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歴史博物館をのぞいてみよう！  

<７月の展示品 > 

東海道 

・「東海道五十三次」（掛川～日本橋）    ・『立場附一 東海道並伊勢路』 

萬古焼コーナー 

・有節萬古 腥臙脂釉菓子器        ・有節萬古 赤絵窓山水花鳥文菓子器 

・有節萬古 灯籠 

－今月の展示品－ 

「東海道五十三次」は、東海道(江戸日本橋～京都三条大橋)にある 53 の宿場の風景を描い

た作品です。作者の歌川広重は、江戸後期の浮世絵師です。「東海道五十三次」をはじめ「木

曽海道六十九次」など、風景画が有名です。 

  

  

「「未未 来来 のの俳俳 人人 たたちち」」   

――朝朝 日日 中中 学学 校校 俳俳 句句 作作 品品 展展 ――   

朝日中学校 3 年生の生徒による、俳句作

品展を開催しています。是非ご来館下さい。 

◆場 所：朝日町教育文化施設 1 階インフォ   

メーションプラザ 

◆期 間：平成 26 年 7 月 20 日（日）迄 

 

 

＜写真パネル展＞ 

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ます。 

本年度は、前半に毎年 8 月 13 日に小向地区で行われる町指定無形文化財の八王子祭

りの様子を、後半に朝日町の昔の写真を紹介します。 

◇期 間：前半…8 月 1 日(金)～17 日(日)／後半…8 月 19 日(火)～31 日(日) 

◇場 所：朝日町教育文化施設１階 インフォメーションプラザ 

 

 
俳句作品展の様子 

    
日本橋 江戸繁盛              箱根 湖水図 



 

赤ちゃんタイム 
 

７月９日（水）・２３日（水） 

１０：００～１２：００ 

 

赤ちゃんタイムは、赤ちゃん連れの利用者にも気兼ねなく 

図書館を利用していただく時間です。 

いつもより、泣き声など気になるかもしれませんが、 

ご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

 

毎月第２・４水曜日に実施中！ 

おはなし会 
 

７月１２日（土）・２６日（土） 

１５：００～１５：３０ 

場所：おはなしの部屋 

   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

 

手作り絵本教室 

じゃばら絵本を作ろう 
 

７月２５日（金） １３:００～１６：００ 

講師：亀山絵本と童話の会 

対象：幼児～一般 

定員：３０名（先着順） 

参加費：１５０円（材料代） 

 

 

 

乳幼児向けおはなし会 
 

７月２３日（水） 

１０：００～（１５～２０分程度） 

場所：おはなしの部屋 

工作教室 

牛乳パックの万華鏡を作ろう 
 

８月５日（火） １３:３０～１５：００ 

講師：図書館職員 

対象：小学校低・中学年 

定員：２０名（先着順） 

参加費：無料 

会場は２階視聴覚室です 

小学校２年生以下のお子様は保護者同伴でお越しください 

申込期間：７月１２日（土）～７月２０日（日） 

申込用紙はあさひライブラリーで配布しています。また、朝日町ＨＰからもダウンロードが可能です 

夏
休
み
の
 

行
事
 

「夏休みどこ行こう？全国の観光パンフレット大集合！！」開催 
  

 図書館では、“わたしの町の情報コンシェルジュ”を目指して、みなさまが求めているであろう情報を収集・提供してい

きたいと考えています。今回は、「旅行」をテーマとして、夏休みの旅行を計画している方々に向けて、８月３１日（日）

まで上記イベントを開催し、全国の観光パンフレットを提供しています。また、三重県観光連盟の方による観光ＰＲ・相

談会も予定しています（日程は図書館にお問い合わせください）。みなさまぜひご利用ください！ 



 

◎「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。 

  一緒に活動して下さる方は、是非図書館カウンターまでお越しください。 

  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。 

  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） 
 

◎「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。 

  詳しくは、図書館のカウンターまでお越しください。 

  活動日・・・奇数月第４水曜日、７・８ヶ月児健康相談日 

一般書 
 

食物アレルギーのすべてがわかる本  海老澤元宏  講談社 

図解でよくわかる農薬のきほん  寺岡徹  誠文堂新光社 

夫婦のルール  三浦朱門  講談社 

メソアメリカを知るための５８章  井上幸孝  明石書店 

くすりの事典  小林輝明  成美堂出版 

わけあり師匠事の顚末  佐藤雅美  講談社 

貘の檻  道尾秀介  新潮社 

デッドエンド  柴田哲孝  双葉社 

 

児童書 
 

なりたい二人  令丈ヒロ子  ＰＨＰ研究所 

てがみぼうやのゆくところ  加藤晶子  講談社 

机の上の仙人  佐藤さとる  ゴブリン書房 

１４歳からわかる生命倫理  雨宮処凛  河出書房新社 

いろいろいろのほん  エルヴェ・テュレ  ポプラ社 

  思い出のマーニー  ジョーン・Ｇ・ロビンソン  岩波書店   



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

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

31

8月のカレンダー７月のカレンダー

◎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） 

７月１日（火）、３１日（木）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。 

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。   

今月の特集 飛行機・空港 

 図書館では８月３１日まで、全国の観光パンフレットを提供しています。さて、今回提供している

地域の中には、飛行機を利用して訪れた方が便利な地域もあります。そこで今月は、飛行機や

空港に関する本を特集しました 

一般書 
「ボーイング７７７機長まるごと体験」  

秋本俊二 ソフトバンククリエイティブ 

 

 多くの人があこがれたことのある、パイロット

の仕事の中身がよくわかります。 

この他にも、様々な本が展示してあります。 

ぜひご覧下さい。 

児童書 
「空港大図鑑」  

ＰＨＰ研究所編  ＰＨＰ研究所 

 

 空港の表側だけでなく、裏側の様

子も詳しく紹介されています 
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