
　彗星は太陽系の遠いところからやって来る太陽系の仲間です。その彗星の構

造を一口で言うと「汚れた雪だるま」というのが当たっています。泥、砂が混

じった水や二酸化炭素などが凍った塊です。大きさは、大多数のものは 1ｋｍ

から 4ｋｍぐらいです。これを核といいます。太陽に近づいて来ると太陽のエ

ネルギーで核から蒸発したガスが取り巻きます。この状態をコマと言い、大き

さは 10 万ｋｍから 100 万ｋｍとなります。ちなみに地球の直径が 1万 2千ｋｍですから、大変

大きいことがよく分かりますね。

　彗星は別名「ほうき星」と言われるように、彗星の特徴はその尾にあります。明るく長い尾を

伸ばした姿ほど美しいものはありません。核から放出されたガスやチリが長く伸びたものが尾で

す。この尾は太陽からのエネルギーにより太陽の正反対にほぼ直線状に出ます。汽車の煙のよう

に進行方向の後ろに流れる状態とは違います。地球上ではなかなか考えにくい現象です。

尾の長さ 1天文単位（太陽と地球の距離＝ 1億 5千万ｋｍ）以上になるものがあり、長いもの

では約 4天文単位になったものもあります。構造や科学を知っている私たちでも驚く現象です。

彗星は 10 年に２～３個が大きく明るくなると言われています。今回は１年で２個も大きくなり

そうです。この彗星は、世の中に良い予兆でありますように願いたいですね。
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古来より吉凶の予兆として眺められてきた彗星。その仕組みを知らなかった昔の人は突然現れる

彗星にさぞかし驚いたことでしょう。今年は 3月にパーンスターズ彗星、11 月にアイソン彗星が

非常に明るくなるのではないかと予測されています。今回は彗星の仕組みにについてお話します。

く　彗星や宇宙が楽しくなる本　＞
  ・宇宙旅行ガイド１４０億年の旅       福江　純編集                                2005 年 12 月刊  440/ ｳﾁ
  ・宇宙のかけら　                               竹内　薫著　                       2008 年 12 月刊   440/ ﾀｹ
  ・イラスト図解　天体  　　　　　　  渡辺潤一監修                          2009 年  7 月刊   440/ ﾃﾝ
  ・こども大図鑑　宇宙          キャロル・ストット著  　梶山あゆみ訳   2012 年  5 月刊  J440/ ｽﾄ
  ・宇宙ランキング・データ大事典       布施哲治監修                          2012 年  8 月刊  J440/ ｳﾁ  

 

　　　　こちらに紹介した本は２階に展示してあります。

《第４６回多治見市文芸祭表彰式のお知らせ》
日時：平成２５年２月２４日（日）午後１時から（１２時３０分より受付）

場所：まなびパークたじみ７階多目的ホール

●表彰状授与　午後１時から　　●講 評 会　  午後２時１５分から

　表彰式及び朗読会終了後、部門ごとに審査員を迎え講評会を開きます

●作品展示　２月２０日（水）から２月２４日（日）（最終日は正午まで）

　　　　　　まなびパークたじみ１階オープンギャラリーにて上位入賞作品を展示します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問合せ先 :多治見市図書館 0572 － 22 － 1047



　　　　　　　　　

