
清水のお菊（前野町西） 

大字前野と宮後の境にある街道ばたに綺麗な

清水が湧き出ていた。 

お菊という年頃の娘が宮後のある青年と恋に

落ち、その仲は周囲も羨むほどであった。しかし

お菊は心変わりをしてしまい、そのことに気づい

た青年はなんとかお菊の心を取り戻そうとした

が叶わず、恋に破れた青年は悪い鬼となりお菊を

待ち伏せて殺めて清水に投げ込んだ。 

このことがあってから、清水 

のあたりにお菊の霊が現れると 

噂が立つようになり、悲しんだ 

人々がこの物語を伝えてきたと 

いう。前野町しみず公園のお地蔵様 

図書館司書がテーマごとに選んだ本２冊を中身が見えないよう包み貸し出します。 

どんな本が入っているかはお楽しみです。 

日時：８月 6 日（土）～なくなり次第終了です。  場所：図書館２階カウンター前 

種類：幼児、児童、一般（各１５袋）  ヤングアダルト（１０袋）    
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開催日時 場所 内容 主催団体 対象 申込 定員 

２０（土） 

午後 3時～ 

図書館 

会議室 

耳で楽しむ読書体験 

ストーリーテリング 

ボランティアサークル 
江南おはなしの 
ろうそく 

5歳から 

（大人も参加可） 

８月６日（土）～1９日（金） 

電話または直接図書館まで 

3組 

（先着順） 

2１（日） 

午後 3時半～ 

図書館 

会議室 
手づくりのおはなし会 図書館スタッフ 

幼児・ 

小学校低学年 

８月７日（日）～2０日（土） 

電話または直接図書館まで 

４組 

（先着順） 

神明の人柱（木曽川の堤防） 

昔、宮田の神明裏の二重堤防が切れて、堤を築

くことになり、どうしても人柱をたてなければな

らなくなった。村の中には人柱に立つ者がなく、

考えた末、通りかかった巡礼者を捕らえ人柱にし

た。堤は完成したものの、そののち神明の堤から

は、夜に人の泣く声が聞こえたり、幽霊が出たと

いわれている。 

 このような例は木曽川堤では、たくさんあり、

堤防を改修するようなとき人の白骨が現れる 

など、人柱の事実を物語 

っている。 

 

 

 

宮田の神明社 

一ツ目（中奈良） 

大字中奈良の地形は本郷から北へ長く突き出た

形をしており、その根元に「一ツ目」という変わっ

た名の小字がある。天正十二年（一五八四）小牧長

久手の戦の初め、犬山城を出た羽柴秀吉の軍は、中

奈良の隣にある大字上奈良の観音寺を攻め、戦死体

を一ツ目に埋めたという。それが後になり、雨の夜

などに戦死者の亡霊が出て人を驚かせた。 

そしてその亡霊は不思議にも、 

みな一ツ目であったといい、 

それがもとでこの辺りは「一ツ 

目」と地名がつけられた。 

  

中奈良町「一ツ目」近辺 

 

汗かき地蔵（桜雲山常観寺地蔵堂・小折町） 

昔、盗人がいて地蔵堂に祭ってある地蔵菩薩立像

を溶かして銅器を作ろうと盗み出し、背負って四国

の讃岐に運んだところで、たちまち異変が起こっ

た。盗人は地蔵菩薩像の怒りに違いないと、思い 

川岸に投げ捨ててしまった。 

その後、毎夜のように、怪しい火が飛び赤子のよう

な泣き声がした。そのうちに一人の男が現われ発狂

し、「私は小折村常観寺の地蔵である。もし元の場

所に返さなければお前たちの命は 

なくなるだろう」と大声で叫んだ。 

これを聞いた村人は、驚き地蔵を 

探したところ川岸の葦の中に見つ 

かったので小折村へ送り返した。 

 

常観寺地蔵堂 

＜図書館からのお願い＞ 

※館内での飲食・携帯電話のご使用はご遠慮ください。※１階ロビーでのみ水分補給をしていただきますようお願いいたします。 

※本は大切に扱ってくださいますようお願いいたします。破れた時はカウンターにお申し出ください。 

図書館で修理いたします。 

※多くの方にご利用頂くために書き込み・切り取りは絶対にしないでください。 

※DVD 等視聴覚資料の取扱いは慎重にお願いいたします。弁償となった場合は著作権分が市販価格に上乗せとなり、 

高額となる場合がございます。 

８月のおはなし会 

本の福袋貸し出します 

 

