
　ウォーミングアップの効果
ウォーミングアップをすることで身体

の動きが良くなることや、ケガの予防に

もなることは、みなさんは経験的にご存

じですね。これは、筋肉・神経・心臓な

どの働きが体温に強く影響されているからです。体温を上げることで、１．エネルギー発生の代

謝を高め、２．筋肉への血流量が増加し、筋肉へ送り込む酸素の量を増加させ、３．神経の伝達

速度を短縮し反応が素早くなります。
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　く　運動をしてみたくなる本　＞
  ・防ごう！治そう！スポーツのケガ　　　  　   山本利春著           2012 年   5 月刊  780.19/ ﾔﾏ
  ・最新トレーニング科学　　　　　　　　　　  石井直方　他著     2011 年   2 月刊  780.7/ ｼﾞﾑ
  ・あなたのエクササイズ間違っていませんか？  桜井静香著　        2008 年　3月刊  780.19/ ｻｸ  
  ・知っておきたいスポーツ医科学      　　　岐阜県アスレティックリハビリテーション研究会編　
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002 年　7月刊  780.19/ ｼｯ  
  ・運動の基本を身につけよう　　　　 　　　　 大澤清二監修 　    2008 年　4月刊  J780/ ｽﾎﾟ　
  ・筋肉の大研究　　　　　　　　　　　 　　 　石井直方監修        2007 年   9 月刊  J491/ ｷﾝ  

　　　　　　　　　　　　　　　　　             こちらに紹介した本は２階に展示してあります。　

  今月は体育の日があります。運動会のシーズンでスポーツの秋でもあります。気候がよくなって
気持ち良い日が続きますが、急に運動を始めると身体を壊す恐れがあります。運動を始める前に
は十分なウォーミングアップをして下さい。今回は、ウォーミングアップの必要性をお話しします。

酵素と体温の関係
ここで重要なのが酵素と体温の関係です。酵素とは、例えば、牛乳を変化させるとヨーグルト

になる化学反応（発酵）を促す物質のことです。身体内では、筋肉を収縮させるのも、神経の反

応も、エネルギーをつくったり、栄養素から身体をつくったりする反応も、酵素が関わっていま

す。我々の身体は、酵素が働くことで生命を機能・維持しています。

酵素はたんぱく質から出来ており、たんぱく質は 37℃前後が一

番活発に働ける温度なのです。一般的な酵素の働きは温度が 10

℃上がると 2.5 倍になります。身体内の酵素は体温が 37.8℃にな

ったときの身体的能力が平常体温時に比べ 30％増加するという

報告があります。この体温に近づくように、体を温めることがウ

ォーミングアップの目的です。このとき筋肉の柔軟性も増します

ので、肉離れや腱の損傷の予防になります。

運動の前には、入念なウォーミングアップを！　脳のウォーミ

ングアップは図書館でどうぞ！　お待ちしています。



　　　　　　　　　

　　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

＜ 展 示 ＞
建物からみる昔の多治見、今の多治見
●期　間　10 月 12 日（金）～ 21 日（日）
●場　所　オープンギャラリー
明治以降、陶磁器産業が盛んになるにつ
れて、多治見の町には暮らしを支える様々
な建物が建てられました。建物の変遷を
たどりながら、多治見のまち、人々の暮
らしを紹介します。

 少し涼しくなってきてスポーツをするのにぴったりな

この季節。今回は多治見市内のスポーツ施設のひとつ「多

治見市営球場」についてご紹介します。

昭和 24 年 11 月、多治見市営球場は当時としては県下

に誇る野球場「多治見スタジアム」として、1300 万の

巨費をかけて建設されました。完成記念行事として東濃

地方でははじめてプロ野球のオープン戦が行われ、（西

日本パイレーツ対阪急ブレーブス）詰めかけた観客の歓

声に沸きました。オープン戦間近の週刊たぢみには次の

ような記載があります。「日本野球の最高技を我らの郷

土で目のあたり満喫できる喜び…スポーツの殿堂多治見

スタジアムの球宴開きを飾る一戦こそ東濃野球ファンの

誰しも描いた多年の夢を、遂に結ばせるものである」こ

の文面からも市民がこの日を楽しみにしていたのが想像できます。

昭和 25 年多治見スタジアムは市に移管され、名称も「多治見市営球場」に改称されました。

昭和 40 年の岐阜国体には軟式野球の会場として使用され、その後は市民のスポーツの拠点とし

て広く使用されるようになりました。

そして現在開催中のぎふ清流国体では、前回の国体に続き再び軟式野球（公開競技）の会場

となります。47 年の時を越えて多治

見市民のスポーツの殿堂にどんな歴史

が刻まれるのでしょうか。

多治見タイムトラベル　～スポーツの殿堂　多治見スタジアム～

　　＜　参考文献　＞
　　多治見市      『多治見市史通史編下巻』  　　　      1987
　　多治見市      『週刊たぢみ』　　　　昭和 24 年 12 月 8日

