
消防車と一口に言っても、いろいろな種類があります。分類分け

すると、主に火を消す消火系、はしご車などの救助系、救命を行う

救急車などの救急系、現場本部として指揮・指示を出すための指令

系になります。ここでは、進化を続けている消防車の中でポンプ車

の機能の一つをご紹介します。

火事の現場では小さく見える火でも消火のために予想以上の水を

使っています。例えば、目の前の１リットルで消すことができる

火でも火事現場では蒸発や跳ね返りなどがあるため１００リットル

もの水を放水する必要があります。そこで、消

火能力をそのままで水を節約する方法が考えら

れました。それがＣＡＦＳ「圧縮空気泡消火システム」と言います。薬剤を

混ぜた水に圧縮空気を混ぜて泡にすることで水を１７分の１( 前述の１００

リットルを６リットル ) まで減らせました。この泡消火の特徴は水と比べて

軽いため遠くまで届くことや早いスピードで火に届くので蒸発が少ないので

す。泡特有の効果もあります。泡が物体に張り付き跳ね返りの損失減少効果、

物体表面に広がり燃えているものを覆うことで空気を遮断する消火効果があ

ります。計算上、従来の水だけの消火能力の１７倍の効果になります。

消防車の能力がどれだけ上がっても火事を出さないことが大切です。まだ、

乾燥した季節が続きますがくれぐれも火元にはご用心下さい。

図書館と本をより楽しむための情報誌
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理系男子の我楽多箱おじ
さん

が　　らく　　た　

　　　　

まだまだ、火の恋しい季節ですね。今月３月７日は消防記念日として制定された日です。

消防署は市町村を基本とした「自治体消防」として誕生しました。「自らの地域を自らの手で火

災やその他の災害から守る」ということへの理解と認識を深めるための日です。そこで今回は消

防車や消火についてお話します。

  く　消防のスゴイことがわかる本　＞
  ・消防車のヒミツ８０                                                   木下慎次著   2008 年 12 月刊  317.79/ ｷﾉ
  ・こんなにスゴイ！日本のレスキュー隊                           菊地雅之著   2011 年  6 月刊  31.7.79/ ｷｸ
  ・消防がスゴい                                                            木下慎次著   2011 年 12 月刊  317.79/ ｷﾉ
  ・のりもの図鑑ＤＸ 3　サイレンカー　                         小賀野実監修   2010 年 12 月刊  J537/ ｻｲ
  ・ くらべてみようはたらくじどう車　しょうぼうしゃ　   市瀬義雄監修   2011 年  2 月刊  J537/ ｸﾗ 
  ・「モノ」の仕組み図鑑 8　緊急の乗り物　ｽﾃｨｰﾌﾞ･ﾊﾟｰｶｰ著 / 小巻靖子訳　2011 年  2 月刊  J508/ ﾊﾟｶ 

 

　　　　こちらに紹介した本は２階に展示してあります。

　　多治見市消防署の消防車も「圧縮空気泡消火システム」を使用しています。

＜情報提供・問い合わせ先　：　多治見市消防本部 予防警防課　Tel　22-9232 ＞



　　　　　　　　

