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★おはなし会  １階・おはなしのへや 

１２月 １０日（土） たんぽぽおはなし会、午後３時～ 

１２月 １８日（日） ピッポの会・紙芝居、午前１１時～ 

 

 

 

◆上映会      ２階・視聴覚室 

①１２月 １７日（土） 午後２時～  
「新・御宿かわせみ」《邦画・８３分》 

②１２月 ２５日（日） 午後２時～  
「がんばれ！ルルロロ しあわせのおやつ」

《アニメ・３０分》 

「つづきのおはなし」《アニメ・約２８分》 

 

 

 

  

    伊勢市立小俣図書館 

  図書館だより  12月号   
〒519-0505 伊勢市小俣町本町 2 番地 （電話）0596-29-3900（FAX）0596-29-3902 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             

  

 

 

 

 

 

  

「たまごからパッカーンかるた」を作ろう！ 
 

（募集期間）１２月１日（木）～２８日（水） 
（内容）平成２９年のとり年にちなんで、「たまごからパッカーン 

かるた」を描いてくれる人を募集します。みんなが描いた 
かるたは館内で展示し、平成２９年１月９日（月・祝）の 
「「たまごからパッカーンかるた」トリトリ大会」で 
使います。 

（申込み）小俣図書館カウンターで、かるた用紙を 
４９人（先着順）に配布します。 

平成 28（2016）年 12月 1日発行 

いちごちゃん ベリーくん 

 

 

★「赤ちゃんおはなし会」  ２階・会議室 

   １２月  ８日 （木） 午前１１時～  

 

※おはなし会、上映会の事前申込みは不要です。 

★図書館おはなし会＆工作〈1 階・おはなしのへや〉 

、（日時） １２月 ２４日（土）午後３時～ 

、（対象） ３歳～小学生（就学前の子どもは保護者同伴） 

、（内容） お話の後、クリスマスにちなんだ工作をします。 

 

 

平成２８年１２月２９日（木）～平成２９年１月４日（水）までは、年末年始のため休館となります。 

クリスマスおはなし会 
 

（日時）１２月２３日（金・祝）午後２時３０分～ 
（場所）２階・会議室 

（対象）平成２８年度に３歳になる子ども～小学生 

（内容）クリスマスのうたを歌ったり、 

絵本の読み聞かせをします。 

パネルシアターを使ったクイズもあります。 

（サンタクロースがやって来ます） 

（定員）５０人(先着順) 

（申込み）１２月３日(土)午前９時～ 

直接・電話で小俣図書館へ 
 

クリスマス赤ちゃんおはなし会 
 

（日時）１２月２４日（土）①午前１０時３０分～ 
②午前１１時３０分～ 

※①か②のどちらかに 1回参加可 
（場所）１階・おはなしのへや 

（対象）２歳以下の子どもとその保護者 

（内容）クリスマス絵本の読み聞かせ 

（サンタクロースがやって来ます） 

（定員）各１０組(先着順) 

（申込み）１２月３日(土)午前９時～ 

直接・電話で小俣図書館へ 

 

ストーリーテリングおはなし会 
 

（日時）１２月１１日（日）午後３時～（３０分程度） 

（場所）１階・おはなしのへや 

（内容）絵本や紙芝居を用いない、耳だけで楽しむおはなし会です。 

 

 開館時間 午前９時～午後７時 

休館日 毎週火曜日、第２金曜日 

     年末年始、特別整理期間 

貸出 １人１０冊２週間以内（うち雑誌は５冊まで）  

   １団体５０冊１ヶ月以内（うち雑誌は２５冊まで） 

 

平成２９年１月  
 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

１２月 
 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

小俣図書館カレンダー 

 

「たまごからパッカーンかるた」トリトリ大会 
 

（日時）平成２９年１月９日（月・祝） 
午後２時３０分～３時３０分 
（開場午後２時１５分～） 

（場所）２階・会議室 
（対象）小学生以下 
（内容）平成２８年１２月に「「たまごからパッカーンかるた」を 

作ろう！」で募集したかるたを使って、かるた大会をしま
す！かるたが好きな子はぜひきてね！ 

（定員）２０人（先着順） 

（申込み）１２月４日（日）午前９時～直接・電話で小俣図書館へ 

 



開館時間 午前 9 時～午後 7 時 

休館日 毎週水曜・第 2金曜・年末年始・特別整理期間 

貸出 1人 10冊 2週間以内（うち雑誌は 5 冊まで） 

   1団体 50冊 1ヶ月以内（うち雑誌は 25冊まで） 

＊ 伊勢図書館・休館日カレンダー ＊ 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 
 

 

 

