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ふれあい探訪

Okashin News

西尾市岩瀬文庫
作品展「あいちアール・ブリュット展」／防災訓練実施／献血に参加
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古い時代の書物や文字文化に触れ︑楽しみ︑学ぶことが
※こ

できる 古 典籍の博物館︒日本初〝古書ミュージアム〟
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西尾市は︑愛知県の中央を北から南へ

流れる矢作川流域の南端に位置し︑海・

山・川に囲まれた豊かな自然環境の中で︑

地域に根ざした多様な文化と農・工・商

のバランスのとれた産業を育んでいます︒

また︑歴史的な史跡や名所が点在し︑伝

統的な祭りや芸能も多く伝えられている

ほか︑三ヶ根山や三河湾に浮かぶ佐久島

を含む一帯は三河湾国定公園に指定され︑

風光明媚な名勝となっています︒

▲岡崎信用金庫西尾支店・西尾南支店

※古典籍…明治元年頃以前に書写または
印刷された書籍や記録資料
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当金庫は︑西三河南部地域の中核的な

都市である西尾市に6店舗︵西尾・西尾

南・平坂・一色・幡豆・吉良︶を構え︑

地域のみなさまにご愛顧いただいており

ます︒

今回は︑日本初の古書ミュージアム

﹁西尾市岩瀬文庫﹂を訪ねました︒

創設者 岩瀬弥助の願いを受け継いで

西尾市岩瀬文庫

﹁ 西尾市岩瀬文庫﹂は︑重要文化財を

含む古典籍から近代の実用書まで︑幅広

い分野と時代の蔵書8万冊あまりを保

年︵1908 ︶︑

存・公開する書物の博物館です︒

岩瀬文庫は︑明治

度から本と親しむことのできる西尾市岩

や催し︑本まつりなどがあり︑様々な角

な文化について体験しながら学べる展示

日本の本にまつわる長い歴史やゆたか

なくどなたでも無料で公開しています︒

念を受け継ぎ︑開館当初から変わること

物をひろく誰にでも公開する﹄という理

岩瀬文庫は︑創業者 岩瀬弥助の﹃書

年には創立110周年を迎えました︒

博物館﹂としてリニューアル︑2018

した︒2003年には日本初の﹁古書の

れ︑1955年に西尾市の施設となりま

助の思いと蔵書は西尾の人々に受け継が

の危機を迎えましたが︑創業者 岩瀬弥

図書館として創設しました︒戦後︑存続

社会貢献と書物の恒久保存を願って私立

地元の実業家 岩瀬弥助が書物を通じた

41

瀬文庫へぜひ足をお運びください︒
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岩瀬文庫旧書庫
▲国登録有形文化財

岩瀬文庫のシンボル、外壁の赤レンガが目を引く旧
書庫は、木造瓦葺きの地上3階地下1階建てで、大正時
代に建設されました。室内の壁は厚く漆喰が塗られ、
書架は、湿気がこもらないよう板は貼らずにすのこ状
にするなど、当時としては最新の知恵を集めた機能的
な書庫でした。2度の大地震に耐えるなど、約80年間
蔵書を守り抜いた堅牢な造りの旧書庫でしたが、平成
15年、新収蔵庫の完成を機にその役目を終えました。
蔵書は全て新収蔵庫に収蔵され、通常は非公開の内部
ですが、年に1回、「にしお本まつり」で特別公開して
います（3ページ参照）
。

▲新収蔵庫内部

2重扉の中にはカビやほこり、臭いを除去する電子
フィルターや、調湿・免震機能が整備されています。
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「西尾市岩瀬文庫」は、重要文化財を含む幅広い分野と時代の蔵書を実際に閲覧することのできる
日本でも珍しい古書の博物館です。館内には、日本の書物の文化や歴史などをわかりやすく紹介す
かん す ぼん

