
朝日町内に大切に保存されてきた古文書を中心に展示・紹

介しています。

会 期：

会 場：朝日町歴史博物館展示室

※入館無料

お願い

来館の際は、新型コロナウイルス感

染症拡大防止対策にご協力ください。

今年度の文化教養講座は、「朝日町の歴史」

をテーマに、これまであまり取り上げられな

かった視点を、ちょっとだけ深掘りした内容

で開催しています。

第 2 回（11 月 21 日(土)）は、「古文書をよみ

とく―江戸時代の朝日―」と題して、当館学芸

員が朝日町内に伝わる古文書から江戸時代の

様子ついて講演いたしました。 

≪１２月の展示品≫ 【12 月 19 日(土)～】 

不老会主宰 中村古松  ・「海へそゝく」中村古松 ・「小謡や」巌谷小波 

歌人 橘道守 ・森寛斎画、橘道守賛「須磨の秋」

萬古焼コーナー  ・有節萬古 赤絵窓山水花鳥文菓子器

橘守部筆嵩明君宛書簡

『大吉天満宮納帳』 

〈令和 2 年度冬季企画展のお知らせ〉
来年は、朝日町出身の日本画家栗田真秀生誕 150 年にあたります。そこで、当館では

栗田真秀の展示会を予定しています。

◆会 期：令和 3 年 1 月 16 日（土）～2 月 14 日（日）

講演会の様子



 

　　

今月のお知らせ

今月の特集『掃除・片づけ』

散らからない仕組み
フクチ マミ／著 中山 真由美／監修 主婦の友社

マンガで分かりやすく、散らからない方法が分かります。

頑張ってキレイにしたお家をきれいに保ちましょう！

すみれちゃんのお片づけ１２カ月
渡辺 ゆき／文 小林 キユウ／写真 岩崎書店

「さあ、片づけをやるぞ！」と思っても、どうやってやろう

か困ったことはありませんか？そう思ったら、この本を

読んでみてね。



図書館の新型コロナ対策ガイド 吉井 潤 青弓社 医学

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 経済編 山崎 圭一 SBクリエイティブ 歴史

一冊でわかるロシア史 関 眞興 河出書房新社 歴史

日本語を、取り戻す。 小田嶋 隆 亜紀書房 時事

脳はすこぶる快楽主義 池谷 裕二 朝日新聞出版 医学

口・のどのがん 三谷 浩樹 講談社 医学

かわいい赤ちゃんニット 日本ヴォーグ社 手芸

クッキーの絵本 えん９３ 大泉書店 料理

レイアウトに使える水草５００種図鑑 高城 邦之 エムビージェー 園芸

全店舗閉店して会社を清算することにしました。 福井 寿和 実業之日本社 経営

ART GALLERY ８ 歴史画 青柳 正規 集英社 画集

山へようこそ 石丸 謙二郎 中央公論新社 アウトドア

とわの庭 小川 糸 新潮社 小説

眠れる美女たち　上・下 スティーヴン・キング 文藝春秋 小説

扇物語 西尾 維新 講談社 小説

湖の女たち 吉田 修一 新潮社 小説

相克 越境捜査８ 笹本 稜平 双葉社 小説

動物警察２４時 新堂 冬樹 光文社 小説

夜明けのすべて 瀬尾 まいこ 水鈴社 小説

警察署図鑑 梅澤 真一 金の星社 社会

子どもを守る言葉『同意』って何？ レイチェル・ブライアン 集英社 生活

わくわく小惑星ずかん 吉川 真 恒星社厚生閣 宇宙

あの恐竜どこにいた？地図で見る恐竜のくらし図鑑 クリス・バーカー 創元社 自然科学

ウイルスって何だろう？ 武村 政春 PHP研究所 自然

インド神話 沖田 瑞穂 岩波書店 物語

サンタクロースっているの？ いもと ようこ 金の星社 えほん

まほうつかいウーのふしぎなえ エド・エンバリー 文溪堂 えほん

アンデルセンの夢の旅 マーヤ・カステリック 西村書店 えほん

那須与一 神田 伯山 講談社 えほん

曲垣平九郎 神田 伯山 講談社 えほん

雷電為右衛門 神田 伯山 講談社 えほん

てあらいできるかな きむら ゆういち 偕成社 えほん

ガチャガチャぽん！ 森 あさ子 マイクロマガジン社 えほん

新 着 図 書
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第２・第４土曜日がけやま
図書館で絵本の読み聞かせを行ってい
ます。

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。

７・８ヶ月児健康相談日
乳幼児向けおはなし会（偶数月の第４水
曜日）

５・８・１１・２月の第３日曜
日（他にも活動あり）

1２月のカレンダー 1月のカレンダー

ストーリーテリングの会
「フォンターナ」

ぽかぽか絵本

図書館で昔話などを語る活動をしてい
ます。

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。

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。

１２月１日(火)は館内整理のため、１２月２８日（月）～１月４日（月）は年末年始のため、
図書館・博物館共に休館いたします

また、１２月１５日(火)～１２月１８日(金)は企画展撤収のため、１月１２日(火)～１５日(金)は企画展準備の
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。 教育文化施設 朝日町

発行／朝日町教育文化施設 ℡ 059－377－6111
HP http://library-museum.town.asahi.mie.jp/

休館日

🎅🎅★🎄🎄ボランティア募集中🎄🎄★🎅🎅
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