　　　
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

　多治見には多くの昔話が残っています。実際にある地名・

神社・祠など身近にあるものが話の題材になっていると、と

ても親しみやすく感じます。古文書などの歴史資料とはまた

違い、その土地で暮らした人々の生活の知恵や願いなどを感

じとることができるのも、地域に残る昔話の良いところです。

笠原に残る昔話「佐
さ

助
すけ

の狛
こまいぬ

犬」は、焼物の産地ならではの

話です。

『むかしむかし佐助という陶工がおりました。佐助は腕のい

い陶工で、村の人からは茶碗作りの名人と呼ばれていました。

ある日佐助は轆
ろ く ろ

轤の前に座り、深く考え込んでいました。自

分は茶碗作りの名人と言われているが、人の作らないものを

作ってこそ本当の名人といえるのではないか。悩んだ佐助は、

神明様の境内にふらりとたちよりました。鳥居をくぐり、ゆ

っくりと社殿に向かった佐助は「そうだ、これだ」と思いつきました。

何かを心に決めた佐助は急いで家へ帰り、土を練りはじめました。それから何かにとりつかれ

たように、昼も夜も作り続けました。

佐助が作っていたのは狛犬でした。何日かかけていくつかの狛犬を作り上げた佐助はそれを

窯に入れ、三日三晩焼き続けました。納得のいくまで何度も何度も狛犬を作り続けて、ようや

く見事な出来ばえの狛犬を焼くことに成功しました。佐助はうまく焼くことができたのは神明

様のおかげと、その狛犬を神社に奉納しました。狛犬のすばらしい出来ばえに村の人々は、佐

助を焼物の名人とほめたたえました。それからも佐助はおごることなくいろいろな焼物を作っ

たということです。』　（『かさはらの昔話』より要約）

　笠原神明宮には佐助がつくった陶
とうせい

製の狛犬が 2対残されています。江戸時代の終わりごろ、

文久 2年（1862 年）・元治元年（1864 年）に奉納された狛犬です。たいへん大きな狛犬で、

元治元年のほうは高さが 86 ｃｍもあります。この狛犬は多治見市の有形文化財に指定されて

います。人々に語り継がれてき

た佐助の狛犬は、現在も多治見

のたからものとして大切に保管

されています。

　郷土資料室には昔話に関する

資料や本もあります。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　　　～　笠原の昔話　～

　　＜　参考資料　＞

　　「笠原町史その１かさはらの昔話」

　　　（笠原町史編纂委員会）　1983 年 10 月刊　ﾀ 092.15/ ｶｻ /1

　　「多治見の文化財　改訂版第 8版補訂版」

　　　（多治見市教育委員会）　2009 年　1月刊　ﾀ 097.09/ ﾀｼﾞ

 加藤佐助作元治元年

　笠原神明宮の狛犬



　　　　　　　　　　　

今月の
　ｵｽｽﾒ

　

～　『　手　帳　を　使　お　う　』 ～

楽しくないと、手帳なんて続かな～い、という人にはこちらはいかがでしょう？

　　　　　　　　　　　

『頭のいい人がしている１日１分のビジネス手帳術』
　　　　　　　　　　桃山　透 / 著　ぱる出版　002.7/ ﾓﾓ

　

　　　　　　　　

　　　『ほぼ日手帳の秘密　10万人が使って、10万人がつくる手帳』
ほぼ日刊イトイ新聞・山田浩子 / 編著　幻冬舎　002.7/ ﾎﾎﾞ

　スケジュールを書き込むだけが手帳の使い方じゃな

い。

　旅行に行ったら切符を貼って、洒落た台詞を思いつ

いたらこっそりひっそり書き留めても良いのです。

　こちらの３冊では便利な機能を備えた数々の手帳と、

それらがどのように使われているかを紹介しています。

　色々な人の色々な手帳を見ていううちに、きっとあ

なたも手帳を書き始めたくなるはず。

　                                       　さあ、手帳生活を始めてみましょう。　　　　（Ａ．Ｆ）

　今年度も間もなく終わり。大きく生活が変わった、あるいは

変わりそう、という人も多いのでは？

　新しい生活、新しい出会い、そして

新しい手帳！

手帳でスケジュール管理を始めたいと

いう人にオススメの 1冊がこちら。

　書き方がわからない、書いてみたけ

れど見づらい、もっと効率的な書き方があるような気がする、

ということはありませんか？

　この本で自分に合った方法がみつかるかもしれません。

『みんなの手帳　選ぶ・使う・極める！』
　　　　　　手帳愛好家委員会 / 編　大和書房　002.7/ ﾐﾝ

　　　　　　　　　　　

『モレスキン　人生を入れる 61 の使い方』　　　 002.7/ ﾓﾚ
堀　正岳、中牟田　洋子、高谷　宏記 / 著　ダイヤモンド社　
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3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）祝日（開館しています）

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　14:00 おはなし会（2 階）　 24（日）

10（日） 25（月）休館日

11（月） 休館日 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） 29（金）

15（金） 30（土）14:00 おはなし会（2 階）　

31（日）

多治見市図書館は登録に年齢や在勤在住の制

限はありません。卒園・卒業を機にお子さん

も図書館の利用者登録をなさいませんか？親

子で是非図書館へご来館ください。登録の際

には住所を確認できるものをお持ちくださる

ようお願いいたします。

 図書館サービスに関するコラム

　お近くでしたらお引越しされてからも是非引き続き図

書館をご利用下さい。住所と電話番号の変更手続きは図

書館カウンターで承ります。変更手続きの際には新住所

が確認できるものをお持ちください。今後利用されない

場合は、お手数ですがカードを図書館までお返し下さい。

＜図書館の利用登録はどなたでもできます＞

＜お引越しのシーズンです＞