る常設展示室のほか、レプリカの巻子本や折本、絵図、和装本などを実際に手にとって読むことが
できるコーナーもあります。

※巻子本…紙を横に長くつなぎ、末端に軸をつけて巻いた書物。巻物

常設展示室
岩瀬文庫のあゆみや主だった蔵書を紹介
する映像をはじめ、和装本の装丁や写本の
特徴、印刷・出版の歴史など日本の書物文
化史をわかりやすく展示しています。ま
た、蔵書のレプリカを実際手にとって古い
書物を体感できるコーナーもあります。
企画展示室では年に数回、様々なテーマ
を設けて企画展を開催しています。

閲覧室
読書につかれたらちょっと
一息（休憩室のみ飲食OK）
。
休憩室には展示図録やオリ
ジナルグッズなども販売し
ています。

岩瀬文庫の蔵書は閲覧室で読む
ことができます（貸出不可、18歳
以上）。「古書なんて難しそう…」
と思われますが、色使いが鮮やか
な絵を見ているだけでも昔の様子
が伝わってきて楽しめます。
館内には常駐の学芸員さんがい
ますので、手が空いていたら面白
い話を聞かせてもらえるかも！？

スメ！
これもオス

第14回

にしお 本まつり

開催日

10月26日㈯・27日㈰

会 場

岩瀬文庫、西尾市立図書館

毎年10月の最終土・日曜日に開催される「にしお本まつり」。本を
テーマとする催しを通してß本のまち西尾àを広く知っていただくた
め、岩瀬文庫ボランティアや、多くの市民が運営の中心を担い開催さ
れる催しです。当日は、国登録有形文化財の岩瀬文庫旧書庫内部特別
公開をはじめ、ミニミニ閲覧室や古本市、おはなし会など大人から子
どもまで楽しめる、本にまつわる様々な催しが開催されます。
※にしお本まつりについて詳しくは、西尾市岩瀬文庫ホームページをご覧ください。
問い合わせ先：にしお本まつり実行委員会事務局（TEL 0563-56-2459）

▲本まつりのようす
令和元年10月 No.783
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建物・館内は
撮影OK！

館内外の壁や柱のあち
こちに、蔵書を模写し
た壁画が全部で30点
プリントされています。
来館の際には、ぜひ探
してみてください。

（企画展・蔵書は不可）
ロビーを抜けた階段には
こんな顔はめパネルが！
記念に1枚パシャ！

文字だけじゃない！？

岩瀬文庫の蔵書は、その内容が多岐にわたることが特
徴です。歴史、国文学、本草、地誌、絵本・巻物、地図
類などの古典籍から近代の実用書まで、幅広い分野や時
代の書物が最適な環境のもと保存されています。

多岐にわたる蔵書あれこれ

▲『住吉物語』

奈良絵本
優美な書体で書かれた物語や御伽草子に極彩色の挿絵を添
▲『枕草紙』

え、金箔などで美しく装丁した絵本です。

柳原文庫本
重要文化財をはじめ、様々なジャンルの蔵書を
手に取って閲覧することができます
（18歳以上）
。

京都の公家・柳原伯爵家の旧蔵本で、約1900点あ
まつりごと

ります。日記や 政 など、公家の特色ある書籍を多く
含みます。

ᒩ 〜岩瀬文庫資料にみる茶のさまざま〜

岩瀬文庫企画展

10月12日㈯〜令和2年1月19日㈰
西尾市岩瀬文庫2階 企画展示室

至 名古屋

至安城

入場
無料

■開館時間／9時〜17時
■休館日／月曜日（祝日を除く）
・
第3木曜日・年末年始

Information

安城西尾ＩＣ

岩瀬文庫

日本初の古書ミュージアム

バス停
Ｒ23

鶴城郵便局
洋服店

鶴城丘高校

米津駅

西尾口駅

伊文神社

米津橋

上塚橋
桜町前駅

康全寺
西尾市民病院

八ツ面山
▲
小島江原ＩＣ

岩瀬文庫

総合福祉センター

岡崎信用金庫
西尾・西尾南支店

シャオ

西尾駅

西尾駅
西尾市役所

西尾東IC

至一色

公共交通機関ご利用の場合
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・名鉄西尾線西尾駅より徒歩20分または
タクシーで10分（西尾駅観光案内所で、
レンタサイクルも借りられます）

