳諧などの席で懐紙や短冊を載

せるために用いる小さな机をいいます。しかし、俳

諧・俳句の世界ではただの小さな机ではなく、各会

派の宗匠が代々受け継ぐものとして大変重要なア

イテムの一つなのです。古い結社になりますと、そ

れは十数代と受け継がれ大切にされてきました。 

 

昭和 40 年 5 月 13 日、古松は再び宝水宅を訪問

し、そこで宝水から「知十の文台」を譲り受けます。

『松の栞』昭和 40 年 6 月号では、この事について

特集を組み、詳しく掲載しています。 

古松は、当日について次のように記します。 

大島宝水先生を再び訪う 中村古松 

  本年の一月の或る日、私は長距離電話にて
「先生お元気ですか、五月には再び先生を訪ね
ますから」とお約束した。その五月も私の六十

五回目の誕生日の十三日上京、田園調布に大島
宝水先生を再訪したのである。（中略） 

今回私が上京再訪の希望申出でによって、
先生からも、余も是非会いたいとのこと。私
は喜びたちて満二年目の上京となり、先般の
訪問により勝手知りたる地理、ただちに宝水
先生宅を御訪問したのである。 

先生八十五才の御高齢者とは思いもよらぬ
お元気さ、活気溢るゝ一言一句の御高説に加
えて御懇情厚きおもてなしに時を忘れて、対
座八時間余の長居となり、恐縮の極みであっ
た。 

当日は計らずも先師岡野知十先生御愛用の
遺品「文台」を、先生から私へ御譲り下さる
とのことに驚きもし、恐縮もし、不肖私の資
格者でないことを申述べて固く辞退申したる
も、先生の意図また固く尚先生御一門の御勧
めもあり、御温情もだしがたく不才其の器に
あらぬ身を以て拝領の次第、感激感謝に満ち
言葉なくの有様であった。（以下略） 

 
当日の様子 

 



 ４月６日は、日本城郭協会によって「城の日」と定められ、各地の城で

は天守の無料開放などの様々なイベントなどが行われているそうです。

そこで今月は、城に関する図書を特集しました。 

一般書 
 

「三重の山城ベスト５０を歩く」 
 城の紹介だけでなく、城跡の楽しみ方も詳し

く書かれています 

赤ちゃんタイムについて 
 

 あさひライブラリーでは小さいお子さん連れの利用者に気兼ねなく図書館を利用してい
ただけるよう、第２・第４水曜日の１０時から正午まで『赤ちゃんタイム』を実施しています。

クラシック音楽なども流しますので、いつもと違う図書館の雰囲気を味わってください。また、

この時間はいつもより泣き声やぐずる声が気になるかとは思いますが、他の来館者の方々

にもご理解・ご協力をお願いします。 

 
今月の赤ちゃんタイム実施日 ４月９日（水）・２３日（水） 

 

おはなし会 
 

４月１２日（土）・２６日（土）  

１５：００～１５：３０ 

場所：おはなしの部屋 

絵本を読んでくださる方：がけやま 

子どもの読書週間 
 

 ４月２３日（水）～５月１２日（月）は、こど

もの読書週間です。今年の標語はいつも

いっしょ。本といっしょ。となっています。図

書館では、司書や利用者の方々のお勧め

の本の紹介を行います。 

児童書 
 

「輪切り図鑑 ヨーロッパの城」 
 中世ヨーロッパの城での普段の生活や、戦い

の様子がとてもよく分かります。 

あさひライブラリー 

℡ ０５９－３７７－６１１１ 

この他にもありますので、入口そばの特集コーナーをご覧下さい。 



 

 

 

一般書 
 

『地震と独身』 酒井順子 新潮社 

『立身いたしたく候』 梶よう子 講談社 

『トコトンやさしい軸受の本』 吉武立雄 日刊工業新聞社 

『図解よくわかる地方税のしくみ』 柏木恵 学陽書房 

『トコトンやさしい軸受の本』 吉武立雄 日刊工業新聞社 

『代理処罰』 嶋中潤 光文社  

『知の武装』 手嶋龍一・佐藤優 新潮社 

 『ちょっと心配な健康診断の数値がすぐにわかる本 』 和田高士監修 学研パブリッシング   

『岳飛伝 ８』 北方謙三 集英社 

『その峰の彼方』 笹本稜平 文藝春秋 

 

児童書 
 

『親子で学ぶ はじめての書道』 石飛博光監修 ＮＨＫ出版 

『宇宙の生活大研究』 渡辺勝巳監修 ＰＨＰ研究所 

『なぞなぞフッフッフー』 武田美穂 ほるぷ出版 

『企業内職人図鑑 ３』 こどもくらぶ編 同友館 

『かぜのでんわ』 いもとようこ 金の星社 

『なぞなぞフッフッフー』 武田美穂 ほるぷ出版 

『さようなら、おばあちゃん 』 メラニー・ウォルシュ ほるぷ出版 

『ひそひそ森の妖怪』 富安陽子 理論社 

『ミシンのうた』 こみねゆら 講談社 

 

この他にも様々な本が新しく入っております。新刊コーナーをご覧下さい！ 
 

     ・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。 
 

  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。 
 

お
ね
が
い

 



 

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

5月のカレンダー4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 

学習室開放休館日 

４月１日（火）、４月３０日（水）は、月末整理のため、 
博物館・図書館とも休館いたします。何卒ご了承ください。 

ボランティア募集！！ 
図書館ではボランティアの皆さんが活躍されています  

 

 今回、新たに活動して下さるボランティアの方を募集します。現在活動内容の異なる3つの

グループがあります。子育てに一段落ついて余裕ができた方、新しいことに挑戦してみたい

方、お話を通して子どもの笑顔が見たい方、興味のある方はぜひお問い合わせ下さい。ご連

絡お待ちしています！ 

赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００） 

５・８・１１・２月の
第３日曜日（他にも活動日あり）

乳幼児向けおはなし会
ブックスタート

奇数月第４水曜日
７・８ヶ月児健康相談日

グループ名 活動内容 活動日

がけやま 絵本・紙芝居の読み聞かせ 第２・第４土曜日

ストーリーテリングの会
「フォンターナ」

ストーリーテリング
（おはなしをおぼえて語る）

ぽかぽか絵本

問い合わせ先 あさひライブラリー ０５９－３７７－６１１１ 

クマ司書？からひとこと 
みなさんの読みたい気持ちを大切にします！ 

 

 あさひライブラリーに読みたい本がなかった場合、あきらめてそのまま帰らないで

下さい！貸出中なら「予約」ができますし、図書館にない本でしたら「リクエスト」（購

入、または他の図書館から本を取り寄せます）もできます。気兼ねなくカウンターの

職員に声をかけて下さい。どちらの場合も、本が貸出可能になりましたら、こちらか

ら電話連絡いたします（リクエストの場合、ごくまれに取り寄せるための送料を頂くこ

とや、どうしてもご希望に添えない場合もあります。ご了承ください）。 

わたしはどこに

いるでしょう？

探してみてくだ

さい。 
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