
ことば遊び  

・橘守部筆『仮字提要』   ・『古今和歌集』    ・「宝船」 

・『草庵和歌集類題』     ・『鶉衣』       ・『東海道名所図会』 

・『新拾遺和歌集』      ・『地口絵合』     ・朱楽菅江筆「あたゝかに」 

・『拾遺和歌集』      ・『小倉百人一首』   ・『和漢朗詠集』 

・『千紅萬紫』 

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 
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歴史博物館をのぞいてみよう！  
<８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） 

一方、宝水はこの時の事を次のように語ります。 

 三十年間の俳談  （東京都） 大島宝水 

「三十年間の俳談」なんて題を付けると、読者或はさぞ沢山の俳話でも盛り込んであるのかと思ふかも知れない
が、豈図らんやそれが一向無いんだから汗顔の至りです。 

然しそれというのが、畢竟斯ういう訳なんだから止むを得ないでしょう。 

実は此の「松廼栞」の主宰者「中村古松先生」がどういふ風の吹き廻はしか、私の如きケチな俳人を、どうでし
ょう三十年も長年月、心に掛けて探して居て下さったのです。私としては感謝せずには居られないじゃありません
か。 

それを又有難いじゃありませんか、元俳壇の大家である「松本翠影先生」が友達は持つべきものですね。（中略） 

そこで「古松先生」が「平川美喜代女史」を案内者として態々拙宅を三十年振りに訪問して下さったいわば「古
松・宝水対面始末記」とでもいう頗るツマらない記録なんですからがっかりしないで下さい。（中略） 

…未だ一面識もない人達の対面だから始末が悪い。 

と前置きし、続いてこの時の気持ちを即興の句にして、その解説をします。 

平平平 成成成 222 555 年年年 度度度 企企企 画画画 展展展    

「「「俳俳俳文文文学学学ののの世世世界界界」」」展展展    

開開開 催催催 ののの おおお 知知知 ららら せせせ    

本展示会では、江戸文化の一つ「俳

諧」について、その歴史的背景や楽し

み方などを展示解説します。 

◆会 期：平成 25 年 9 月 14 日（土）

～10 月 13 日（日） 

※休館日：9 月 16 日（月・祝）、23 日（月・祝）、

30 日（月）、10 月 1 日（火・月末整理日）、7 日（月） 

◆会 場：朝日町歴史博物館展示室 

◆入館料：無料 

「「八八王王子子祭祭 」」パパネネルル展展   
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。 

◇期 間：8 月 1 日（木）～18 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 

 



 今年の夏は、気象庁から気温は全国的に平年並みか高いと予想され、またＮＡＳＡからも、 

伊東家の食卓 裏ワザ大全集 
お化け屋敷で科学する！ 
京都物語 
日本のうちわ 涼と美の歴史 
しばわんこの和のこころ 
今日からはじめる超快眠術 
避暑地の野花 
お家でいただく、ごちそうかき氷 
脱電生活 電気を使わず楽しく暮らそ 
家族で着れる じんべい＆ゆかた 
育てて楽しむ はじめての緑のカーテン 
雑貨十二か月 
姑獲鳥の夏 
ひとりで夜読むな 
六人目の少女 

 
 

みぢかなぎもん図鑑 ８月 

こども怪談新聞 学校編 

雪にあこがれて南極へ 

夏をたのしく 

アジア、アフリカの家 

日本の妖怪百科２ 水の妖怪 

健康をささえる環境 
エコジローの環境探偵団 

アイスクリームの絵本 

徒然草 

ブルッとこわい おばけの話 

サマータイム 

みずまき 

ばばばあちゃんのアイスパーティ 

血を呼ぶ絵 

 図書館では、そんな暑い夏を乗り切るため、「   」をテーマにした本を集めました。 

 
２０１３年の世界の平均気温が２０１０年の過去最高記録を破る可能性が高いとの発表がありました。 



なぜあなたは食べ過ぎてしまうのか／岡嵜順子／講談社 

ＬＩＮＥ＠公式ガイド／トライバルメディアハウス／インプレスジャパン 

高校入試 ／湊かなえ／角川書店 

教場／長岡弘樹／小学館 

月下上海／山口恵以子／文藝春秋 

流転の魔女 ／楊逸／文藝春秋 

ひんやり氷の本／前野紀一／池田書店 

泣き童子／宮部みゆき／文藝春秋 

そんなに、変わった？ ／酒井順子／講談社 

ルポ産ませない社会 ／小林美希／河出書房新社 

金継ぎをたのしむ／黒田雪子／平凡社 

数えずの井戸／京極夏彦／中央公論新社 

記憶の海／村山由佳／集英社 

アメリカ南部の家庭料理／アンダーソン夏代／アノニマ・スタジオ 

少年口伝隊一九四五／井上ひさし／講談社 
ミラクルうまいさんと夏 ８月のおはなし ／令丈ヒロ子／講談社 

あーん ／下田昌克／クレヨンハウス 
ぼくはここにいる／ピーター・レイノルズ／小峰書店 
あたまがふくしまちゃん／のぶみ／ＴＯブックス 

いました／五味太郎／ブロンズ新社 

ならびました／五味太郎／ブロンズ新社 

水木少年とのんのんばあの地獄めぐり ／水木しげる／マガジンハウス 
わすれないよいつまでも ／ジョアナ・ヤードリー／晶文社 
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30

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 

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。   
 

９月３日（火）は、８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。 

 
８月１８日（日）  １１：００～１１：３

０ 
場所：２階視聴覚室 

（申し込み不要・入場無料） 
～おはなし～ 

『きつねと熊』（日本の昔話） 
『五本のゆびさん』（ドイツの昔話） 

『ねずみ経』（日本の昔話） 

『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 
場所：２階視聴覚室 

（申し込み不要・入場無料） 

８月２１日（水）１３時～１５時 
場所：２階視聴覚室 

定員：２０名（先着順） 
申込期間：８月６日（火）～１６日（金） 

 
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 

８月１０日（土）・２４日（土） 
 １５時～１５時３０分 
場所：おはなしの部屋 
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