お車をご利用の場合
・国道23号 小島・江原
インターより約10分

住
所：愛知県西尾市亀沢町480
電話番号：0563-56-2459
FAX番号：0563-56-2787
開館時間：9時〜17時（文庫資料の閲覧は16時まで）
休 館 日：月曜日（祝日は開館）、年末年始
館内整理日（7月から9月を除く毎月第3木曜日）

Okashin News
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作品展「あいちアール・ブリュット展」
2019年９月11日㈬〜９月16日
（月・祝）
、名古屋市
民ギャラリー矢田において県内の皆さまから応募いた
だいた673点の公募作品や過去のあいちアール・ブ
リュット展で２回連続入選された方、アート雇用で開
催されている作品を中心として特別展示で紹介する
「あいちアール・ブリュット展」が開催されました。
当金庫は、一般社団法人アティックアート及び愛知
県と連携して、展示作品の中から原画を選定し、ノベ
ルティグッズの作成を予定しております。

防災訓練実施
2019年９月２日㈪、
「東海地震警戒宣言
が発令された」
と想定して、防災訓練を全
店で実施しました。当金庫本部ビルでは、
岡崎市消防本部のご指導をいただき、当
金庫職員による
「消火訓練」
「
、ＡＥＤの実技
訓練」
「
、起震車体験」
等を実施しました。

献血に参加
2019年９月12日㈭、日本赤十字社愛知
県赤十字血液センターから献血要請を受け、
本部敷地内において当金庫職員24名が献
血に参加しました。

2019年10月 No.783
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守り育てる資産運用をご提案します

なごみの杜 の特徴
※購入時手数料：
１．
０８％
（消費税込）

日米欧の国債、
日米欧の株式指数インデックスを中心とした
運用を行い、
リスクを抑えつつ安定的な収益の確保を目指します。

【投資信託に関するご注意事項】
投資信託は、
預金、
保険契約ではありません。
投資信託は、
預金保険機構、
保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
当金庫が取扱う投資信託は、
投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
投資信託は、
元本および利回り・分配金の保証はありません。
投資信託は、
組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の
影響により、基準価額が下落して元本欠損が生ずることがあります。また、
外貨建て資産に投
資する場合には、
為替相場の変動等の影響により、
基準価額が下落して元本欠損が生ずるこ
とがあります。
投資信託の運用による利益および損失は、
ご購入されたお客さまに帰属します。
投資信託のご購入時には、
買付時の１口あたりの基準価額
（買付価額）
に最大3.30％
（税込）
を
乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、
換金時の基準価額に最大0.5％の信託財
産留保額が必要となります。また、
これらの手数料とは別に投資信託の純資産総額の最大年
2.0505％
（税込）
を信託報酬として、
信託財産を通じてご負担いただきます。
投資信託の取得のお申込に関しては、
クーリングオフ
（書面による解除）
の適用はありません。
投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書（交付目論見書）お
よび目論見書補完書面等を必ずお読みいただき、内容を確認・理解された上で、ご自身
でご判断ください。
商号等／岡崎信用金庫

