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が　　らく　　た　

 今月 1月 19日は、「家庭消火器点検の日」です。11月 9日は消防庁が定めた「119の日」であるため、

全国消防機器販売業協会が1と19で「119」となることから1月19日を記念日として制定しました。

＜消火器のことがよくわかる本＞

図解　消防設備の基礎　　　　　　　　　　　　山田信亮他著　2011 年 12 月刊　528.6/ ｽﾞｶ

おもしろサイエンス　火災と消火の化学　　　　中井多喜雄著　2011 年  1 月刊　317.79/ ﾅｶ

「分解！」日用品・自転車を分解してみると！       　 堀内篤著   2005 年  6 月刊　530/ ﾎﾘ

もののしくみ大図鑑　　　　　　　　　　　　　村上雅人監修　2011 年 10 月刊　J500/ ﾙﾎﾞ

こちらに紹介した本は２階に展示してあります

＜火事が起こる原因と消火の原理＞
火災で物が燃えるには４つの原因があります。燃える物、空気、高い温度、と

止められない火の連鎖反応です。そのために消火を行うには、４つの原因のうち

一つでも除けば消火できます。消火には４つの方法があります。

１、除去消火：燃えている周りの可燃物を取り除きます。２、冷却消火：燃焼し

ている物から熱を奪い、着火前の温度以下に下げます。（一般的には水をかける

こと）３、窒息消火：空気の供給を遮断する方法。泡の消火剤や燃えないガスを

噴霧すること。（図書館の地下書庫はこの方法で消化します）４、負触媒作用：

化学薬品で酸化作用を抑制し、燃焼の連鎖反応を弱めます。

＜消火器の準備＞
実際の火災の初期消火ではバケツの水で消えない火を消すのに、消火器は非常に効果がある道具で

す。消火器を使うような事態にならないよう日頃、気をつけることが大切ですが、万一の発生時には

設置されている消火器をあわてず正しく使用できなくてはなりません。そのためには、いざというと

きのために訓練などにも積極的に参加し使用方法に慣れておくことも大切です。また、使用期限が切

れたものによる事故も増加しています。「点検の日」が定められるぐらいですから、消火器の耐用年

数も確認しましょう。

家庭に消火器を設置する場合には、Ａ火災＝普通火災（木材、紙、繊維などが燃える火災）、Ｂ火

災＝油火災（石油類その他の可燃性液体、油脂類などが燃える火災）、Ｃ火災＝電気火災（電気設備・

電気器具などの火災 ）の 3種類に対応するものがよいとされています。家の大きさや構造にもより

ますが、一般的な多くの火災に対応できるＡＢＣ粉末消火器を設置し、念を入れて台所にはてんぷら

油用の小型の消火器具（スプレー缶など）を設置するのが良いのではないでしょうか。

　寒い日々が続きますが、くれぐれも火の元にはご用心ください。



　　　　　　

　　　　　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。今月は冠婚葬祭シリーズ第 3弾「冠」の成人式についてです。

　冠婚葬祭の「冠」は「かんむり」のことで、男子が成人を迎える「元服」の儀式でかんむりをつ

けたことに由来します。この元服が現在の成人式のルーツと言われます。元服は貴族や武家の 15

歳前後の男子が成人になったことを示し祝う儀式で、衣服を改め前髪を落として月
さかやき

代（額の上の部

分の髪）を剃って、幼名を変えて烏帽子名（元服名）を新たに付けました。町人や地方の豪商でも

元服をおこなっていた例があり、多治見では江戸時代末期に美濃焼物販売で活躍した三代西浦圓治

が、幼名慶九郎から元服して道助という名に変わったという記録が残されています。また、庶民の

間で受け継がれてきた成人を迎える儀礼には、褌
ふんどし

祝いや兵
へ こ

児祝いという初めて褌をしめる儀式があ

ります。その儀式の後に、村の若者組・若衆組に加入すると大人として認められていきました。

明治 9年（1876）の太政官布告により男女とも 20 歳で成人と定められ、現在も民法で 20 歳が

成人とされています。現在のような成人式が行われるようになったのは、昭和 23 年（1948）の「国

民の祝日に関する法律」で 1月 15日が「成

人の日」とされてからで、翌年の昭和 24

年からは多治見でも成人式が行われまし

た。当時は「成人祭」「成年祭」という名

称で各学区ごと、市と婦人会の共催で行

われました。昭和 23 年 12 月 23 日発行

の「週刊たぢみ」（現在の広報）には翌月

1月 15 日に行われる「成年祭」の案内が

載っています。ここには対象者は男子が

数えで 21 歳、女子が数えで 18 歳となっ

ており、女子の成人年齢の認識が現在と

異なっていたことがわかります。式では

器楽演奏やダンス、レクレーション、

写真撮影など盛大に行われました。

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　～　冠婚葬祭シリーズ③成人式　～

 
　　＜　参考文献　＞

　「多治見市史通史編上巻」（多治見市）1980 年刊　ﾀ 092.15/ ﾀｼﾞ

　「週刊たぢみ　昭和 21 年～昭和 24 年　第一～一六五号」（多治見市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1946 年～ 1949 年刊　ﾀ 093.18/ ﾀｼﾞ /58D6 

