
【博物館あれこれ】古代東海道殺人事件 
 延暦 24 年（805）、伊豆

い ず

国（静岡県東部）の役人山田
やまだの

豊浜
とよはま

とその従者が平安京に

向かう途中、村人に毒酒を飲まされて死亡する事件が発生しました（『日本後紀』）。

さっそく捜査が行われましたが、犯人を発見することはできず、未解決事件となり

ました。その犯行現場は古代東海道の榎撫
えなつの

駅
うまや

と朝明
あさけの

駅
うまや

の間の村。榎撫駅は現在の

桑名市多度町付近に推定されていますが、朝明郡（当時、朝日町は朝明郡に属して

いました）にあったとされる朝明駅の具体的な位置はわかっておりません。朝明駅

の位置次第では、犯行現場となった村は現在の朝日町域にあった可能性もありま

す。 

 

 

 

≪８月の展示品≫ 

 

 

日本画家 栗田真秀  

・栗田真秀画「二神降臨図」 
・栗田真秀画「田道間守公之図」 
・栗田真秀画「日本武尊絵」 

萬古焼コーナー  
・古萬古  鉄絵鯱文茶碗    ・古萬古  南蛮水指 

・初代森有節自刻像       ・有節萬古 黒楽茶碗 

・有節萬古 朝鮮写水指     ・有節萬古 建水 

・有節萬古 蓋置        ・有節萬古 赤絵楓文巾筒 

・有節萬古 腥臙脂釉鳳凰文蓋物 ・有節萬古 色絵白魚文蓋物

令和 3 年度文化教養講座 

「ちょっと深掘り朝日の歴史講座 Part2」 
 
 今年度の文化教養講座は昨年度に引き続き、当館学芸員が朝日町の歴史を少し

詳しく紹介します。 
第 1 回は「古代地方寺院の信仰のかたち－縄生廃寺－」と題して 8 月 28 日（土）

に講演を行います（完全事前予約制）。ご予約のお電話お待ちしております。 
 
日  時：令和 3 年 8 月 28 日（土）14：00～ 
予約方法：電話のみ（℡059‐377‐6111） 
予約受付：令和 3 年 8 月 14 日（土）9：00～ 
受付日時：月曜・祝日を除く 9：00～17：00 
定  員：30 人 
※定員に達し次第受付を終了します。ご予約のお電話はお早めに！ 

https://4.bp.blogspot.com/-OvPXXfdfCBI/Wn1aIoD9SFI/AAAAAAABKSY/1PJzVNmbJTUOC5Hi9cND1KaFFtc3yZhOQCLcBGAs/s800/obousan_seppou.png


