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理系男子の我楽多箱おじ
さん

が　　らく　　た　

 12 月 1 日は「カイロの日」です。カイロの需要がピークとなるのは 12 月だそうです。その最初

の日を「カイロの日」として日本カイロ工業会が制定しました。今月は使い捨てカイロがどうや

って暖かくなるかお話しします。

＜カイロのありがたさやすごさがよくわかる本＞
大人のための高校化学復習帳　                       竹田淳一郎著   　2013 年 5月刊　430/ ﾀｹ
熱をさぐる編２　熱と火の正体　                       板倉聖宣著　   2003 年 3 月刊　426/ ｲﾀ
最新モノの事典　                 最新モノの事典編集委員会編著      2009 年 2 月刊　J503/ ｻｲ
知的財産権３　発明にチャレンジ！　        日本弁理士会監修      2005 年 3 月刊　J507/ ｲﾗ /3
「モノ」のはじまり百科２    くらし・生活用品　山口昌男監修      2004 年 3 月刊　J031/ ﾏﾙ /2

こちらに紹介した本は２階に展示してあります

 

 

＜懐炉の歴史＞
カイロは日本生まれの独特の身体を温める道具で、江戸時代に石を温

めて懐に入れたのが始まりです。明治時代には、炭の粉などを練り容器

の中で燃やす「懐炉灰」カイロとなり、大正時代にはいると、ベンジン

を燃焼させる「ベンジンカイロ」が登場しました。そして、1978 年の使

い捨てカイロの登場で「使い捨てカイロ」が一般的になりました。

＜使い捨てカイロが暖かくなる仕組み＞
　鉄が自然に錆びていくのはよく目にする光景です。これは鉄の酸化、つまり鉄が空気中の酸素と反

応し発熱する現象です。通常、ゆっくり錆びていくので発熱していることがわかりません。素早く反

応が起こるようにしその熱を利用したものが「カイロ」です。

発熱温度や発熱時間は、空気の量と中身の原料比率でコントロールできます。カイロの用途や種類

によって原料の鉄粉、活性炭、保水剤の量や粒の細かさや種類などを工夫されています。

ちなみに、おじさんは記号や数字が大好きです。カイロの構造を化学式で表してみると

　　４Ｆｅ  +     ３Ｏ２      +  ６Ｈ２Ｏ　  →  　４Ｆｅ ( ＯＨ ) ３      + 384 ｋ cal

鉄（4個）+ 酸素（3個）+ 水（6個）　 →　水酸化第二鉄（4個）+ 発熱　となります。

＜使い捨てカイロの不思議発見！＞
カイロの鉄粉を錆びさせるためには鉄の量の 75％もの水

分が必要になります。それにも関わらずみなさんがお持ち

のカイロはサラサラしていると思いませんか？それは、材

料の中の保水剤が多くの水分を保持しながら少しずつ必要

な水分を供給しているからです。水分が多いのにさらさら

しているという相反する構造を実現しています。

　今年の冬、カイロを使うときに鉄が酸化していくカイロのしくみも思い出してくださいね。

     ＜カイロ原料と役割＞



　　　　　　

　　　　　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。今月は大正 7年（1918）に起きた米騒動について多治見に残る資料から紹介

します。

米騒動は米の値段が暴騰したことが原因で起きた暴動で、特に大正 7年の米騒動は全国に波及し、多治

見でも大きな騒ぎとなりました。

8月 13 日の夜、多治見町の西ケ原遊郭の空き地に 500 人あまりが集まり、その中の一人が演説をしよ

うとしましたが、警察官に制止されて退散するという騒動がありました。つづく 14 日には、誰かが「今夜、

平野公園で町民大会を開く」という張り紙を貼ったために、4000 ～ 5000 人が養正小学校の運動場に集ま

り、鐘を打ち鳴らし大声をあげて石を投げて窓ガラスを割りました。さらに、その一部が金毘羅坂を下りて、

町長宅や米穀商を襲撃するという事件がありました。このような不穏な状況は一週間ほど続き、厳重な警

戒がされました。

池田村に残っていた「池田村役場日誌」大正 7年 8月 15 日の記述には、「米価暴騰のため各府県にて騒

擾勃発により救済策として斎藤正助より白米 50俵を 1升 30 銭に廉売方役場にて開始」と書かれています。

その後、町や村では窮民救済のための「臨時救済会」を組織して、米を安価で購入できるようにし、政府

からも資金が割り当てられて米の廉

売にあてられました。また、米無料

券が配布されたり、シャム（タイ）・

台湾・ラングーン（ミャンマー）な

どの外国産の米が町村指定の米穀商

で安値販売されました。

　東濃地方の窯業地帯は岐阜県下

でも最も激しい騒動があったといわ

れています。この騒動に参加して起

訴された者は東濃地方では 146 人に

及びその半数が製陶労働者でした。

　米騒動は自然発生的な蜂起でし

たが、この後の製陶労働者の労働運

動や労働組合結成につながっていき

ました。

このような資料が郷土資料室には

多く保存されています。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　　　　～　米騒動　～

 
　　＜参考文献＞

　「多治見市史通史編下巻」                        （多治見市）                            1987 年刊　ﾀ 092.15/ ﾀｼﾞ

