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理系男子の我楽多箱おじ
さん

が　　らく　　た　

 11 月 1 日は我が国の近代的な灯台業務の開始を記念するために制定された灯台記念日です。今年

の灯台記念日は、明治元年から 145 周年を迎えます。今月は、おじさんが抱いた灯台の疑問につ

いて調べてみました。

＜灯台やレンズのことがわかる本＞
よくわかる最新レンズの基本と仕組み　　　　　　　　桑嶋幹著　2013 年   4 月刊行　535.87/ ｸﾜ
イチバンやさしい理工系「レンズ」のキホン　　　　　桑嶋幹著　2010 年   6 月刊行　535.87/ ｸﾜ
図解雑学レンズのしくみ　　　　　　　　　　　　　中川治平著　2010 年   8 月刊行　535.87/ ﾅｶ
日本の灯台（交通ブックス 202）　　　　　　　　  長岡日出雄著   1993 年 12 月刊行　557.5/ ﾅｶﾞ
日本の燈台  100 年  歴史とその旅情                    奥村芳太郎編   1970 年 10 月刊行   558/0

こちらに紹介した本は２階に展示してあります

灯台を見に行った時に灯台のレンズが、ギザギザになっていることに気がつきました。

なぜ？天文を趣味にしているおじさんは、レンズがギザギザになっているのが不思議でた

まりませんでした。

そこで灯台のレンズについて調べてみると・・・・

虫眼鏡で太陽光を集めて黒い紙を燃やしたことがありま

すね？灯台ではこれの全く逆の原理を利用します。レンズ

の焦点に灯台の光を置いて、広がっていく光を集めて水平

に放射します。多くの光を集めるために大きなレンズを使

用しなくてはなりませんが、レンズを薄く、軽く、焦点を

短くする必要があります。そこで、1822 年にフランスのフレネル

さんが新しいタイプのレンズを考案しました。レンズの構造は分厚

いレンズの必要な部分（図１の黒い部分）を残して、不必要な部分（図

１の白い部分）を取り除きます。このままだと作りにくいので円弧部

分をまっすぐにします。ちょうど果物のマンゴーを広げたようにしま

す。するとガラス板にのこぎりの歯のようにギザギザがついたようなレ

ンズ（図２）になります。これでおじさんの疑問が解けました。このレ

ンズは考案した人の名にちなんでフレネルレンズと名付けられました。

フレネルレンズは、像をきれいにつくることができないので望遠鏡や

顕微鏡などには向いていません。「灯台元暗し」と言いますが、身近な

ところではストロボのレンズ、OHP のレンズ、プラスティック製の簡易

なルーペなどがフレネルレンズとして利用されています。

灯台に行ったらデジカメのストロボと比べてみてはいかがですか？

図１　レンズの構造

図 2　ギザギザのレンズ



　　　　　　

　　　　　
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。古文書などの歴史資料から見る昔の冠婚葬祭をシリーズで紹介している、そ

の２は「村祭りと娯楽」です。

昔から、氏神さまの秋祭りはその地域に住む
人々にとっての大事な行事でした。昭和初期まで
は、祭典に臨む地域の代表者は羽織袴で参列して
いました。現在でも礼服姿で参列する人の姿を見
ることができます。
地域の人々が神社に集まり、氏神さまにかかわ
りの深い祭礼日にお酒やお米をはじめ、肉、魚、
野菜などをお供えすることで、健康で仕事に励み、
今より一層地域の人々、ひいては世の中の人々が
幸せに暮らせるようにと願いました。
神輿行列は、神様が神社を離れて町内を巡る
という意味を持っています。神輿を担ぎ旗や武
器などを持って練り歩くことで、氏子の幸せを
祈り、災いを除いてもらいます。神輿行列の先頭で天狗面を被った人が先導をすることがあります

が、これは導きの神の猿田彦であるとも言われています。
市内御幸町の新羅神社では、上町神明神社から御輿行
列が練り歩きます。多治見市史下巻によると行列は以下
の通りです。
行列指令－振りみこし－子供みこし－当元標札－真榊－
猿田彦－神官－白杖－鉾－弓矢－五色旗－御神刀－錦旗
－典儀－斉主－神官－後榊－白杖－典儀－氏子総代－区
長－宮太鼓
また、祭礼の行われる神社周辺は娯楽の中心地となり、
神社境内やその周辺ではたくさんの奉納行事や余興が行
われていました。岐阜県重要無形文化財の「小木棒の手」
や、多治見市の無形民俗文化財となっている「三ノ倉神
楽獅子舞」もその一つです。小木（現諏訪町）に伝わる