　　
図書館の郷土資料室では、多治見の古いものから新しいものまで歴史資料を数多く所蔵しています。

このコーナーでは、図書館に所蔵している資料を使って、昔の人々の暮らしを紹介していきます。

 　郷土資料室 ～探検～ コーナー

　道を歩いているとあちこちに小さな祠や石仏があることに気づ

きます。道ばたにひっそりとたたずむ石仏は、通りをじっと眺め

て私たちを見守ってくれているかのようです。

　さまざまな石仏の中でも頭上に馬の顔をのせた馬
ば と う

頭観
かんのん

音は、輸

送に関わる石仏として街道沿いに多く見られます。

　馬頭観音は怒った顔をしていて、顔と腕が複数あります。これ

を顔と腕の数によって三
さ ん め ん ろ っ ぴ

面六臂（顔が3つ、腕が6本）、四
よ ん め ん は っ ぴ

面八臂（顔

が 4つ、腕が 8本）などといいます。手には宝輪や剣、数珠など

を持ち、すべての人々の苦しみを絶つ菩薩として信仰をあつめて

きました。馬の頭をのせていることから、馬に荷物をのせて運ん

でいた時代には街道の守り神としても祀
まつ

られました。

　多治見では主産業である美濃焼を輸送するために馬が多く使わ

れました。そのため多治見に残る馬頭観音には、「馬
うまかた

方連
れんちゅう

中」「馬
うまもちちゅう

持中」

などの銘が石に刻まれています。これは馬での輸送を職業とした人々

が供養や道中安全を願って建てたものです。また「右たじみ　左ねもとみち」のような文字が

刻まれたものもあり、道しるべとしての役割もあったようです。

　また馬頭観音の中には「競馬会連中」と刻まれたものもあります。荷物輸送や農耕用の馬を

使い、娯楽として競馬が行われていました。休みの日には河原で競馬を楽しんだ、という話が

残っています。この馬頭観音は、競馬を楽しむ人々が馬の供養にと建てたものと考えられます。

馬頭観音は庶民の暮らしに密接した石仏として親しまれてきたことがわかります。

　郷土資料室では市内の石仏を調査し

た資料や、石仏を調べるための本もあ

ります。興味をもたれた方はぜひ郷土

資料室へお越しください。

多治見タイムトラベル　　　～　道ばたの石仏　～

　　＜　参考資料　＞

　「石仏探訪必携ハンドブック」（日本石仏協会編）2011 年

　「今渡街道～美濃焼の輸送ルートをたどって～」

　　　　　　（多治見市史窯業史料編を読む会編）2011 年

 競馬会が建てた馬頭観音

（大日町　大日如来敷地内）

　【第 46 回多治見市文芸祭審査結果発表】

【一般の部】
小説の部　
　文芸祭賞　　　山崎　類範
　市長賞　　　　鈴木　大三
　教育委員会賞　桐山　　正
エッセイの部
　文芸祭賞　　  鈴木　大三
　市長賞  　　  南谷　哲雄
　教育委員会賞　阪野　甲子
詩の部
　文芸祭賞　　　吉川　時枝
　市長賞　　　　戸田　和樹
　教育委員会賞　伊藤　一浩

歌詞の部
　文芸祭賞　　　松原　大地
　市長賞　　　　ささ百合
　教育委員会賞　粟田　照夫
短歌の部
　文芸祭賞　　　山本　陽子
　市長賞　　　　葛西　麻絵
　教育委員会賞　東　　紀子
俳句の部
　文芸祭賞　　　掛樋　嗣征
　市長賞　　　　佐藤　邦子
　教育委員会賞　田口　彦良　

川柳の部
　文芸祭賞　　　三上　武彦
　市長賞　　　　木村奈生美
　市教育員会賞　横江　比呂

【小中学校の部】
詩の部
　最優秀賞　池田小学校三年　　今井咲希
　最優秀賞　南ヶ丘中学一年　　塩澤帆乃香
短歌の部
　最優秀賞　笠原小学校六年　　長江亜紀
　最優秀賞　多治見中学校二年　夏原康平
俳句の部
　最優秀賞　小泉小学校一年　　ばんのあおい
　最優秀賞　南ヶ丘中学校二年　安田風鷹

おめでとうございます



今月の
　ｵｽｽﾒ

　

～児童書から読む 『仕事ってなんだろう』 ～

著者である近藤光一さんは、３０歳の時に生活のため富

士山ガイドの仕事をはじめました。仕事をはじめたばか

りの頃は、年上のツアー客に負けないよう虚勢をはって

仕事を行っていましたが、多くのツアー客とふれあうう

ちに、自らの仕事のやり方を見直そうと思うとともに、

あらためて「富士山ってすごいな」と感じるようになり

ました。

近藤さんは自分だからこそできる富士山ガイドのやり方を探

すため、富士山について調査を行ったり、様々な経験をつんで

いきます。

人をひきつける不思議な力のある富士山。

その富士山でガイドを行う近藤さんの、富士山への想いを受

け取ってください。

　　　　　　　　　　　

『ぼくの仕事場は富士山です』

　　　　　　　　　近藤光一・著　講談社　J786 ／コン

　　　　　　　　　　　

『ヒット商品研究所へようこそ！』

　　　　　　こうやまのりお・著　講談社　J675 ／コウ

子ども達に「ガリガリ君、瞬足、青い鳥文庫ってなに？」とたず

ねたら、きっとこう答えが返ってくると思います。

「みんな、人気があるものばかりだよ」

　ガリガリ君は発売から３０年になる大人気のアイスクリーム。　

　瞬足は運動会で早く走ることができるようにとの思いがつまった

夢のくつ。

　青い鳥文庫は『黒魔女さん』や『若おかみ』シリーズなど、次々に人気作品を生み出し

ている子ども向けの小説。

   三つの商品を作る会社で働く人達の共通点は、「仕事って楽しいぞ！」。

　仕事ってなんだろうともう一度考えることのできる一冊です。

今月紹介をした本は、『世の中への扉』シリーズとして発行さ

れているノンフィクションです。二冊の他にどのようなノン

フィクションが発行されているか知りたいと思われた時には、

どうぞカウンターまでおたずねください。

　　　　　　　　                                                （Ｙ．Ｈ）
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2月の行事予定カレンダー

１（金） 16（土）14:00 おはなし会（2 階）　

２（土） 14:00 おはなし会（2 階）　 17（日）

３（日） 18（月）休館日

４（月） 休館日 19（火）

５（火） 　 20（水）文芸祭展示～ 2/24 午前

６（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 21（木）休館日（館内整理日）　

7（木） 22（金）

８（金） 23（土）14:00 おはなし会（2 階）　

９（土） 13:00 古文書相談会 24（日）13:00 文芸祭表彰式（７階）

10（日） 25（月）休館日

11（月） 祝日・開館日 26（火）

12（火） 27（水）

13（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 28（木）11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階）

14（木） 11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階）

15（金）

3 階カウンターでお預かりしている場合

があります。学生さんの参考書・子ども

さんの靴下、タオル・携帯電話等、もし

お心当たりがありましたら図書館までお

尋ねください。

 図書館サービスに関するコラム

本の間に大切な物をはさんだままになっていません

か？過去には手作りのしおり、はがき、名前入りの領

収書や預金通帳等などをはさんだまま返されたケース

がありました。お返しになる前に今一度ご確認くださ

い。2・3階カウンターではしおりを配布していますの

でご活用ください。

＜館内のでのお忘れ物・落し物は＞

＜本をお返しになる前に＞