★12 月 28 日（水）～平成 29 年１月４日（水）までは 

               年末年始のため休館です。 
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  「おはなし会」 

《日時》 毎週 土曜日 午後２時30 分～ 

《場所》１階・おはなしコーナー 

１２月３日／おにいさん、おねえさん による おはなし会 

１２月１０日・１７日・２４日 

 ／おはなしプーさん による おはなし会 
 

      「あかちゃんえほんのじかん」 
 

  《日時》１２月22 日（木） 午前 11 時～ 

   《場所》２階・視聴覚室 

  《内容》あかちゃんむけの絵本の紹介や、 

手あそびなどをします♪ 

 

 １月  

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 

 

26 27 28 

29 30 31     

 

えほんの 

よみきかせ 

かみしばい 

など 

♪上映会、冬休み子ども映画会、おはなし会、あかちゃんえほん 

 のじかんは、申込不要です。どうぞお気軽にご参加ください。 

 

 

  《日時》１２月２５日（日） 午後１時３０分～ 

  《場所》２階・視聴覚室 

     『ピーターパン』 
     〈ディズニーアニメーション 上映時間７５分〉 
 

永遠に子どものままでいられるという夢と冒険の国・ネバーランド… 

ウェンディが弟たちにピーターパンの話を聞かせた夜、ピーターパンと

ティンカー・ベルが、なくした影を探しにやってきました。 

目を覚ました子どもたちは、一緒にネバーランドへと旅立つことになり

ました。そこで、彼女たちを待ち受けていたものは何だったのか！！ 

 

 

 

《講師》千枝
ちえだ

 大志
だいし

 氏（中京大学文学部学芸員） 

《日時》１２月１８日（日）、２０１７年１月１５日（日）、

２月１９日（日）（全 3回） 午後１時～ 

《場所》 ２階・視聴覚室 

《内容》 くずし字読解の初歩や知られざる歴史について 

学び、グループワークやフィールドワークを行 

います。 

《対象》 中学生以上 

《定員》 ３０人（先着順）  

《申込》 １２月１日（木）午前９時から直接カウンター・

電話・ＦＡＸで伊勢図書館へ 

 

サンタクロースが 

やって来ます！ 

１２月  

日 月 火 水 木 金 土 
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「あかちゃんえほん

のじかん」は、毎月 

第４木曜日です。 

        「上 映 会」 
 

《日時》１２月１１日（日）  

          午後１時３０分～ 

《場所》２階・視聴覚室 

『ＮＯＥＬ 星降る夜の奇跡』 
          〈上映時間９６分〉 

   クリスマス・イヴのニューヨーク。 

   年齢も境遇も異なる男女のささやかな 

幸福をつづる心温まる物語。 

 
 

 

《日時》 １２月２３日（金・祝）午後２時～ 

《場所》 ２階・視聴覚室 

《内容》 クリスマスにちなんだ絵本や、紙芝居の読み聞かせ、 

     工作、英語絵本の読み聞かせなど 

《定員》 ５０人（先着順） 

      ※就学前の子どもは保護者同伴 

《申込》  １２月３日（土）午前９時から、直接カウンター・ 

      電話・FAX で伊勢図書館へ 



 

 

〔一般書〕謎がナゾを呼ぶミステリー 

密室、暗号、ダイイング メッセージ･･･なぜ？どうして？ 

乱歩の名作をはじめ、素数の謎を解いた数学啓蒙書、歴史に残された壮大な謎を読み解く写真集など、ひとつの

謎から幾重にも広がるミステリーをご紹介。 

謎解きという、とっておきの時間をあなたに贈ります。 

◎幽霊塔（江戸川乱歩／著 宮崎駿／カラー口絵 岩波書店） 

◎ミステリ十二か月（北村薫／著 中央公論新社） 

◎ミザリー（スティーヴン・キング／著 矢野浩三郎／訳 文芸春秋） 

◎数字の国のミステリー（マーカス・デュ・ソートイ／著 冨永星／訳 新潮社） 

◎ミステリアス世界遺産（パイインターナショナル） 

 

〔児童
じ ど う

書
しょ

〕  クリスマスがやってくる！！ 

もうすぐ楽
たの

しいクリスマス。サンタクロースと小人
こ び と

たちはクリスマスまでにどんな準備
じゅんび

をするのかが分
わ

かる絵本
え ほ ん

や、クリスマスのためにジンジャークッキーを作
つく

るおはなしなど、クリスマスをむかえるのが、より楽
たの

しくなるよ

うな本
ほん

を紹
しょう

介
かい

します。 

★おおきいサンタとちいさいサンタ（谷口智則／作・絵 文溪堂） 

★サンタクロースと小人たち（マウリ＝クンナス／作 いながきみはる／訳 偕成社） 

★クリスマスクッキングふしぎなクッキーガール １２月のおはなし 

（梨屋アリエ／作 山田詩子／絵 講談社） 

★クルミわりとネズミの王さま（ホフマン／作 上田真而子／訳 岩波書店） 

★ハーブいっぱいのクリスマス（あんびるやすこ／作・絵 葛山幸子／監修 ポプラ社） 

 

〔ヤングアダルト〕 「ロングセラー」 

日本のロングセラー小説「源氏物語」や世界中で翻訳されている「星の王子さま」など、長く愛されている名作

を集めました。みんなもこの機会に、ぜひ読んでみてね！!  

