文化のひろば

図書館だより

資料紹介：
「天保十年

松山城下火災図」

期間

ク

６月 28 日（日）午後２時～２時 30 分

申込

保 10（1839）年に約 600 軒が焼失する甚大な被害を出し

自由参加（参加費無料）

た火災の様子を描いたもので、縦 1.3m・横 2.2m の大き

ベビーＢＯＯＫタイム

な絵図です。

期間

あいのまち

２月 29 日の正午ごろに現在の間之町で出火し、その日

申込

下のほぼ全域に及び、町人町のほか、藩士の住む屋敷町、

期間

ふ

絵図は、高梁川を隔てた近似
（落合町近似）から城下を俯

申込

やかな描写が目を引きます。
本資料の一部、紺屋川周辺
（右の写真）を見ると、火の手

期間

と高梁川の船着き場に殺到する様子が描写されています。

した火災図など、江戸時代を中心に備中松山に関する絵図を展
示しています。

成羽美術館
☎
（42）
4455
月曜日休館

つむ

世界がどのような物語を紡いできたのか、宇宙誕
生から現代までの歴史をぜひご覧ください。

自由参加（参加費無料）

新型コロナウィルス感染症対策のため、利用者の皆さんに
マスクの着用や手指の消毒のご協力をお願いしています。ま
た、イベント当日に体調がすぐれない人は参加をご遠慮くだ
さい。参加人数が 15 人を超えた場合は先着順で参加を制限
させていただく場合があります。
また、状況により、イベントを延期・中止する場合があり
ます。

ヨモカ（移動図書館車）７月運行日
※新型コロナウイルス感染症の状況により開館日や開館時間が変わる場合があります。
内容

開館時間

入館料

常設展示 たかはしの歴史と美術
午前９時～午後５時
一般…400 円
「絵図で見る！知る！高梁」
（入館は午後４時 30 分まで） 小・中学生…200 円
※８月 17 日（月）まで
没後 90 年記念

一般…1,000 円
こ じ ま とらじろう
午前９時 30 分～午後５時
高校・大学生…800 円
「児島虎次郎 もうひとつの眼」
（入館は午後４時 30 分まで）
小・中学生…500 円
※８月 23 日（日）まで

企画コーナー
吉備川上ふれあい漫画美術館
一般…500 円
「猫マンガ、はじめました！」 午前９時～午後５時
☎
（48）
3664
高校・大学生…400 円
～猫城主さんじゅーろー写真展～ （入館は午後４時 30 分まで）
小・中学生…300 円
金曜日休館
※８月 30 日（日）まで
常設のみの施設：山田方谷記念館・高梁市郷土資料館☎（22）１４７９／景年記念館☎（21）１５１６（社会教育課）
入館無料の対象：市 内在住の小・中学生（学校休業日に利用する場合）／障がい者手帳を持つ人と介助者１人／
市内在住の 65 歳以上の人（成羽美術館は８月 23 日（日）まで対象外）

Ｒ2 (2020) ６月

７月 11 日（土）午後３時～３時 30 分

まれ滅ぶなど、さまざまな出来事がありました。

やすみ

梁」は、会期を８月17日（月）まで延長しています。上で紹介

高梁市歴史美術館
☎
（21）
0180
火曜日休館

には、数多くの多種多様な生物や多くの文明が生

せ と が わ

高梁市歴史美術館で開催中の常設展「絵図で見る！知る！高

宇宙ができてから多くの時間が流れ、私たちが

瀬戸川 安美 さん

紺屋川から高梁川へ避難する様子と対岸に集まった人々
（資料一部拡大）

川面地域市民センター

第１・３火曜日
西山郵便局横
（７日・21 日）

10:40 ～ 11:25
14:15 ～ 14:45
15:15 ～ 15:45

第１・３水曜日 津川地域市民センター
（１日・15 日） 落合地域市民センター

13:４０ ～ 1４:１0
1５:３0 ～ 16:１５

第１・３木曜日 やまびこカフェ
（２日・16 日） 宇治地域市民センター

1１:１５ ～ 1２:００
14:３0 ～ 15:１５

コミュニティハウス湯野荘

文藝春秋

第２・４月曜日
成羽文化センター
（13 日・27 日）

14:00 ～ 15:00

第２・４火曜日 玉川地域市民センター
（14 日・28 日） 吹屋連絡所

10:00 ～ 1０:４５
14:３０ ～ 1５：１5

第２・４水曜日 川上ふるさとプラザ
（８日・22 日） 日名神楽公園

1３:４０ ～ 1４:２５
1６:００ ～ 1６:３０

第２木曜日
（９日）

巨瀬地域市民センター

10:００ ～ 1０:４５

第２金曜日
（10 日）

高倉地域市民センター
中井地域市民センター

1２:３0 ～ 1３:０0
1３:３０ ～ 1４:０0

備中図書室

そのほか、絵図の上下には備中松山の歴史や火災の記録

のなか き ょ う こ

野中香方子 訳



申込

姿も見えます。

施設

自由参加（参加費無料）

場所 高梁市図書館４階本丸テラス

また、近似川原では多くの家財とともに逃げ延びた人々の

クリストファー・ロイド 著

当たり前に過ごしている今この瞬間を迎えるまで

おはなしたまてばこ おはなし会

の合間から人々が紺屋川沿いに移動し、対岸へ避難しよう

各施設の展示一覧

７月４日（土）午後２時～２時 30 分

場所 高梁市図書館４階本丸テラス

瞰した構図で描かれており、火災の様子や町並みなどの細

が記されており、記録文書としても興味深い資料です。

一般書
137億年の物語
宇宙が始まってから今日までの全歴史

自由参加（参加費無料）

ふきのとうよみきかせ

頼久寺などの寺院や藩校有終館
（現在の高梁幼稚園周辺）も

かん

６月 30 日（火）午前 11 時～ 11 時 30 分

場所 高梁市図書館４階本丸テラス

の午後 10 時ごろに鎮火したとされるこの火災の被害は城

ちかのり

ありとみ て つ や

場所 高梁市図書館４階本丸テラス

く火災が起きています。
「天保十年 松山城下火災図」は天

類焼した大火災となりました。

有冨 哲矢 さん

江戸時代を通して、備中松山（高梁）の城下では幾度とな

21

ッ

キッズＢＯＯＫタイム

ま つ や ま じ ょ う か か さ い ず

高梁市図書館

ブ

てんぽうじゅうねん

今月のおすすめ図書

イベント情報

美術館だより
（高梁市歴史美術館）

ころべばいいのに

児童書
ヨシタケシンスケ 作

『わたしには

ブロンズ新社

きらいなひとがいる。なんにん

か、いる。』とはじまるこの絵本。さらに『みん
な

いしにつまずいて

ころべばいいのに。』と

続く。タイトルも含め、ネガティブな雰囲気が漂
うこの絵本。でも、読んだ後はきっと心が軽くな
り、ちょっと元気になれるはず。どうしようもな
い嫌な気分をふんわりかわす発想のヒントになれ
ばと思います。

問高梁市図書館☎（22）２９１２
備中図書室☎（45）４５１５

Ｒ2 (2020) ６月
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