　「週刊たぢみ  昭和 25 年～ 26 年」（多治見市）1950 年～ 1951 年刊　ﾀ 090.51/ ﾀｼﾞ /58D6

　「週刊たぢみ  昭和 27 年～ 28 年」（多治見市）1952 年～ 1953 年刊　ﾀ 093.18

　「週刊たじみ  昭和 29 年～ 30 年」（多治見市）1954 年～ 1955 年刊　ﾀ 093.18/ ﾀｼﾞ /58D6

　「週刊たじみ  昭和 31 年～ 32 年」（多治見市）1956 年～ 1957 年刊　ﾀ 093.18/ ﾀｼﾞ /126 右

     ▲昭和 44 年多治見市成人式　（市民センターで行われた）  



　　　　　

　　　　　　

今月の
　ｵｽｽﾒ

　

   　 　　読み応えたっぷりの本

『とっぴんぱらりの風太郎』 　　　　　　752 ページ　 万城目学著　913.6/ ﾏｷ

　　　　　　　　　　　
  『ぼんくら』『日暮し』『おまえさん』シリーズ      
　　　　　　　　　　　　　計 2308 ページ　宮部みゆき著　913.6/ ﾐﾔ

　いつも摩訶不思議な世界でワクワクさせてくれる万城目さんの初めての

時代小説。一つの瓢箪との出会いから、“究極のニート”プー太郎の運命

が変わっていく。大阪冬～夏の陣、“忍び”風太郎は天守閣を目指す。

　スピード感あふれる後半は、読み応えたっぷり。彼の“あの小説”へ

と繋がってきますよ。

ミステリー・ＳＦ・・・など、引き出しが沢山ある宮部みゆきさんですが、中でも

時代物は秀逸。一日一日を一生懸命生きる市井の人々が、活き活きと描かれていて

おすすめです。

本所深川“ぼんくら”同心、井筒平四郎と甥っ子の美少年弓之助が、江戸の町にお

こる事件を解決していきます。話が進むにつれ素敵な登場人物が増えていきますが、

単行本『おまえさん』には相関図が付録についていますので、そちらもご参考に。

　　　　　　　　　　　
明けましておめでとうございます。寒い日が続きますね。
あたたかい部屋でこたつに入りながら、ボリュームたっぷり、ページ数たっぷりの小説はいか
がでしょうか。今回は、そんな事にこだわりながら、“時代小説”３作品紹介したいと思います。

  『光圀伝』　　　　　　　　　　751 ページ　　　冲方丁著　913.6/ ｳﾌﾞ
　誰もが知っている“水戸黄門様”の一代記ですが、諸国漫遊もせず印籠も出てきません。そ

こには表紙の虎のように荒々しくまた愛情に満ちた、とても魅力的な“水戸光圀”がいます。

やがて水戸藩主になった光圀は、大事業「大日本史」編纂に乗り出すが・・・。

「天地明察」の“彼”も登場します。

　休館日のお知らせ            

～蔵書点検って何でしょうか？～

　 図書館で１年に 1回行う作業です。資料があるべき棚に並んでいるか、コンピュータのデータ

と実際の資料が一致しているか？　汚損、破損の資料はないかなど、蔵書の状態を調査・確認しま

す。利用者のみなさんに快適に利用して頂くための作業ですので、ご理解いただけると幸いです。

※　休館中のご返却は、返却ポストにお願いします。

ただし、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。

1 月 21 日（火）～ 1 月 24 日（金）
   
  蔵書点検作業のため臨時休館

　どれもびっくりするくらいの分厚い本ですが、ぐいぐい引き込まれる魅力的な作品ばかりで

す。長編映画を見るように“エンターテイメント”な世界に浸っては、いかがでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ．Ｋ）

○▲□※　お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会【1月 23 日 ( 木）】は蔵書点検のためお休みします。※□▲○
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1月の行事予定カレンダー

１（水） 休館日 16（木）

２（木） 休館日 17（金）

３（金） 休館日 18（土）14:00 おはなし会（2 階）

４（土） 休館日（館内整理日）　 19（日）

５（日） 20（月）休館日

６（月） 休館日 21（火）休館日（蔵書点検）　

7（火） 22（水）休館日（蔵書点検）　

８（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 23（木）休館日（蔵書点検）　

９（木） 11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階） 24（金）休館日（蔵書点検）　

10（金） 25（土）14:00 おはなし会（2 階）

11（土） 13:00 古文書相談会 26（日）

12（日） 27（月）休館日

13（月） 祝日開館日 28（火）

14（火） 29（水）

15（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 30（木）

31（金）

 図書館サービスに関するコラム

＜返却ポストをご利用ください＞

＜お忘れ物はありませんか？＞

閉館時間中・又は休館日のご

返却は、まなびパーク正面入り口

付近にある返却ポストをご利用く

ださい。但し破損しやすい大型本・

陶磁器関連資料・CD 等の AV 資料

は開館時間中に直接カウンターへ

お返し頂きますようご協力をお願

いいたします。

　返却された本の間から栞や写真、

領収書等がはさんだままになっている

ことがあります。お返しになる前にも

う一度中をご確認ください。