登録番号／登録金融機関 東海財務局長
（登金）
第30号

詳しくは当金庫の窓口または
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加入協会／日本証券業協会

0120−053−060にてお尋ねください

自動車購入をご検討のお客様へ

ネット申込ＯＫ
郵送契約ＯＫ

毎月一回発行
発行所 岡崎市菅生町字元菅四一

おかしん カーライフプラン
ご融資金額

期間限定

1,000万円まで

ご融資期間

最大10年

金利優遇キャンペーン実施中

キャンペーン期間：2019年２月18日㈪〜2019年12月31日㈫
（2020年3月31日までの実行分に適用）

カーライフプラン

カーライフリピートプラン

最大優遇後※

通常金利

年3.78％〜年

最大優遇後※

1.68%

通常金利

年3.54％〜年

（ご融資期間５年以内／固定金利）

1.47%

※お取引状況により優遇幅は変動します

（ご融資期間５年以内／固定金利）

※お取引状況により優遇幅は変動します

カーライフプランの４つ の 特徴
特徴１

ご来店不要
でも契約可能

特徴２

特徴３

車のご購入から車検まで

お得な
金利プラン

幅広い
お使いみち

特徴４
他金融機関からの

お借換可能

をご用意しています

キャンペーン

特別金利

発行／岡崎信用金庫 編集／地域振興部
電話︿〇五六四﹀二五│七二一三
︵ http://www.okashin.co.jp
︶

■ご融資期間／３ヶ月以上10年以内（1ヶ月単位）。
５年以内は固定金利、
５年超は変動金利になります。
■ご融資金額／10万円〜1,000万円（1万円単位）
■お使いみち／新車購入、中古車購入、バイク購入、電動アシスト自転車購入、パーツ・オプション購入・取付、免許取得、車検・修理、自動車保険、車庫設置、
自動車ローンの借換えなどの資金（ただし、営業用車両や個人から購入する場合は除きます。）
■保証料／金利に含まれます。
■ご利用いただける方／年齢が満20歳以上満65歳未満の方、公的健康保険制度に加入している方、安定継続した収入のある方、当金庫の営業地区内に居住
あるいは勤務されている方、一般社団法人しんきん保証基金の保証が得られる方
■ご返済方法／固定金利の場合、元利均等返済（ご融資金額の50％以内でボーナス返済併用も出来ます）、変動金利の場合、元利均等返済または元金均等返済
のいずれかを選択出来ます。
（ご融資金額の50％以内でボーナス返済併用も出来ます）
■担保・保証人／一般社団法人しんきん保証基金が保証しますので担保・保証人は不要です。
■必要書類／本人確認書類（運転免許証など）、健康保険証など、資金使途確認書類（見積書、請求書など）、年収確認書類（源泉徴収票など）
■その他／ご融資金は、原則としてご購入先へお振込みいただきます。なお、振込み手数料については、お客様負担となりますので、あらかじめご了承ください。
＜対象条件＞下記１項目該当で年0.45％〜年0.70％優遇。最大３項目まで。
■ 給与振込または公的年金振込を当金庫でご利用になっている方。
■ ５大公共料金の口座振替を当金庫で３種類以上行っている方。
■ 当金庫で住宅ローンを利用されている方。
■ 優良運転者または18歳以下の子供さんがいる世帯の方（18歳に達した最初の3月31日までの申込受付分まで）
■ 来店不要型で申込みされる方

＜リピートプラン条件＞
当金庫のお取引で次のいずれかに該当する方は、
リピートプランが適用されます。
① しんきん保証基金保証付のカードローンをお持ちの方（同時申込も可）
② しんきん保証基金保証付の個人ローン・住宅ローンをご利用の方

詳しくは
こちらを
ご覧下さい。

（「当初ご利用から6ヶ月以上経過されており、直近の約定返済が行われている方」もしくは「ご利用が無くなってから3年以内の方」）
□ 実際にお借りいただく日の金利が適用となり、お申込時の金利と異なる場合があります。
□ 一般社団法人しんきん保証基金が保証しますので担保・保証人は不要です。
□ 金融情勢の変化などにより内容を変更・中止させていただく場合がございます。

□ 毎月のご返済額等につきましては、本支店窓口で試算いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
□ 審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
□ 詳しくは、本支店窓口までお問い合わせください。なお、窓口に商品概要説明書をご用意しております。

