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理系男子の我楽多箱おじ
さん

が　　らく　　た　

３月９日は「さ (3) く (9) さん」（酢酸）の語呂合せから、酢の日として制定されました。今月は

酢についての興味深いお話しをします。

＜お酢のことがよくわかり、おいしい本＞

しっかり食べてカラダの中からキレイになる！お酢レシピ  岩﨑啓子著　   2012 年  4 月刊　596/ ｲﾜ

キチンと体から毒を出す食                                            増尾　清著　   2011 年 12 月刊　498.54/ ﾏｽ

酢ムリエ内堀光康のかんたんお酢レシピ　                       内堀光康監修　2007 年 11 月刊　596/ ｽﾑ

酢てきなごちそう　                                                     金子ひろみ著　2005 年   4 月刊　596/ ｶﾈ

おどろきの栄養パワー　発酵食品の大研究　                　 小泉武夫監修　2010 年   1 月刊　J588/ ﾊｯ

つくって遊ぼう 14　酢の絵本　                                     柳田藤治編　   2006 年   4 月刊　J588/ ｽﾉ

こちらに紹介した本は２階に展示してあります

　＜酢の歴史＞　

酢は、「酒から作る」という字のごとく、また、ビネガーが酸っぱいワインに由来

していることから、アルコールと深い関係にあります。酢の歴史は人間が醸造をは

じめたとほぼ同時期にはじまっています。記録として残っているのは紀元前 5000 年

頃のバビロニアでの酢についての記述が最初で、ナツメヤシ、干しブドウ、ビール

から酢を作っていたようです。

日本では、4 ～ 5 世紀頃に酒作りの技術が中国から伝わったので同じ頃に酢づくり

も行われていたと考えられます。その後、江戸時代にお酒を搾った粕を再利用して

酢づくりが盛んになりました。

＜酢にまつわる話題＞
①代謝アップ・・・酢に含まれる酢酸とクエン酸は血液を流れやすくする作用があ

ります。血流が良くなり新陳代謝があがり、脂肪燃焼に効果があると期待されます。

②疲労回復・・・クエン酸には、疲労物質である乳酸を分解する働きがあります。また、酢自体に糖

分からエネルギーを作り出す仕組みをサポートする働きがあり、エネルギー不足による疲労の回復効

果が期待できます。

③コレステロール管理・・・特に黒酢、玄米酢に多く含まれるリジン、アラニン、ロイシという物質

は善玉コレステロールを増やし、悪玉コレステロールを減らす働きがあります。

④うるおい美肌・・・肌の角質層にある天然保湿因子の半数近くを構成しているのはアミノ酸です。

豊富なアミノ酸を含んだ黒酢は美肌効果を期待できます。

　このように、酢を摂取することは身体にとって有用です。今回はレシピ本も紹介しました。

おいしく食べて、健康を目指しましょう。



　　　　　　　

　　　　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。

　　冬は空気が乾燥し、火事には特に気をつけなければならない季節です。江戸時代には、大

都市や城下町などの住宅密集地でひとたび火事がおこると類焼の被害が大きかったため、消防

制度が発達していきました。

　焼き物の産地である多治見では、古くから防火・鎮火の神様である秋葉様の信仰が深く、12

月には静岡の秋葉神社から御札を受けてお祭りをおこなってきました。しかしほとんどの地方

の村々がそうであるように、多治見でも都

市のような整備された消防制度はありま

せんでした。

　多治見に消防組織ができたのは明治時

代になってからのことです。明治 16 年

（1883）に現在の新町付近で住宅が全焼

しました。すでにそのころ人口が増加し、

住宅が密集していた多治見町では大火災

になる可能性が十分ありました。さらに

翌 17 年には下街道の宿場町であった池

田町屋で 13 戸を全焼する大火災がおき

ました。

　これを機に多治見町、池田町屋では私

設の消防組がつくられ、続いて他の村で

も消防組が発足、明治 27 年（1894）に

公設の消防組が組織されました。

　戦後には常備消防部が設置され、昭和 22 年（1947）市内の各地に消防団が新しく発足しました。

翌 23 年には従来の火消し中心の消防から、予防消防の性格を強くした、新しい「消防法」が公

布され現在に至っています。

　また、消防施設は水鉄砲のような道具が江戸時代から使用されていましたが、明治時代中頃

からは手動でポンプを押して水を出す「腕用ポンプ」が使われるようになりました。大正時代

に入るとガソリンが動力のポンプ車が使われるようになりましたが、移動は手びき手押しでし

た。現在のような消防自動車が多治見で使われるようになったのは大正時代末期になってから

のことです。

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　～　多治見の消防の歴史　～

　       　＜　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

↑多治見消防組が大正 9年に新調したガソリンポンプ車。多治見市域で

は初の装備であった。放水はガソリンエンジンによったが、移動は手引

きであった。



　　　　　　　　　　　

今月の
　ｵｽｽﾒ

　