＜ウォーキング＞
●期   日　10 月 21 日（日）
●時   間　9時 30 分～ 12 時
●持ち物　運動に適した服装、雨具
●参加費　500 円
●定　員　25 名
●申込み　10 月 4日（木）9時～
　　　　　まなびパークたじみ 5階受付

まなびの散策とは、まなびパークを起点に多治見の町を知りつくす気軽で知的なウォーキングイベ
ントです。今回は町の中に残る古い建物（昭和４０年以前）をテーマに、その建物を使用してい
た人々の様子や背景、今にひっそりと残る当時の面影などを探っていきます。

 

「町に残るノスタルジックな建物めぐり」
第5回まなびの散策　

 



今月の
　ｵｽｽﾒ

　

食欲の秋です。 健康的で美味しい食生活を送りましょう

酢には食欲を増進し消化を助ける効果があります。塩分控え目で

もしっかり味がつくので、高血圧症の方など塩分を制限されている

方にもお勧めです。身体に良いと判っていても、お酢を使う料理の

レパートリーはなかなか広がりません。そんな時はこの本で。ＣＭ

で人気のメニューからデザートまで、ミツカンのメニュー開発チー

ムによるお酢料理９２レシピを紹介しています。表紙写真の料理を

実際に作ってみましたが、酸味が程よく効いて美味しかったですよ。

　　　　　　

　　　　　猛暑の季節がやっと終わり、多治見にも待望の涼しい季節がやってきました。美味

しい旬の食べ物が出回り始めて、いよいよ本格的な食欲の秋を迎えます。今回は身体

にいいと言われるお酢やごま油を使った企業監修のレシピ集をご紹介します。どちら

も社員がおすすめする美味しい使い方がたくさん掲載されています。おなじみの調味

料を使って、料理のレパートリーを増やすのにお役立て下さい。今回紹介した本の他

にも、今年は企業監修のレシピ集がたくさん出版されています。2階の 1番の棚にあ

りますのでこちらも是非ご覧ください。

　　　　　　　　　　　

『ミツカン社員のお酢レシピ』　596/ ﾐﾂ　

　　　　　　　　　　ミツカン / 監修　幻冬舎（113412845）

　　　　　　　　　　　

『かどやの純正ごま油ごまの香りたっぷりレシピ』596/ ｶﾄﾞ

　　　　　　　　TJ ﾑｯｸ　宝島社（113431324）

『かどやの純正ごま油　』胡麻から搾ったごま油は、胡麻と同じ

ように栄養がたっぷりあります。ごま油は酸化しにくく、ヘルシ

ーと言われているオリーブオイルとカロリーが同じ。調味料の感

覚で、いつものメニューに「チョイ足し」してみましょう。イン

スタントラーメンやコンビニの焼きおにぎりなども、コクが出て

美味しくなるそうですよ。巻末に紹介されている「瓶の底に残っ

たごま油の使い切りドレッシング」のレシピは、是非上のお酢と

醤油を足して作ってみたいと思いました。

（担当：M.K）
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10月の行事予定カレンダー
１（月） 休館日 16（火）

２（火） 17（水）

３（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 18（木）休館日（第三木曜日・館内整理日）　

４（木） 19（金）

５（金） 20（土）14:00 おはなし会（2 階）

６（土） 21（日）まなびの散策ウォーキング

7（日） 22（月）休館日

８（月） 祝日開館日 23（火）

９（火） 24（水）

10（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 25（木）11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階）

11（木） 11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階） 26（金）

12（金） まなびの散策関連展示　（21 日まで） 27（土）14:00 おはなし会（2 階）　

13（土） 13:00 古文書相談会　14:00 おはなし会（2 階）　 28（日）

14（日） 29（月）休館日

15（月） 休館日 30（火）

31（水）

本館・子ども情報センター・笠原分館の 3館なら、ど

の施設でも返却ができます。資料の取り寄せや予約資料

の受け取り館も指定でき、インターネット資料予約の際

にも受け取り館を選択できますのでどうぞご利用くださ

い。

 図書館サービスに関するコラム

多治見市内の市立公民館（旭ヶ丘・市之倉・小泉・精華・南姫・

養正・脇之島）の窓口で図書館の本を取り寄せて借りる事

ができます。図書館から離れた場所にお住まいで、公民館

を利用される方には大変便利です。貸出には図書館の利用

者カードが必要です。また、公民館経由で借りた本は公民

館にご返却ください。詳しい利用方法は図書館へお問い合

わせください。

＜本館で借りた資料を分館に返すこともできます＞

＜市立公民館窓口経由で資料の貸出・返却・予約ができます＞


