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会場に募金箱を設置します。昨年は、皆様のご協力で６８，２４６円を

移動図書館プロジェクトへ寄附させていただきました。

③にしおの古本市③にしおの古本市
江戸時代の和本・浮世絵・肉筆物から現代の本・絵本まで。ふだん店頭

に並ばない珍本・稀書も。「愛知・三河・西尾郷土資料フェア」開催。

◆岩瀬文庫ロビー等
◆出店 安藤書房・古本の中央・穂ノ国書店
　　　　 本道楽・梁山書林
◆本まつりHPに目録を掲載します。 

14:00～15:30

◆岩瀬文庫地下ホール
◆参加無料

◆定員 70人（当日先着順）

①岩坪充雄岩坪充雄氏講演会講演会
 「近世書物と「書」の意識 「近世書物と「書」の意識
    －序文・跋文・法帖と拓本－」－序文・跋文・法帖と拓本－」

②橘ノ圓満の図書館寄席圓満の図書館寄席①岩坪充雄氏講演会
 「近世書物と「書」の意識
  －序文・跋文・法帖と拓本－」

いわつぼみつお氏／

1960年生。日本近世書道史研究家。

江戸時代の和刻法帖研究を通じて毛筆文化研究の必要性を提唱する。

「筆と書体」(『日本「文」学史』第２冊 勉誠出版) をはじめ多数の

著作を発表するかたわら、近世書道史資料の紹介を中心とした研究

誌『東隅随筆』（善補楽工房）を20年以上（現在502号）にわたり発行

し続けている。2008年、第１回岩瀬弥助記念書物文化賞受賞。

いわつぼみつお氏／

1960年生。日本近世書道史研究家。

江戸時代の和刻法帖研究を通じて毛筆文化研究の必要性を提唱する。

「筆と書体」(『日本「文」学史』第２冊 勉誠出版) をはじめ多数の

著作を発表するかたわら、近世書道史資料の紹介を中心とした研究

誌『東隅随筆』（善補楽工房）を20年以上（現在502号）にわたり発行

し続けている。2008年、第１回岩瀬弥助記念書物文化賞受賞。

年に一度の特別公開。

◆案内　にしお観光ボランティアガイドの会

◆図書館1階幼児コーナー

◆出演　市内おはなしボランティアグループ

◆岩瀬文庫芝生広場

  （雨天時は大階段前）

◆演奏　おかげん雅楽会

第1212回第12回
⑤〈国登録有形文化財〉〈国登録有形文化財〉

　

⑥もと教師が愛読した本の市もと教師が愛読した本の市⑤〈国登録有形文化財〉

　

日 日

　わたしたちの西尾は、世界に誇る古書の宝庫である岩瀬文庫を109年間

にわたって守ってきた歴史をもつ町です。岩瀬弥助が設立公開したこの文

庫には、書物の公共利用を通して地域文化の発展と先人の知恵の恒久保存

をめざすという崇高な志が込められています。西尾は書物と特別なかかわ

りを持つ“本のまち”なのです。にしお本まつりは、そんな“本のまち西尾”

を広くアピールするため、さまざまなボランティア団体が手作りの催しを

通して、本への親しみと関心を盛り上げようとする、全国でも珍しい“本

のおまつり”です。

西尾郷土資料フェア」開催。

店

。

西尾の民話や楽しいおはなしがメドレーで楽しめます。
おはなしの世界へぜひどうぞ。

懐かしの昭和レトロな自転車
紙芝居。大人も楽しめる街頭
紙芝居を観に来ませんか？

岩瀬文庫所蔵の楽譜からおこした琵琶と琴の楽を奏で

ます。謡(うたい)と舞もお楽しみください。

岩瀬文庫が所蔵する貴重資料を材料に大学の
古典文学研究ゼミを体験してみませんか。

◆図書館３階学習室　※一人５冊まで。 ◆岩瀬文庫芝生広場　◆演奏　鶴城丘高校音楽部

◆図書館1階ロビー

◆実演　ホビット

　　　　　　◆岩瀬文庫地下ホール

　　　　　　◆定員　36人（予約優先）

　　　　　　◆対象　高校生以上

※10/7（土）から岩瀬文庫閲覧室または電話にて受付

⑦本のリサイクル市本のリサイクル市

⑧鶴城丘高校

　　　 音楽部 演奏 ⑨本の修理の実演本の修理の実演⑦本のリサイクル市
各地で演奏会をする鶴城丘高校音楽部が本まつりに
やってきます。市民の皆さんから提供された本と図書館で不要に

