
　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114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。
　昨年・一昨年は新型コロナウイルス感染防止のためオンライン開催で継続してきま
した。今年はついに3年ぶりにリアル開催します。読書の秋にふさわしいおまつりにぜ
ひお越しください。

10月27日は文字・活字文化の日

◆図書館3階会議室
◆参加無料
◆絵本の販売会＆サイン会あります。
※各回とも10月8日（土）から図書館（本館）カウンター、
　9日（日）から電話でも予約受付。

高木浩明（たかぎひろあき）氏
岐阜県生まれ。清風高等学校・近畿大学文芸学部非常勤講師。専門は日本中世文
学、書誌学。第3回岩瀬弥助記念書物文化賞を受賞。古活字版を求めて東奔西走、所
蔵機関ごとの悉皆調査をライフワークにしている。主要な著書に『中近世移行期の文
化と古活字版』（勉誠出版）等。

聞かせ屋。けいたろう氏
夜の路上で大人に絵本を読み始め、延べ４ヶ月の渡米公演を経て、絵本を抱えて全国
を駆け巡る。絵本の文章や翻訳も手がける。保育士で二児の父。
作品に『どうぶつしんちょうそくてい』『たっちだいすき』、翻訳作品に『まいごのたまご』
(KADOKAWA)『パパとタイガのとびっきりキャンプ！』(教育画劇)等。

「古活字版」って何でしょう？岩瀬文庫が所蔵す
る資料を中心にして、古活字版という本の性格
と魅力を、皆さんと一緒になって探求してみよう
と思っています。

13：30～14：30 （高校生以上対象）

「絵本はもっと楽しい！絵本講座」
定員 40名（要予約）

29土

◆岩瀬文庫地階研修ホール
◆参加無料　
◆定 員　40人（要予約）
※10月8日（土）午前9時から
　岩瀬文庫閲覧室または電話にて受付。

13:30～15:0030日

29土 30日 29土 30日 10:00～15:0010:00～17:00
※準備の状況により前後する場合があります。

◆屋外にて青空古本市
◆出店　 安藤書房・古本の中央・穂ノ国書店・本道楽・あじさい堂書店
◆本まつりHPに目録を掲載します。

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。

◆図書館入口横
◆出店　鈴木書店
◆聞かせ屋。けいたろうの
　絵本も販売します。

西村敏雄、三浦太郎、いわい
としお、外山滋比古、茨木のり
子、尾﨑士郎などといった西
尾市ゆかりの作家の著作を中
心に販売します。お 問 合 せ・予 約   西尾市岩瀬文庫　〒445-0847　西尾市亀沢町480　0563（56）2459 

西尾市立図書館　〒445-0847　西尾市亀沢町474　0563（56）6200
にしお本まつりHP  https://iwasebunko.jp/event/nishiobookfes/

西尾市岩瀬文庫・西尾市立図書館

◆六万石くるりんバス・市街地線（赤色）・右まわり
　9:20・11:00・12:40・15:00「西尾駅」→16分「図書館・岩瀬文庫西」
◆六万石くるりんバス・市街地線（赤色）・左まわり
　10:10・11：50・14：10・16：00「西尾駅」→21分「図書館・岩瀬文庫西」

駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関でご来場ください。

【臨時駐車場のご案内】
両日とも使用可：①鶴城丘高校正門内、②金山化成さん第二駐車場
30日（日）のみ：③工藤眼科さん ④西尾クリニックさん職員駐車場

名鉄「西尾」駅から徒歩20分またはタクシー10分
「西尾」駅から六万石くるりんバス16分
「図書館・岩瀬文庫西」停留所すぐ

交通のご案内

電 車

六万石くるりんバス

④にしおの本屋さん出張販売③にしおの古本市

①高木浩明氏講演会
「活字は活(いき)ている

ー嵯峨本『伊勢物語』を中心にー」
②聞かせ屋。けいたろう
「絵本講座＆おはなし会」

会場に募金箱を設置します。
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第１7回
にしお本まつり

会場内の飲食スペースの利用
または持ち帰りにご協力ください。

食べ歩きの禁止
対面を避け、黙食に
ご協力ください。

会話は控えめに

飲食について飲食について

来場される方へのお願い来場される方へのお願い 催しによっては人数を制限する場合があります。催しによっては人数を制限する場合があります。

37.5℃以上の熱がある、
体調がよくない場合等は
来場をご遠慮ください。

自宅での
検温等の実施

マスク等を持参し、
状況に応じて正しく
着用してください。

マスクの
正しい着用

会場内のお近くの
消毒液をお使い
ください。

こまめな
手指消毒

他の来場者との
距離（最低１m）を
確保してください。

ソーシャル
ディスタンスの確保

大声での会話、
声援や掛け声は
ご遠慮ください。

大声の
禁止

参 加・協 力

コロナ対策について

（一社）西尾市文化協会文芸部・西尾書店会・東西三河の古本屋さん・西尾市商業協同組合・岩瀬文庫資料調査会・西尾市小中学校教師OB・岩
瀬文庫ボランティア・岩瀬文庫同好会・図書館ボランティア・にしお観光ボランティアガイドの会・ブタヤマさん・図書修理ホビット・かたりべ一寸法師・
西尾おもちゃ病院・工藤眼科クリニック・金山化成株式会社・西尾クリニック・愛知県建設組合連合 西尾支部 西尾部会・そのほか大勢のボランティ
アのみなさん