棒の手は「無二流」といわれ、棒や鎌、長刀、槍などを持って向かい合って打ち合う形がとられ、
氏神諏訪神社の祭りに奉納されます。愛知県では 70 か所以上で棒の手は伝えられていますが、岐
阜県内は小木のみで、昭和 38 年に県重要無形民俗文化財に指定されました。

このような祭りを知る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　    

　　　　　～　昔の冠婚葬祭　その２　村祭りと娯楽～

 　

　

　　＜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

　「多治見の文化財改訂第８版　補訂版」（多治見市教育委員会）2009 年刊　ﾀ 097.09/ ﾀｼﾞ /65A6

     ▲昭和 44 年（1969 年）新羅神社秋祭り

▲昭和 37 年（1962 年）小木棒の手



今月の
　ｵｽｽﾒ

　

    　写真の絵本　ｂｙ　銀塩カメラ※１

『ぼくのぶんこう』写真・文　駒田匡紀　
　　　　　　　　　　　　　　　ほおずき書籍　376.2/ ｺﾏ

　　　　　　　　　　　  『おばあちゃんは木になった』写真・文　大西暢夫      
　　　　　　　　   　　　　　　　　　ポプラ社　J291/ ｵｵ

　平成１５年３月に閉校となった、中津川市立南小学校川上分校。

消えゆく分校　そこで学ぶ子ども達と見守る地域の方々。

授業風景・夏休み・地域の行事といった日常を共に過ごした著者がそこ

に佇む人達と同じ目線で見て、感じたモノクロ写真が詰まっています。

   今となっては、ダムの底に静かに眠る岐阜県徳山村。

ずっと前から脈々と続いていた徳山村には、

ジジババの知恵と工夫あふれる日々の暮らしがありました。

著者の眼に映った人達・美しい風景が、カラー写真も交えて綴られています。

どちらも「忘れてはいけない大切なこと」を感じられる素敵な本です。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ・Ｙ）

　　　　　　　　　　　
　深まりゆく秋、本と一緒に過ごしていただくのにぴったりの季節と

なりました。

お子さんから大人まで　幅広い年代の方に愉しんでいただける絵本の

ような写真本を　２冊紹介します。

撮影されたのは、わたしたちの住む岐阜県。

そこにある風・音・匂い・・・読む側の想像力を膨らませてくれる写

真からは、目にも心にもじんわり沁みてくるものがあります。

大切なものは何か？を、銀塩カメラと共に探し続けた写真家のお 2人。

写真 1枚毎にフィルムを巻き上げる音、「カシャッ」と響くシャッター音を感じながら、ページ

を読み進めてみてくださいね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※１　銀塩カメラとは、フィルムや感光板を使用するカメラ

 「音と楽しむ絵本の世界」のお知らせ

 
日時：11 月 14 日（木）　11:00 ～ 11:30 の 30 分間

場所：まなびパークたじみ　1階サンルーム

演奏：青木みか　読みきかせ：古川綾子

対象：４ヶ月～（未就園児くらいまでが目安です）

　　　とその保護者の方など

申込：不要　当日開始時間までに会場へお越しください

費用：無料

毎月多くの方にご参加いただいているお母さんと赤

ちゃんのためのおはなし会。スペシャルバージョン

として、オルガン奏者青木みかさんをお迎えし、音

の響き、言葉の響きを親子が一緒に楽しめるコン

サートを行います。

リードオルガンの音

色と読みきかせのコ

ラボレーションをお

楽しみください。

 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会スペシャルバージョン
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11月の行事予定カレンダー

１（金） パネル＆図書展示「アンネ・フランクの生涯」　～ 11/6 16（土）14:00 おはなし会（2 階）

２（土） 17（日）

３（日） 　 18（月）休館日

４（月） 祝日開館日 19（火）　

５（火） 20（水）

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） 14:00 おはなし会（2 階）13:00 古文書相談会 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「音と楽しむ絵本の世界」親子おはなし会（１階） 29（金）

15（金） 30（土）14:00 おはなし会（2 階）

 図書館サービスに関するコラム

　多治見市子どもの権利条例制定 10 周年

を記念して、11 月 6日まで 2階でアンネ・

フランクについてのパネルと関連図書の展

示紹介を行っています。多治見市の読み

切り図書には「悲劇の少女アンネ」（小 6）

と「アンネの日記」（中 1）も含まれてい

ます。是非ご覧ください。

＜ご存知ですか？「読みきり図書」＞ ＜パネル＆図書展示

           「アンネ・フランクの生涯」＞ 多治見市には小中学校の学年ごとに

「読み切り図書」という教育委員会が選

定した推薦図書があります。多治見市

図書館にも各学年の読み切り図書を揃

え、11 月からは館内での展示紹介も開

始します。小学校の読みきり図書を親

子で一緒に読むのも楽しいですし、中

学校の読み切り図書は大人の方にもお

勧ですよ。