なった本を無料で配布します。

⑧鶴城丘高校

　　　 音楽部 演奏

こわれた本が修理されていく様子をみてみましょう！

⑨本の修理の実演

⑫街頭紙芝居やさんが街頭紙芝居やさんが
　　　　　　 やってくる　　　　　　 やってくる

⑬雅楽のしらべ雅楽のしらべ

⑭岩瀬弥助翁の岩瀬弥助翁の
　生誕150年によせて生誕150年によせて

⑫街頭紙芝居やさんが
　　　　　　 やってくる

⑬雅楽のしらべ

⑭岩瀬弥助翁の
　生誕150年によせて

9:00～
　17:00

日28日
（土）

日日日29日
（日）

たちばなのえんまん氏／

1964年生。2002年に三代目橘ノ圓に入門し、昨年真打に昇進。

東京都内各寄席や江戸東京博物館など一都一道一府二十三県にて

公演している。

たちばなのえんまん氏／

1964年生。2002年に三代目橘ノ圓に入門し、昨年真打に昇進。

東京都内各寄席や江戸東京博物館など一都一道一府二十三県にて

公演している。

日

◆図書館３階会議室
◆参加無料

◆定員 80人（要予約）

◆対象　5歳以上
　※10月7日（土）から

　　図書館（本館）カウンター

　　または電話にて受付。

◆協力 寺子屋寄席

10:00～11:00

②橘ノ圓満の図書館寄席

⑥もと教師が愛読した本の市

◆図書館３階視聴覚室

西尾市の小中学校教師 OB から提供
された本を無料配布します。若い先
生や小中学生の保護者の来場をお待
ちします。

10:00～
　15:00（随時）

※雨天中止

28日
（土）

29日
（日）

9:00～15:00
　　　　　　（随時）

28日
（土）

29日
（日）

◆岩瀬文庫市民ギャラリー

◆展示　岩瀬文庫ボランティア

岩瀬弥助翁の生誕150年を記念し、弥助に関する展示

を行います。

28日
（土）

29日
（日）

◆岩瀬文庫閲覧室　◆案内　岩瀬文庫ボランティア

◆対象　高校生以上（保護者同伴の場合は小学生以上）

岩瀬文庫の蔵書に触れてみよう。本物はすごいよ！

昨年度開催の岩瀬文庫企画展で見た資料を実際に

手にとっていただけます。

10:00～
　16:00
　　（随時）

◆おもちゃ館

◆診察／指導　西尾おもちゃ病院

思い出のある大切なおもちゃ、

子どものお気に入りのおもちゃ、

こわれたものを直します。

折紙の独楽や知恵の輪など小学校

低学年から中学生まで楽しめる工

作教室です。

13:00～
14:00（随時）

28日
（土）

14:30～16:00
　
28日
（土）

28日
（土）

13:30～
14:0028日

（土）

9:00～
　15:00

29日
（日）

筆文化研究の必要性を提唱する筆文化研究の必要性を提唱する

橘ノ圓に入門し 昨年真打に昇進橘ノ圓に入門し 昨年真打に昇進

00

④にしおの本屋さんにしおの本屋さん
　　　　　　出張販売　　　　　出張販売
④にしおの本屋さん
　　　　　　出張販売
三浦太郎やいわいとしお、茨木のり子など、西尾や西三河の

作家の絵本や郷土史の本を販売します。

◆岩瀬文庫休憩室

◆出店　鈴木書店

します。

10:00～
　15:00

28日
（土）

29日
（日）

チャリティーコーナー（無料本）もあります

します。

で楽しめます。

ア

15:00～
15:30

28日
（土）

29日
（日）

⑩おはなしメドレーおはなしメドレー ⑪岩瀬文庫本岩瀬文庫本を[を[ちょっとだけ専門的に]読むちょっとだけ専門的に]読む

 ～古典文学ゼミナール入門９～ ～古典文学ゼミナール入門９～

⑮岩瀬文庫ミニミニ閲覧室岩瀬文庫ミニミニ閲覧室

⑯おもちゃ病院　開院おもちゃ病院　開院

　　　　　　　　　　　　⑰楽しい工作教室楽しい工作教室

⑩おはなしメドレー

⑮岩瀬文庫ミニミニ閲覧室

⑪岩瀬文庫本を[ちょっとだけ専門的に]読む

 ～古典文学ゼミナール入門９～

⑯おもちゃ病院　開院

　　　　　　⑰楽しい工作教室

10月27日は

文字・活字文化の日 

世代を超え子どもから大人まで楽しめる日本の伝統「寄席芸能」を楽しもう。

　9:30～11:30
　　　　　　（随時）

13:30～15:30
　　　　　　（随時）

28日
（土）

29日
（日）

10:00～12:00（随時）

13:00～16:00（随時）

※29日は15:00まで

◆おもちゃ館前広場

　（雨天時は図書館１階ロビー）

◆実演　ブタヤマさん

読み終へし　一書の重み　秋深む　　名倉　美枝子　〈第11回にしお本まつり 文芸コンクール俳句の部最優秀賞〉

知らされる  文字の豊かさ  難しさ  我の味方は  朱の電子辞書　　野﨑　祐子〈第11回にしお本まつり　文芸コンクール短歌の部最優秀賞〉
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芝生広場 ◆演奏 鶴城丘高校音楽部

会をする鶴城丘高校音楽部が本まつりに
す。

音楽音楽楽部部 演奏演奏

29日
（日）

10:00～10:40 ※雨天中止

本にふれよう！本にふれよう！本にふれよう！

本を奏でよう！本を奏でよう！本を奏でよう！本を観よう！本を観よう！本を観よう！

本を聴こう！本を聴こう！本を聴こう！ 本を学ぼう！本を学ぼう！本を学ぼう！

本を活かそう！本を活かそう！本を活かそう！ 本を直そう！本を直そう！本を直そう！

本を生かそう！本を生かそう！本を生かそう！本をまもろう！本をまもろう！本をまもろう！

本を語ろう！本を語ろう！本を語ろう！ 本を楽しもう！本を楽しもう！本を楽しもう！

本を買おう！本を買おう！本を買おう！ 郷土の本を読もう！郷土の本を読もう！郷土の本を読もう！

29日
（日）

日日日日日日日日日日日日日日

29日
（日）

28日（土）

29日（日）