※敬称略・順不同

15：00～15：30 （親子対象）

「とびっきりおはなし会！」
定員 50名（要予約）

主 催  にしお本まつり実行委員会・西尾市教育委員会　 後 援  西尾市

※感染状況によって一部または全ての催しを縮小、中止する場合があります。



本を観よう！ 本を描こう！

本を学ぼう！ 本をまもろう！

本を詠もう！

本を学ぼう！

本の居場所を作ろう！

本をにしお電子図書館で読もう!

本を直そう！

本を記録しよう！

本にふれよう！ 本を生かそう！

本と出会おう!
10：00～

9：00～19：00

10:00～12:00
13:00～16:00（随時） ※30日は15:00まで

9:00～15:00

10:30～11:00 9：00～19：00

10:00～12:00

⑰文庫の駄菓子屋さん
⑲読書通帳を使ってお得をゲットしよう！

⑳岩瀬文庫ミニミニ閲覧室⑦街頭紙芝居屋さんがやってくる！ ⑧読書感想画展

⑤古典文学講座
「良寛　その尽きない魅力」

◆岩瀬文庫芝生広場（雨天時は岩瀬文庫2階）

◆岩瀬文庫ボランティア
◆会場　図書館1階ロビー
◆定員　各日50人（当日先着順）
◆対象　読書通帳を持って
　　　　いる方どなたでも
◆持ち物　読書通帳

◆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

◆図書館1階フロア
◆展示期間　10月22日（土）～10月30日（日）
◆29日（土）9：30から図書館3階会議室にて
　入賞者の表彰式を行います。

◆図書館3階会議室
◆定員　20人（要予約）
　※10月8日（土）から図書館（本館）カウンター、
　　9日（日）から電話でも予約受付。
◆対象　一般　◆参加費　無料

むかし懐かしの駄菓子です。子どもはもちろん、
大人のお客様も大歓迎！ 本まつり期間中、本を借りて読書

通帳に記帳、または読書通帳を
作ると雑誌の付録を進呈します。

⑪旧書庫お宝雑誌拝見！

◆岩瀬文庫閲覧室前
◆展示・案内
　岩瀬文庫ボランティア

旧書庫の地下に眠っていた明治から戦中までの
雑誌を手に取ってご覧いただけます。

⑮楽しい工作教室
⑯簡単！にしお電子図書館の使い方講座

催しタイムスケジュール

㉑元教師が愛読した本の市

◆鶴城公園内
◆中学生以下　◆無料
◆指導　西尾おもちゃ病院

◆図書館3階会議室
◆無料　◆対象　どなたでも
◆持ち物　スマートフォンなど ◆定員　10人（要予約）
※10月8日（土）から図書館（本館）カウンター、9日（日）から電話でも予約受付。

知恵の輪や紙のコマ等、小
学校低学年から中学生まで
楽しめる工作をしませんか。 どこにいても利用可能！便利な電子書籍や電子

雑誌の使い方をお伝えします。

10:00～16:00（随時） 10:00～16:00（随時）
14:00～15:00

⑭おもちゃ病院　開院

◆おもちゃ館
◆無料 （部品代がかかる場合があります。）
◆診察　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。

◆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！
広報にしおで連載する「岩瀬文庫コレクション」に
登場した蔵書を実際に手にとってご覧いただけます。

