
多くの方々に

ご来館いただ

き、誠にありが

とうございま

した。

展示会の風景 

≪１２月の展示品≫ 

 

企画展無事終了しました！ 

11 月 2 日(土)～12 月 1 日(日)にかけて、町

制 65 周年記念企画展「時を越え、まちを越え、

ここに集結！朝日みりょく発見！伊勢の地に

集う 朝日交流展」を開催しました。 

現在、町村名に「朝日」を掲げる 4 自治体そ

れぞれの、歴史・文化を知っていただく良い機

会となりました。 

本企画展が、今後 4 町村の交流を促進する良

いきっかけになればと期待します。

 

・鶴澤探鯨画「鳴鶴図」          ・鶴澤探鯨画「花鳥図」 

・鶴澤探鯨画「東方朔図」         ・鶴澤探鯨画「寿老人図」 

・鶴澤探鯨画「布袋童子図」 

・竹内栖鳳筆 水谷尚仙宛「賞 精励」   ・水谷立仙画「雀図」 

・水谷立仙画「芍薬図」          ・水谷立仙画「梨に雀図」 

・有節萬古 木型造桜花紅葉文急須     ・有節萬古使用木型 
・有節萬古 腥臙脂釉鳳凰文蓋物 

講 師：星野 利幸 氏（三重県総合博物館学芸員） 
日 時：令和元年 12 月 14 日（土）午後 2 時～ 
場 所：教育文化施設 2 階視聴覚室 

※聴講無料・事前申込み不要・先着順（来場者多数の場合、入場制限をさせていただ

く場合がありますのでご了承ください。） 



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

令和２年１月２５日(土)

絵本作家 飯野和好さんが

朝日町にやって来る！



書名 著者名 出版社 分野

皇居の歩き方 最後の秘境 竹内 正浩 小学館 案内記

るるぶ兵庫’２０ 神戸 姫路 但馬 JTBパブリッシング 旅行

トコトンやさしい建築材料の本 大垣 賀津雄 日刊工業新聞社 建築

知っておきたい日本の古典芸能 歌舞伎 瀧口 雅仁 丸善出版 伝統芸能

知っておきたい日本の古典芸能 忠臣蔵 瀧口 雅仁 丸善出版 伝統芸能

知っておきたい日本の古典芸能 講談 瀧口 雅仁 丸善出版 伝統芸能

知っておきたい日本の古典芸能 落語 瀧口 雅仁 丸善出版 伝統芸能

知っておきたい日本の古典芸能 浪曲・怪談 瀧口 雅仁 丸善出版 伝統芸能

いもうと 赤川 次郎 新潮社 小説

気象キャラクター図鑑 天気のヒミツがめちゃくちゃわかる！ 筆保 弘徳 日本図書センター 理科

南河国物語 暴走少女、国をすくう？の巻 濱野 京子 静山社 小説

図書館のふしぎな時間 たしろ ちさと 玉川大学出版部 絵本

ミライノイチニチ コマツ シンヤ あかね書房 絵本

おうさまのこどもたち 三浦 太郎 偕成社 絵本

おしょうがつバス 藤本 ともひこ 鈴木出版 絵本

しろいしろいころわん 黒井 健 ひさかたチャイルド 絵本

どこ？ パーティーのさがしもの 山形 明美 講談社 絵本

児
童
書

一
般
書

早いもので今年も残り一か月をきりました。寒い日が続きますが、

元気に新しい年を迎えたいですね。そこで、今月は寒い毎日を暖か

く過ごしてもらうための本を集めました。ぜひ、図書館まで借りに来

てください。



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

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

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

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

29 30 31 26 27 28 29 30 31

1月のカレンダー12月のカレンダー

◎土・日曜日・冬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

休館日 学習室開放日 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。

「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（他にも活動あり）

１２月３日(火)、１２月２７日(金)は館内整理日のため、１２月２８日（土）～１月４日（土）は年末年始の
ため、図書館、博物館ともに休館いたします。１２月４日(水)～１２月６日(金)は企画展撤収作業のた
め、博物館のみ休館いたします。何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願いします。

ストーリーテリングの会

「フォンターナ」

ボランティア募集のお知らせ
お気軽に図書館へお問い合わせください★

「がけやま」では図書館で絵本の読み聞かせを行っています。

活動日：第２・第４土曜日
がけやま

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：７・８ヶ月児健康相談日、乳幼児向けおはなし会（２０１９年：１２月１１日（水）、

２０２０年：偶数月の第４水曜日）

令和元年１２月２７日(金)～令和２年１月４日（土)
上記期間中、図書館、博物館は休館いたします。ご不便をおかけいたしますが、ご了承

ください。来年も図書館、博物館ともによろしくお願いいたします。
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