   「おじいさんおばあさんの話　 創立百年」（多治見市立養正小学校育友会）1973 年刊　093.72

　　＜参考資料＞

   「池田村役場日誌　大正 7年」

   「小名田区資料　外国米取扱いに関する規定」

   「小名田区資料　豊岡町臨時救済会規約」   （多治見市図書館所蔵）

       ▲「東京朝日新聞」（大正 7年 8月 14 日）
　　　   　東京・神戸･大阪の騒動が報じられている。  



　　　　　　　　　　　

今月の
　ｵｽｽﾒ

　

   　 冬 に あ た た か く な る 本

『わたしの世界一ひどいパパ』　
クリス・ドネール作／アレックス・サンデール画
　　　　　　　　　　堀内紅子　訳　福音館書店　Ｊ 953/ ﾄﾞﾈ

　　　　　　　　　

　　  『ホームランを打ったことのない君に』      
　　　　　　　　　　　　　長谷川集平　作　理論社　Ｅ / ﾊｾ

　三つのお話がはいっています。バカンス先から、大好きなお兄ちゃん

へ手紙を書く弟のお話、世界一ひどいパパとその娘のお話、担任の先生

に憧れる男の子と先生の息子のお話。あらすじを説明するとこんなとこ

ろですが、読んでみると全然ちがう印象を受けると思います。フランス

の明るい日差しのような挿絵が、お話をひきたてています。

　あなたのそばに、なにかを一生懸命がんばっている人はいますか？

あなたは、がんばっていることがうまくいかなくて、落ち込んだこと

がありますか？「がんばって」の言葉より、がんばるあなたのその姿

が、どこかで誰かを励ましているかもしれません。

　夕暮の街の美しさが胸をうつ絵本です。

　　　　　　　　　　　
　今年も、あっという間に 12 月ですね。

　お歳暮、クリスマス、年賀状などなど、12 月は親しい人や、いつもは会えない大切な人の

ことに思いをめぐらせる機会がたくさんあります。

これからご紹介する本も、読んだらきっと、大切な人のことを思い出しますよ。

  『いっちゃんはね、おしゃべりがしたいのにね』
　   　灰谷健次郎　文／長谷川集平　絵　理論社　Ｊ 913/ ﾊｲ

　むねがどきどきして、おしゃべりができなくなってしまう小さないっち

ゃんが、あんなに大きな勇気をふりしぼることができたのはどうしてでし

ょう？

　リズミカルで柔らかい文と、簡潔な線と色で表された絵が響きあい、お

話のなかにひきこまれます。　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｍ．Ｍ）

 　＜年末・年始休館日のお知らせ＞
　　　平成 25 年 12 月 28 日（土）～平成 26 年 1月 4日（土）
【 お 願 い 】　休館中のご返却は返却ポストにお願いいたします。

※　ただし、破損しやすいＡＶ資料・大型本（美術・芸術・写真集等）・陶磁器関係の資料はポス

　　トへ入れないで下さい。
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12月の行事予定カレンダー

１（日） 16（月）休館日

２（月） 休館日 17（火）

３（火） 　 18（水）

４（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 19（木）休館日（館内整理日）　

５（木） 20（金）

６（金） 21（土）

7（土） クリスマス会（7 階多目的ホール） 22（日）

８（日） 23（月）祝日開館日

９（月） 休館日 24（火）

10（火） 25（水）

11（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 26（木）11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階）

12（木） 11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階） 27（金）

13（金） 28（土）休館日（館内整理日）　

14（土） 14:00 おはなし会（2 階）13:00 古文書相談会 29（日）休館日

15（日） 30（月）休館日

31（火）休館日

 図書館サービスに関するコラム

※これらのサービスは利用登録などでどな

たでも閲覧できます。ただし、図書館の資

料にネット上から予約をされる方は図書館

のホームページまたはカウンターでインタ

ーネット資料予約のパスワード発行を受け

てからご利用ください。

＜多治見市図書館のカーリルレシピ

　　　　　　　　　　　　 を提供中＞

図書館スタッフがテーマ別におすすめ本

のリストを紹介しています。気になった本

はインターネットから予約もできます。

http://calil.jp/user/4381003810

＜多治見市図書館の facebook ページ

　　　　　　　　　　　ができました＞

＜ twitter でも情報提供中です＞
図書館での催し物や本の紹介

を画像入りで紹介しています。

館内の様々な企画展示等もお知

らせしておりますので是非ご覧

ください。

https://www.facebook.com/tajimilib

図書館資料の所蔵資料や館内行事の

ほか、多治見のまちや陶磁器関連イベ

ント情報をおしらせしています。

https://twitter.com/tajimi_lib