◆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。

11:00～12:00（随時）
10：00～16：00⑨本の修理の実演 ⑩愛知の木で木工体験をしてみよう！

◆図書館1階ロビー
◆実演　図書修理ホビット

◆鶴城公園内
◆50人（当日先着順）
◆指導　愛知県建設組合連合　西尾支部　西尾部会

傷んだ本が修理されていく様子を見てみましょう！ 木の鉛筆立てやコースター
などの木工体験と愛知の木
を使った本棚やブックエンド
を販売します。

⑥＜国登録有形文化財＞
岩瀬文庫旧書庫内部特別公開

◆案内　にしお観光ボランティアガイドの会

昭和レトロな街頭紙芝居。大人も楽しめる
街頭紙芝居が自転車に乗って登場します。

市内の小学3年生までの皆さんから寄せ
られた読書感想画の優秀作品を展示します。

皆さんは良寛さんをご存知ですか？ 彼の清貧
の言葉に新たな自分を見つけてみませんか。

年に一度の特別公開。
ガイド案内つきで中を観覧できます。

㉒おいしい西尾のたべもの屋台

◆岩瀬文庫芝生広場
◆出店 bundybeans（コーヒー）
 風雅（お好み焼き）
 ぷちラパン（からあげ・ポテト）

㉓本まつり文芸コンクール 「本」「読書」などをテーマにした俳句・短歌・川柳を募集します。
＜応募方法＞
本まつり会場で配布する応募用紙（にしお本まつりHPからもダウンロードできます）に一人5点
までを書いて応募箱へ。または郵送、Fax（56－2787）、メールで岩瀬文庫までお送り下さい。
11月11日（金）必着。入選作は岩瀬文庫だより、本まつりHP、来年のチラシなどに掲載します。

14：30～16：00

⑫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14～

⑬紙芝居「スミスの飛行機」

◆岩瀬文庫地階研修ホール
◆講師　塩村 耕 氏（名古屋大学大学院教授）
◆定員　30人（要予約）　◆対象　高校生以上
※10月8日（土）から岩瀬文庫閲覧室または電話にて受付

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。

◆岩瀬文庫大階段
◆実演　かたりべ一寸法師

大正6年に飛来した、米国人アート・スミスの西
尾での曲技飛行を目撃したエピソード。語りと生
演奏での紙芝居。

9:00～15:00

10:00頃～

10:30～、12:30～

⑱古本・雑貨のフリーマーケット

◆岩瀬文庫芝生広場
※雨天中止

本好きな仲間たちが
出店します。

29日（土）
9 10 11 12 13 14 15 16
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1 階 フ ロ ア ⑧読書感想画展

1 階 ロ ビ ー
⑲読書通帳を使ってお得をゲットしよう！

⑨修理
会 議 室
視 聴 覚 室 �元教師が愛読した本の市
お も ち ゃ 館 ⑭おもちゃ病院 開院
お も ち ゃ 館 前
入 口 横 ④にしおの本屋さん出張販売

鶴 城 公 園 内
⑮楽しい工作教室
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文

庫

芝 生 広 場

�たべもの屋台
⑰文庫の駄菓子屋さん

⑱古本・雑貨のフリーマーケット
③にしおの古本市

大 階 段
閲 覧 室 前 ⑪旧書庫お宝雑誌拝見 !
閲 覧 室 ⑳ミニミニ ⑳ミニミニ
地 下 ホ ー ル ⑫ゼミナール
旧 書 庫 ⑥特別公開

全会場 �文芸コンクール

30日（日）
9 10 11 12 13 14 15 16

⑧読書感想画展
⑲読書通帳を使ってお得をゲットしよう！

⑭おもちゃ病院　開院

④にしおの本屋さん出張販売
⑩木工体験
⑮楽しい工作教室
�たべもの屋台

⑰文庫の駄菓子屋さん
⑱古本・雑貨のフリーマーケット

③にしおの古本市

⑪旧書庫お宝雑誌拝見！
⑳ミニミニ ⑳ミニミニ

⑥特別公開
�文芸コンクール

⑬紙芝居⑬紙芝居

⑧表彰式⑧表彰式 ②聞かせ屋。けいたろう②聞かせ屋。けいたろう ⑤古典文学講座⑤古典文学講座

⑦街頭紙芝居⑦街頭紙芝居

⑯電子図書館⑯電子図書館

①高木浩明氏講演会①高木浩明氏講演会

⑬紙芝居⑬紙芝居

30日

29土 30日

29土 30日 29土 30日

29土 30日

29土 30日

29土 30日 29土 30日
30日

29土 30日

30日 29土 30日 29土

29土
29土

29土 9:00～16:0030日

10：00～15：00
（随時）
※雨天中止。
　また、人数を制限する
　場合があります

29土 30日

〈第16回にしお本まつり 文芸コンクール最優秀賞〉〈第16回にしお本まつり 文芸コンクール最優秀賞〉
存分に生かされ読書の夜長かな存分に生かされ読書の夜長かな　濱嶋君江〈俳句の部〉　濱嶋君江〈俳句の部〉
読み聞かす孫に翼が生えい出て未知の世界へ羽ばたいてゆく読み聞かす孫に翼が生えい出て未知の世界へ羽ばたいてゆく　小田中準一〈短歌の部〉　小田中準一〈短歌の部〉
読むと言う楽しい夢に歳はない読むと言う楽しい夢に歳はない　大畑廣起〈川柳の部〉　大畑廣起〈川柳の部〉

講師　黒柳 孝夫氏
（愛知大学名誉教授）

読書通帳は
新たに作成する
こともできます