【一般書】 

●紫の結び 1～３  源氏物語（紫式部／著、荻原規子／訳 理論社） 

●クリスマス・キャロル（チャールズ・ディケンズ／著、井原慶一郎／訳・解説 春風社） 

●星の王子さま  オリジナル版（サン=テグジュペリ／作、内藤濯／訳 岩波書店） 

●スヌーピーのひみつA to Z 

（チャールズ・M．シュルツ／著、谷川俊太郎／著、今井亮一/著、井出幸亮/著 新潮社） 

【児童書】 

●坊ちゃん 文芸まんがシリーズ  1（夏目漱石／原作 ぎょうせい） 

 

 本 のごあんない 
 

★伊勢・小俣図書館のどちらかに所蔵がある 

本です。 

ご利用館にない場合は、予約ができます。 



萬
まん

歳
ざい

楽
らく

～よみがえった地域の伝統行事～ 
 

 伊勢市楠部町にある櫲
く

樟
す

尾
お

神社では新暦 1 月の第 3 日曜日に萬歳楽と 

いう神事が行われている。 

 萬歳楽では、五穀豊穣を祈念する豊年舞と、無病息災・家内安全を祈る 

鬼打ち儀式が行われる。豊年舞では、大人 1 名・子ども 1 名で 1 組とした 

舞手 3 組が境内につくられた舞台を祝い言葉を唱えながら順に歩いて回る。祝い言葉に続けて舞手が「萬歳楽」

と唱えると、囃し方と見物人が「マーンザラク」とはやす。その後の鬼打ち儀式では、大人の舞手が射手となり

鬼の絵のへそをめがけて矢を射るが、こちらでも射手は「萬歳楽」と唱えて、囃し方の「マーンザラク」のはや

しが行われる。さらにこの鬼の絵は厄除けになるといって、矢を射たのち、参集者が合図とともに絵を取り合う

のである。 

 さてこの萬歳楽だが、元々は楠部町の中でも尾崎という地区に伝わる神事で、旧暦 1 月 11 日に行われている

ものだった。それが戦時中に中断し、昭和 25 年からは新暦 1 月 11 日に行うようになって続けられるも、昭和

49 年に再び中断することとなった。その後、経験者の減少から伝統の継承が危ぶまれたため、楠部町の文化行

事と位置づけて協議を重ね、地域住民の協力を得、さらに参加者の確保のために開催日を日曜日としたり、子ど

も神輿を同時に行うなどの変化も加え、ついに平成 13 年 1 月 21 日に平成の萬歳楽が行われることとなった。 

 こうして時代に合わせて変化しながら、一つの伝統行事が今も守られ続けているのである。 
 

●『伊勢市史 第８巻 民俗編』 伊勢市／編 伊勢市 

     ●『伊勢市の民俗』 伊勢市民俗調査会／編著 伊勢文化会議所 

   ●『よみがえった萬歳楽 楠部町 第１２回特別展』 伊勢市立郷土資料館 

小俣図書館で毎年、クリスマスの時期におはなし会を開催していますので、 

ご紹介します。 

 
 

Q．「クリスマスおはなし会」はどんなことをするのですか？ 

A．3歳～小学生のお子様と保護者の方を対象とした、クリスマスに関する絵本や紙芝居のよみきかせを 

しています。（２歳までのお子様は「クリスマス赤ちゃんおはなし会」にご参加いただけます） 

昨年は、『おおきいサンタとちいさいサンタ』、『ゆきだるまのぼたん』などを読みました。 

いつものおはなし会とは少し違った、１年に１度の特別なおはなし会です！みんなで一緒にステキな 

クリスマスを過ごしましょう♪ 

   

Q．今年もサンタさんは来てくれますか？ 

A．もちろん来てくれますよ！！サンタさんが楽しいおはなしの 

プレゼントをくれます。 

最後に、サンタさんといっしょに記念撮影をすることもできます。 

おたのしみに！！ 
 

今年度のクリスマスおはなし会は、 

12 月 23 日（金・祝）※受付 12/3～ 

みなさんの申込みをお待ちしています！！ 

サンタクロースがやってくる！！ 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                     

次回の「なるほど図書館！」は、 

伊勢図書館“施設利用”について

ご紹介します。 

クリスマスおはなし会について 

★昨年度の様子★ 


