
日本画家  水谷立仙  

・「山水図」  ・「雪中山水図」    ・「東下り図」  ・「お多福図」 

・「寒念仏図」 ・「大黒と恵比寿之図」 ・「引き舟図」 

和本の世界  

・『伊勢太神宮参詣記』         ・『伊勢参宮按内記』 

・『伊勢路のしるへ』          ・『伊勢参宮名所図会』 

萬古焼コーナー  

・有節萬古 松竹梅文重箱   ・有節萬古 青磁薄端花生   ・煙草盆 

平成２５年７月１日発行   第１８８号 

歴史博物館をのぞいてみよう！  
<７月の展示品 > 

「「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：～7 月 21 日（日）迄 

 

【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） 

（3）初対面 

実はこの時まだ、二人は直接顔を合わせていません。二人がはじめて顔を合わせるのは、「俳人交流」

が『松の栞』に掲載されてから、約 9 ヵ月後の昭和 38 年 5 月 22 日です。その時の様子を、古松は次

のように語っています（昭和 38 年 6 月号）。 

大島宝水先生を訪う 

五月二十二日、私は東京田園調布に大島宝水先生を訪問した。勿論初対面である。私が先生を訪問するこ
とになったのは大略左の理由？があった。…（中略）… 

私が上京御挨拶申述べたい旨の申出でによって先生からも、余も是非会いたい。余は老齢でもあり外出は
無理だから田園調布へ出かけて来て呉れ、尚今回は三十年振りの初対面だから雑音無くの対座にての旨あり、
…（中略）…五月二十二日名古屋発早朝の特急「おゝとり」にて上京、途次、横浜にて下車案内役の平川美
喜代さんの出迎えをうけて、…（中略）…宝水先生宅を御訪問したのである。 

対座約五時間、八十三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お約束の三時間を、はるかに超過したことは恐縮であった。…（中略）… 

御家族様方の御歓待と御見送りに惜しき別れを名残りとして先生宅を辞去。…（中略）…次いで東京駅へ
平川さんとお嬢さんとの御見送りをうけて即日夜行「大和」にて無事、町屋川畔へ帰居した次第である。… 

 念願の対面を果たした古松は、余程嬉しかったと見え、時間を忘れて話し込んでしまったようです。 

 

「「八八王王子子祭祭 」」パパネネルル展展をを開開催催ししまますす。。   

毎年 8 月 13 日に小向地区で行われている町指定無形文化財である八王子祭を写真パ

ネルにてご紹介します。この祭礼は江戸時代から続くとされ、藁に火をつけての叩き合

いが見所です。 

◇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：8 月 1 日（木）～18 日（日） 



  もっと手紙を書きましょうということで、「ふみ」と「２３」を語呂合わせして、毎月２３日
は、「ふみの日」となっています。特に７月の別名が「文月」であることから、７月２３日は
「文月ふみの日」として制定されています。そこで今月は、手紙が重要な鍵を握る小説
や、文学者などが実際に書いた手紙を集めた本を特集しました。 

 
ファンレター 

エミリーへの手紙 
恋文の技術 
往復書簡 

父からの手紙 
ハルとナツ 届かなかった手紙 
神様とお話しした１２通の手紙 

Ｌｏｖｅ  Ｌｅｔｔｅｒ 
別れた夫への手紙 
届かなかった手紙 
メビウス・レター 
トルーマン・レター 

爆笑問題が読む龍馬からの手紙 

司馬遼太郎 アジアへの手紙 

山頭火の手紙 
石川啄木の手紙 
ランボオの手紙 

ラストレター 「1リットルの涙」亜也の５８通の手紙 
 

 

魔女スピカからの手紙 

マリアからの手紙 

ママにはないしょのラブレター！！ 

ラブレターはわたしのもの！？ 

月からきたラブレター 

ラブレター大作戦 

過去からの手紙 

山からの手紙 

みけねこミケジローのなぞなぞめいわく手紙 

おしゃべりな手紙たち 

エドウィナからの手紙 

最後の手紙 

父さんの手紙はぜんぶおぼえた 



   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。 
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新着図書 

一般書 
 

シンガポールを知るための６５章 田村慶子 明石書店 
マダガスカルを知るための６２章 飯田卓 明石書店 

ネット選挙 西田亮介 東洋経済新報社 
老いの不安がなくなる４５のヒント 羽成幸子 清流出版 

おもてなし接客術 井川今日子 同文舘出版 
向き合う仕事 大越健介 朝日新聞出版 

家族写真 荻原浩 講談社 
ときぐすり 畠中恵 文藝春秋 

     

児童書 
 

七月七日はまほうの夜 石井睦美 講談社 
かあちゃん取扱説明書 いとうみく 童心社 
しあわせなら名探偵 杉山亮 偕成社 

チャーメインと魔法の家 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 徳間書店 
旅の絵本８ 安野光雅 福音館書店 
きょうのえほん いもとようこ 金の星社 

グレゴール・メンデル ジョス・Ａ・スミス ＢＬ出版 
ふしぎなボジャビのき ピート・フロブラー 光村教育図書 

  



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

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

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

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

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

7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 

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。   
 

手作り絵本教室 
いろいろなかたちの絵本を作ろう 

 
7月26日（金）13時～16時 
2階視聴覚室にて開催 
定員：30名（先着順） 

申込期間：7月13日（土）～7月21日（日） 
 

申込書はあさひライブラリーのカウンター 

または朝日町のＨＰで配布しています 

おはなし会 
 

7月13日（土）・27日（土） 15時～15時30分 
おはなしの部屋にて開催 

 

７月２日（火）は、６月分の月末整理のため、７月３１日（水）は７月分の月末整理の
ため、博物館・図書館とも休館致します。何卒ご了承ください。 

乳幼児向け 
おはなしかい 

 
7月24日（水）10時～（20分程度） 

おはなしの部屋にて開催 

夏休み映画会 
「小さい潜水艦に恋をした 
でかすぎるクジラの話」 

 
8月9日（金）14時～14時45分 

2階視聴覚室にて開催 
申し込み不要・入場無料 
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