
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

絵付け体験を行いました！ 

 
 8 月 9 日（木）に「“プチ”芸術家になろう」

と題して絵付け体験教室を開催しました。 
講師にばんこの里会館の石碕さん、石谷さん

を迎え、素焼きのお皿に絵付けをしました。 
参加者からは「絵を描くのが楽しかった。」や

「難しかった」といった感想が寄せられまし

た。焼き上がりがとても楽しみです。  

富士山 

・『東海道名所図会』 ・橘守部筆「詠富士山歌幷短歌」詠草 ・栗田真秀画「富士図」 
・水谷立仙画「東下り図」 ・「野遊の」海野薫波 ・「温泉けむりの」山下淵澄 など 

 橘 守部 信濃の門人たち 

・橘守部著『下蔭集』  ・橘守部著『山彦冊子』  ・橘守部著『鐘の響』 
・「毎春年頭書翰名前大略」・橘冬照編『橘守部家集』 ・橘冬照筆「〔進国歌説序草稿〕」 
・橘守部筆「〔田幡氏碑案文〕」 など 
萬古焼コーナー 

・有節萬古 青磁草花文煎茶器 ・天神萬古 赤絵菊人物文輪花鉢  
・天神萬古 七福神煎茶器揃 

 BANKO300th のウィークエンド企

画に参加します 
 
BANKO300th は萬古焼を始めた沼波

弄山生誕 300 年を記念して、萬古焼陶磁

器振興協同組合連合会が中心となって行

っている事業です。 
9 月 29 日（土）からばんこの里会館で

始まる企画展「萬古焼の粋」では関連事業

として萬古焼に関わる県市町が週末の土

日にイベントを行います。 
朝日町は 12 月 15 日（土）・16 日（日）

の両日、博物館による出張展示「森有節と

木型の紹介」を予定しています。 
  

平成 30 年度企画展のお知らせ 

「再考！萬古焼」 
 
日時：平成 30 年 10 月 27 日（土） 

～11 月 25 日（日） 
本企画展では萬古焼の再興にスポットを

あてます。併せて有節萬古製作資料を紹介し

ます。 

 
有節萬古使用 木型 



１０月５日（金）

１０：００～１１：４０

場所：２階視聴覚室

入場無料・予約不要

９月２６日（水）

１０：００～（２０分程度）

場所：２階視聴覚室

絵本の読み聞かせや

手遊びなどを行います。

おすすめの絵本１００冊が太陽の広場

に大集合！ピクニック気分で絵本を楽し

みましょう！聞かせ屋。けいたろうさん

の絵本ライブも開催！詳しくは折り込み

チラシをご覧ください。

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。

・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ください。

・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ください。

・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ください。

お
ね
が
い

９月１２日・２６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。

９月８日・２２日（土）

１５：００～１５：３０

場所：おはなしの部屋

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!

おうちで眠っているふろしきはありませんか？

ふろしきのアレンジや活用法を学んで上手にeco

ライフを楽しみましょう

９月２１日（金）

１０：００～１１：３０

場所：２階視聴覚室

定員：２０名（先着順）

対象：一般

参加費：無料

持ち物：ふろしき（なければ貸出可）

申込方法：お電話か申込用紙をカウ

ンターへ提出してください。

９月１日（土）から受付開始！

１０月１６日（火）から２６日（金）まで蔵

書点検を行います。それに伴い、図書

館と博物館が休館いたします。ご迷惑

をおかけしますが、よろしくお願いします。洋画・日本語吹替

２０１６年公開作品



書名 著者名 出版社 分野
皮膚の病気 清 佳浩 主婦の友社 医学

虫から死亡推定時刻はわかるのか？ 三枝 聖 築地書館 法医学

トコトンやさしいダムの本 溝渕 利明 日刊工業新聞社 建設

楽器の音色がすぐ聴ける世界の民族楽器図鑑 民音音楽博物館 河出書房新社 音楽

ｅスポーツ論 筧 誠一郎 ゴマブックス ゲーム

ゼロトレ 石村 友見 サンマーク出版 体操

昭和の怪物七つの謎 保坂 正康 講談社 日本史

ふたりぐらし 桜木 紫乃 新潮社 小説

引火点 笹本 稜平 幻冬舎 小説

鏡の背面 篠田 節子 集英社 小説

書名 著者名 出版社 分野

暗号の大研究 伊藤 正史 PHP研究所 暗号

わたしたちの地球環境と天然資源3　土 本間 愼 新日本出版社 環境問題

わたしたちの地球環境と天然資源4　空気 本間 愼 新日本出版社 環境問題

ストローとモールでつくる幾何学オブジェ 日本数学検定協会 日本数学検定協会 工作

こどものための易経 竹村 亞希子 致知出版社 古典文学

ナイスキャッチ！3 横沢 彰 新日本出版社 小説

ローズさん 澤井 美穂 フレーベル館 小説

いいまちがいちゃん のぶみ WAVE出版 絵本

なにはこんでるの？ スズキ サトル ほるぷ出版 絵本

「９１７」と「キュートな」をかけて９月１７日は「キュートな日」です。この日は、作詞・作

曲家の中村泰士さんが提唱されました。そこで今月は「かわいい」本を特集したいと思

います。かわいい動物やお菓子、挿絵の本などを集めました。この機会に、普段手に

取らないジャンルの本にも挑戦してみてはいかがでしょうか。

「世界のかわいい民族衣装」

上羽 陽子／監修 誠文堂新光社

世界にはこんなにかわいい民族衣装があるんだと発

見できます。フルカラーなので、パラパラッとめくるだけ

でもかわいらしい色合いが楽しめます。ぜひ、読んで

みてください。

「あつまれ！全日本ごとうちグルメさん」

おおの こうへい／絵 ふくべ あきひろ／文

ブロンズ新社

シュールでかわいい絵で日本全国のご当地グルメが

紹介されています。三重県はなんのグルメが紹介され

ているのかな？読んで確かめてみよう！



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

10月のカレンダー９月のカレンダー

Ｑ

Ａ

◎土・日曜日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）

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。

詳しくは図書館のカウンターまで

♬「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

読んでた本の返す場所を忘れてし
まったらどうしたらいいですか？

忘れてしまったら図書館の人に渡してください。
元の場所と違うところに返してしまうと、次に読
む人が困ってしまいます。絶対に違う場所には
返さないでね。

１０月２日（火）は９月分の月末整理のため、１０月１６日（火）～２６日（金）は蔵書点検
のため、１０月３１日（水）は１０月分の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。
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