
令和４年度文化教養講座 

「ちょっと深掘り朝日の歴史講座 Part３」 
 

 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 20 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 4 年 8月 20 日（土）14：00～ 

予約方法：電話のみ（℡059‐377‐6111） 

予約受付：令和 4 年 8月 6 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！ 

 

 

≪８月の展示品≫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【博物館あれこれ】八王子祭りの「八王子」って何？ 

 火のついた藁で叩き合いをすることで知られている小向神社の八王子祭りが今年

も 8 月 13 日に開催されます。町指定無形文化財にもなっているこのお祭りですが、

そもそも祭の名前にもなっている「八王子」とはいったい何なのかと疑問に思われる

町民の方も少なくないのではないでしょうか？ 

 実はこの「八王子」は神様の名前なのです。小向神社に祀られている神様の 1つに

「五男
ご な ん

三女
さんじょ

神
しん

」がいます。この神様は天
あま

照
てらす

大神
おおみかみ

と素戔嗚
すさのおの

尊
みこと

が天
あめ

の安河
やすかわ

で誓約を行っ

た時に生まれたとされる 8 柱の神様の総称で、「八王子」とも呼ばれます。つまり、

小向神社の八王子祭りは祭神のひとつ「五男三女神」に関するお祭りなのです。 

萬古焼コーナー①  
  ・古萬古  色絵瓢形仙盞瓶    ・古萬古  赤絵山水文振出 

・有節萬古 黒楽茶碗       ・有節萬古 刷毛目水指 

・有節萬古 紅葉文食籠      ・有節萬古 色絵草花文水注 

・有節萬古 赤絵窓山水桃花文台鉢 ・有節萬古 色絵草花文急須 

日本画家 栗田真秀  
    ・栗田真秀画「後醍醐天皇御避難之図」 

  ・栗田真秀画「焚楓葉温酒之図」  ・栗田真秀画「韓信股くぐり図」 

萬古焼コーナー②  
・有節萬古 色絵山水文菓子鉢   ・有節萬古 青磁卍文蓋物

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

絵本をつかわないでそっと

お話に耳をかたむける会です。

絵本の読み聞かせや手遊びなどを行いま

す。



書名 📕 著者名 🖊 出版社🏢 分類🌻

偉人メシ伝  真山 知幸 笠間書院 伝記

るるぶ富士山富士五湖御殿場富士宮 2022 JTBパブリッシング 地図

そもそも民主主義ってなんですか?  宇野 重規 東京新聞 政治

日米地位協定の現場を行く  山本 章子 岩波書店 国防

定年後にもう一度大学生になる 瀧本 哲哉 ダイヤモンド社　 教育

0〜18歳までの家庭でできるモンテッソーリ教育 　ティム・セルダン 創元社 教育

日本の絶滅危惧知識  吉川 さやか ベストセラーズ　 文化

ウルトラ図解乾癬 朝比奈 昭彦 法研 医学

子どもの目を守る本 三木 淳司 講談社 医学

はじめてでも失敗しない花づくりの基本100 古賀 有子 主婦の友社 園芸

世界のふしぎな色の名前 城 一夫 グラフィック社 芸術

漢字の使い分け図鑑 円満字 二郎 講談社 日本語

任俠楽団  今野 敏 中央公論新社　 小説

オリーブの実るころ  中島 京子 講談社　 小説

雨滴は続く  西村 賢太 文藝春秋 小説

書名📕 著者名🖊 出版社🏢 分野🌻

3分後にゾッとする話 野宮 麻未 理論社 ホラー
気象予報士の一日 WILLこども知育研究所 保育社 仕事
のぞく図鑑穴 宮田 珠己 小学館 自然

人と動物の日本史図鑑　5  小宮 輝之 少年写真新聞社 動物

電車の地図帳 「旅と鉄道」編集部 天夢人 のりもの

本物そっくり!昆虫の立体切り紙 今森 光彦 日本ヴォーグ社 工作

中高生のスポーツハローワーク 学研プラス スポーツ

じぶんでよめるはじめての囲碁 羽根 直樹 成美堂出版 ゲーム

13歳からのファシリテーション ちょん せいこ メイツユニバーサルコンテンツ 国語

6年1組黒魔女さんが通る!!　17  石崎 洋司 講談社 小説

恐竜トリケラトプスとウミトカゲ 黒川 みつひろ 小峰書店 絵本

絵本で知ろう二十四節気 春   田口 奈津子 文研出版 絵本

なんでもかいけつ!テレビマンボルフ   高畠 純 教育画劇　 絵本

まっくらあそびしようよ!  はた こうしろう ほるぷ出版 絵本

児童書

一般書

8月2日は電話を世に広め発明家アレクサンダー・グラハム・ベルが亡くなって100年となります。

電話の発明だけではなく聾唖教育者としても功績を残したベルにちなみ『音』に関する本を集めました。



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

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

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

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

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

８月のカレンダー ９月のカレンダー

８月３１日（水）および９月３０日（金）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。

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
ご協力ください。

○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。

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 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００）

詳しくは図書館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

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・・・乳幼児向けおはなし会

（偶数月第４水曜日）

ストーリーテリングの会

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）

貸出期間：１週間

取り置き期間：３開館日

対象：青少年読書感想文全国

コンクール課題図書

（小学校の部・中学校の部）

課題図書

課題図書は人気があるので、

お早めにご利用ください。

「自由研究」

「平和について考える」

図書展示

図書館の本棚から

テーマごとに本を集めました。

宿題の参考にご利用ください。

朝日町のこと
知ってるかい？

クイズで朝日町のことを知ろう！

場所：図書館カウンター横

クイズの答えは図書館のカウンターで

配布しています。

ぜひ挑戦してみてください。
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