
国学者 橘 守部 

 ・橘冬照著『橘守部家集』        ・橘守部筆「君の代に」詠草 

・橘守部筆「〔詠草綴〕」         ・橘守部筆「惜寸陰」詠草 

帆山唯念（花乃舎） 

・帆山唯念画「白露図」      ・帆山唯念画「群鶴図」 

・帆山唯念画「初代森有節像」   ・煙草盆     ・『帆山唯念翁植物図』 

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 
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歴史博物館をのぞいてみよう！  

＜８月の展示品＞  

 

平成 26 年度文化教養講座のお知らせ 

今年度は、「建造物を学ぼう！」をテーマに講演会・現地見学会を開催します。 

第 1 回は「建造物入門」と題して、菅原 洋一氏（三重大学）にご講演いただきます。 

◆日 時：平成 26 年 9 月 20 日（土） 午後 2 時～ 

◆場 所：朝日町教育文化施設 2 階 視聴覚室 ※聴講無料（先着順） 

＜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 

    
八王子祭り         旧朝日村役場（現朝日町資料館） 

【火のついた藁で体を叩き合う】 



   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

 

 みなさま、夏休みを楽しんでいらっしゃいますか？ 

 外で遊ぶのもいいですが、たまには家や図書館で読書をしてみてはいかがでしょうか？ 

 図書館では、たくさん夏の行事を催しているのでぜひ遊びに来てくださいね。 

世代を超えて多くの人々に愛され続けるムーミン。 
今年の８月９日は、ムーミンの原作者トーベ・ヤンソンの 

生誕１００周年記念日です。 
図書館では、ムーミンと故郷である北欧に関する本を集めました。  

     一般書 
      『ムーミン童話の百科事典』 高橋 静男／編集  渡部 翠 /編  講談社 
        ムーミン童話の世界のヒミツがこの一冊に詰まっています。 
        おとなから子どもまで、すべてのムーミンファン必見の事典です。 
 

夏休みどこ行こう？全国の観光パンフレット大集合！！  
“わたしの町の情報コンシェルジュ「旅行」” 

６月１４日（土）～８月３１日（日） 

全国の観光パンフレットを無料配布！ 

三重県観光連盟の方による観光ＰＲ・相談会 
７月２５日（金）10：00～12：00・14：00～16：00 

三重のお勧め観光スポットを聞いてみよう！ 

オバケ退治大作戦！！  
７月２２日（火）～８月３１日（日） 

１０匹のお化けを退治して“オバケハンター”を目指そう！ 

夏休み映画会 
８月２０日（水）１４：００～１５：３０ 

「おまえ うまそうだな」 
朝日町教育文化施設 視聴覚室 

入場料・申込み不要 

児童書 
 『やさしいフィンランド』  
  ピルヨ・ホンカサロ／編 日本・フィンランド文化交流実行委員会  
   ムーミンの故郷北欧・フィンランドのことを調べてみよう。 
  たくさんの写真で観ているだけで楽しくなる一冊！ 



Ａ 

Ｑ 図書館に置いてある本は全て借りられるの？ 

新刊の雑誌や禁帯出の赤いシールが、 
貼ってある本は残念だけど 
借りることができないんだ。 

図書館の中で読むことはできるから 
ぜひ手に取ってみてね。 

 

一般書 
迫り来る日本経済の崩壊／藤巻健史／幻冬舎 

推定脅威／未須本有生／文藝春秋 

野垂れ死にの覚悟／曽野綾子／ベストセラーズ 

透明な迷宮／平野啓一郎／新潮社 

るるぶ大阪'15 ／ＪＴＢパブリッシング 

「膵がん」と言われたら・・・／跡見裕／保健同人社 

子育てハッピーアドバイス 笑顔いっぱい食育の巻／松成容子／１万年堂出版 

トコトンやさしいプラスチック成形の本／横田明／日刊工業新聞社 

猫弁と魔女裁判／大山淳子／講談社 

見てすぐできる! 「貼り方・はがし方」の早引き便利帳／ホームライフ取材班／青春出版社 

地図のない旅／村山由佳／集英社 
 

児童書 
はじめての哲学／竹田青嗣／ＰＨＰ研究所 

親子でわかる! ニッポンの大問題／NHK「週刊ニュース深読み」制作チーム／NHK出版 

恐竜トリケラトプスとカルノタウルス ／黒川みつひろ／小峰書店 

うみの100かいだてのいえ／いわいとしお／偕成社 

漁業国日本を知ろう 北海道の漁業／渡辺一夫 ／ほるぷ出版 

おきゃくさまはルルとララ／あんびるやすこ／岩崎書店 

おひめさまようちえんのアイドル ／のぶみ／えほんの杜 

続・パスワードとホームズ4世 new／松原秀行／講談社 

町家えほん／山口 珠瑛／ＰＨＰ研究所 

忍たま乱太郎 ５９／尼子騒兵衛／ポプラ社 
 



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

９月のカレンダー8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） 

９月２日（火）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。   

 

◎「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 
 

 
 

おはなし会 
８月９日・２３日（土） 

１５：００～１５：３０ 
おはなしの部屋 

赤ちゃんタイム 
８月１３日・２７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。 
 
 

絵本を使わず耳で楽しむ 
特別なおはなし会です 

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 

 

ストーリーテリング 
８月１７日（日） 

１１：００～１１：３０ 

場所：２階視聴覚室 
 腰折れすずめ(日本の昔話) 

カメの笛(ブラジルの昔話) 

はらぺこピエトリン(イタリアの昔話) 
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