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

赤ちゃんタイム
８月１１日・２５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

乳幼児向けおはなし会
８月２５日（水）１０：００～（２０分程度）

２階 視聴覚室

※先着８組
絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。

課題図書
「中学生」のみ８月１日から貸出期間を

１週間とさせていただきます。

「小学校」・「高校」の課題図書も
人気があるので、

お早めにご利用ください。

ストーリーテリング
８月22日（日） １１：００～１１：３０ ２階視聴覚室

申込期間 ～８月20日（金）

定員 １５名（先着順）

絵本を使わず耳で楽しむ特別なおはなし会です。
※プログラムは当日変更になる場合がございます。

※座席に余裕がある場合は、当日参加も受け付けております。

世界でいちばんきれいな声 （ラ・フルール作）

くわずにょうぼう（日本の昔話）

オオカミと七ひきの子ヤギ（グリムの昔話）

映画会

『サミーとシェリー』

８月１１日（水）

１４：００～１５：３０

２階 視聴覚室

入場無料／予約不要

定員 30名（先着順）



書名 著者名 出版社 分野
ホーキング,ホーキング チャールズ・サイフェ 青土社 伝記

旅立つには最高の日 田中 真知 三省堂 旅行記

福沢諭吉が見た150年前の世界 福沢 諭吉 彩図社 ガイドブック

るるぶ群馬　'22  JTBパブリッシング ガイドブック

夫婦をやめたい 南 和行 集英社 法律

今さらだけど、ちゃんと知っておきたい「経営学」 佐藤 耕紀 同文舘出版 ビジネス

できるリーダーは「命令しない」「教えない」 伊庭 正康 大和書房 ビジネス

スマホで防災 宮下 由多加 ジャムハウス 災害

31cm Japan Hair Donation & Charity KuLaScip 福祉

ビジュアル図解脳のしくみがわかる本 　加藤 俊徳 メイツユニバーサルコンテンツ 医学

種から種へ命つながるお野菜の一生 鈴木 純 雷鳥社 園芸

色えんぴつ画上達のポイント61 平尾 倫子 メイツユニバーサルコンテンツ 芸術

ズバリ釣れる海のルアー釣り ケイエス企画 アウトドア

医学のつばさ 海堂 尊 KADOKAWA 小説

大連合 堂場 瞬一 実業之日本社 小説

ヒトコブラクダ層ぜっと　上／下 万城目 学 幻冬舎 小説

ブレイクニュース 薬丸 岳 集英社 小説

美女の魔界退治 林 真理子 マガジンハウス エッセイ

書名 著者名 出版社 分野

自分のミライの見つけ方 児美川 孝一郎 旬報社 せいかつ

津田梅子 　RICCA 集英社 でんき

小学生のための「社会がわかる」日本地図 「社会がわかる日本地図」編集室 メイツユニバーサルコンテンツ しゃかい

実験でわかる発見・発明大百科　2 米村 でんじろう 新日本出版社 りか

竜とそばかすの姫 細田 守 KADOKAWA しょうせつ

はげたかのオーランドー トミー・ウンゲラー 好学社 えほん

いたいときのおまじない よしむら めぐ 小学館 えほん

あかいさんりんしゃ 中島 梨絵 成美堂出版 えほん

ジェシカといっしょ ケビン・ヘンクス 徳間書店 えほん

一般書

児童書

「怪談」をエンターテインメントとして確立した稲川淳二氏が８月１３日を怪談の

日に制定しました。また、夏が怪談の定番になったのは、歌舞伎が夏に「涼み芝

居」と称して、こわいはなしを上演したからだそうです。

図書館選りすぐりのこわい本で、暑い日を涼しく過ごしてください。

「まっくろヒヨコ」
ラスカル／文 ピーター・エリオット／絵 偕成社

「日本現代怪異事典」

トイレの花子さんや口裂け女をはじめ、きさらぎ駅や

コトリバコといったネット上で広まったものまで。

戦後から2000年前後までに人から人へと語り広がっ

た膨大な数の怪異が１冊の本に詰まっています。

兄弟で1羽だけまっくろなヒヨコは本当の親を探す旅に出る。

表紙を一目見ただけで思わず手に取ってしまうような、ころころ

まるまるとした愛らしいひよこの絵が特徴。

絵本でこわいはなしなんて。という人にもおすすめ。

朝里 樹／著 笠間書院



　　

 

　　

　　

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

8月のカレンダー 9月のカレンダー

休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００）

８月３１日（火）・９月３０日（木）は館内整理のため図書館、博物館ともに

休館いたします。何卒ご了承ください。

新型コロナウイルスの感染状況によっては、休館日が変わることがあります。

最新の情報は、朝日町教育文化施設のホームページをご覧いただくか

お電話でお問い合わせください。

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

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・・・偶数月第４水曜日

７・８ヶ月児健康相談日

図書館で昔話などを語る活動をしています。

こども達におはなしの世界をいっしょに届けてみませんか。
活動日・・・５・８・１１・２月の 第３日曜日（他にも活動日あり）

活動に興味のある方は、あさひライブラリーまでお問い合わせください。

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

教育文化施設 朝日町

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。
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