   　お出かけしましょう～春・夏編～

見直したい日本の「美」　　　日本 桜の名所 100 選　　　　　291.09/ ﾆﾎ

　3月になり、春のおとずれを感じることが増えてきました。

春といえば桜。そんな発想から、今月は日本全国の桜の名所 100

ヶ所を、紹介した本をご案内します。

北海道から沖縄。その中から選ばれた名所の特徴とともに桜の写

真が添えられています。県内では本巣市の淡墨公園、各務原市の

新境川堤と池田町の霞間ヶ渓の 3 ヶ所の紹介があります。2 ページにあるコラム「日本の桜

と鑑賞のツボ」・「日本人と花見」も楽しい 1冊です。

　これから春の行楽など各地へおでかけの際に「桜の名所」おすすめします。

　　　　　　　　　　　

厳しい寒さを過ぎて暖かくなる春から、そして夏へ。
                                                        外へ出て、季節を感じましょう。

  登れる！富士山　　　　　　　佐々木　亨　著　　　　　　291.51 ／ｻｻ

　世界自然遺産となった富士山に、これまで以上に注目が集

まりました。

　この ｢登れる！富士山 ｣は、今年に初の富士登山を考えて

いるかたには、まさに、うってつけの 1 冊です。

登頂のための基礎知識を初め、体力度による行程プラン、登

山口のコース別の紹介など、写真やイラストが多く使われ、

とても見やすい構成の本です。  

　山開きは 7 月からで、春のおでかけのあとの季節です。ま

だ少し先のことですが、今から夏のプランを練って 富士登

頂を目指しませんか。  　　　　　　　　　   　　（ Y . K )

　【第 47 回多治見市文芸祭審査結果発表】

【一般の部】
小説の部　
　文芸祭賞　　　該当なし
  市長賞　　　　南谷　哲雄
　教育委員会賞　鈴木　大三
エッセイの部
　文芸祭賞　　  三尾　富子
　市長賞  　　  福田　　孜
　教育委員会賞　樋口　健司
詩の部
　文芸祭賞　　　西谷　　寿
　市長賞　　　　伊藤　一浩
　教育委員会賞　野尻　隆平

　
歌詞の部
　文芸祭賞　　　竹内　教子
　市長賞　　　　伊佐地春代
　教育委員会賞　西谷　　寿
短歌の部
　文芸祭賞　　  掛樋　嗣征
　市長賞　　　　河田　道子　　
　教育委員会賞  岡田　孝道
俳句の部
　文芸祭賞　　　酒井　節子
　市長賞　　　　柴田　節子
　教育委員会賞　井澤　義夫

おめでとうございます
　
川柳の部
　文芸祭賞　　　村瀬　津矢
　市長賞　　　　古賀由美子
　教育委員会賞　中川　　潔

【小中学生の部】
詩の部
　最優秀賞　小学生作品　　　　該当なし
　最優秀賞　小泉中学校一年　　池庭　大翔
短歌の部
　最優秀賞　滝呂小学校六年　　安藤　優図
　最優秀賞　小泉中学校二年　　小林　彩乃
俳句の部
　最優秀賞　共栄小学校六年　　河本　彩香
　最優秀賞　陶都中学校一年　　西井　太一
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3月の行事予定カレンダー

１（土） 14:00 おはなし会（2 階） 16（日）10:00 まなパーフェスティバル

２（日） 13:00 多治見市文芸祭表彰式（7 階） 17（月）休館日

３（月） 休館日 18（火）

４（火） 19（水）

５（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 20（木）休館日（館内整理日）

６（木） 13:00 よみきかせボランティア養成講座 21（金）祝日開館日

7（金） 22（土）

８（土） 14:00 おはなし会（2 階）13:00 古文書相談会 23（日）

９（日） 24（月）休館日

10（月） 休館日 25（火）

11（火） 26（水）

12（水） 9:00 ブックスタート（保健センター） 27（木）11:00 お母さんと赤ちゃんのためのおはなし会（１階）

13（木） 28（金）

14（金） 29（土）14:00 おはなし会（2 階）

15（土） 14:00 おはなし会（2 階） 30（日）

31（月）休館日

 図書館サービスに関するコラム

　【Wi-Fi 使えます】 【まなパーフェスティバル

                          にお越しください】まなびパーク施設内で公衆無

線 LAN FREESPOT が使えるように

なりました。図書館内でもお使い

頂けます。ご利用にはパスワード

が必要です。パスワードは利用規

約と一緒に 1 階・5 階・6 階でお

渡ししていますのでどうぞご利用

ください。

　図書館からは「写真展・焼き物のまち・

まつり・人」と題して、1階マルチスペ

ースで昭和の懐かしい多治見の風景を写

した写真を展示するほか、図書館 2階で

図書館職員の「心に残る一行」の本をご

紹介します。3月 16 日（日）は是非ご来

館下さい。