発行：江南市立図書館 

〒483-8106 愛知県江南市石枕町神明 82 番地 TEL：（０５８７）５６－２３０６  URL：httpｓ://lib-konan.aichi.jp/ 

 

２ ０ ２ ２ 年 
８ 月 号 

江 南 市 立 図 書 館 

【図書館休館のお知らせ】  ８月２５日（木）は館内整理日のためお休みします。 

コウナンシのコワい話 それはとても悲しい話 

今今月月のの図図書書館館だだよよりりはは・・・・・・  
 

ココワワいいでですす・・・・・・((;;´́ДД｀`))  
 

参考資料：江南市史 資料四 文化編 
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 総記・哲学・歴史・地理（００１～２９９） 

 仕事で役立つ！PDF完全マニュアル      桑名 由美／著 ００７．６３ 

 本屋図鑑 いまがわ ゆい／著 ０２４ 

 花を飾ると、神舞い降りる 須王 フローラ／著 １４７ 

 最澄を生きる ひろ さちや／著 １８８．４ 

 ザ・クイーン マシュー・デニソン／著 ２８９エ 

 るるぶ名古屋 '23  ２９１．５ 

 社会科学・自然科学（３００～４９９） 

 得する年金&相続  ３６４ 

 ０～１８歳までの家庭でできるモンテッソーリ教育 ティム・セルダン／ほか著 ３７９．９ 

 深海学 ヘレン・スケールズ／著 ４５２ 

 新しい皮膚の教科書 豊田 雅彦／著 ４９４．８ 

 技術・家政学（５００～５９９） 

 紙もの 暮らしの図鑑編集部／編 ５８５ 

 87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし   多良 美智子／著       ５９０ 

 日本ご当地パン大全  ５９６．６３ 

 だから、50歳から片づける 阿部 静子／著 ５９７ 

  産業・芸術・スポーツ（６００～７９９） 

 小さな庭をつくる 河野 義雄／著 ６２９ 

 東京ディズニーランド完全ガイド ２０２２－２０２３ 講談社／編 ６８９ 

 あなたにも描ける、本物のように美しい色鉛筆画 村松 薫／著   ７２５ 

 花と器の素敵な合わせ方 小川 典子／著 ７９３ 

語学・文学 （８００～９９９） 

 あなたの知らない、世界の希少言語                  ゾラン・ニコリッチ／著 ８０２ 

 漢字の使い分け図鑑 円満字 二郎／著 ８１１ 

 絵本のつぎに、なに読もう？ 越高 綾乃／著 ９０９コ 

 ナゾトキ・ジパング 青柳 碧人／著 ９１３ア 

 朽ちゆく庭 伊岡 瞬／緒 ９１３イ 

 禁猟区 石田 衣良／著 ９１３イ 

 晩秋行 大沢 在昌／著 ９１３オ 

 筆のみが知る 近藤 史恵／著 ９１３コ 

 任俠楽団 今野 敏／著 ９１３コ 

 セカンドチャンス 篠田 節子／著 ９１３シ 

 蒼い水の女 柴田 哲孝／著 ９１３シ 

 カレーの時間 寺地 はるな／著 ９１３テ 

 鷹の系譜 堂場 瞬一／著 ９１３ト 

 オリーブの実るころ 中島 京子／著 ９１３ナ 

 特許やぶりの女王 南原 詠／著 ９１３ナ 

 掟上今日子の忍法帖 西尾 維新／著 ９１３ニ 

 うまたん 東川 篤哉／著 ９１３ヒ 

 両手にトカレフ ブレイディ みかこ／著 ９１３フ 

 信仰 村田 沙耶香／著 ９１３ム 

 おいしいコーヒーのいれ方 Second Season 村山 由佳／著 ９１３ム 

 小さいわたし 益田 ミリ／著 ９１４マ 

 地球、この複雑なる惑星に暮らすこと ヤマザキマリ／著 ９１４ヤ 

 帰りたい カミーラ・シャムジー／著 ９３３シ 

 夏 アリ・スミス／著 ９３３ス 

 ファイナル・ツイスト ジェフリー・ディーヴァー／著 ９３３テ  

 血を分けた子ども オクテイヴィア・E.バトラー／著 ９３３ハ 

 龍神池の小さな死体 梶 龍雄／著 Ｂ９１３カ 

 遺跡発掘師は笑わない  [15] 桑原 水菜／［著］ Ｂ９１３ク 

     おいしいベランダ。 [11] 竹岡 葉月／[著] Ｂ９１３タ 

（２０２２／６／１３ ～ ２０２２／７／１０） 

※一部のみのご紹介となります 新着図書案内 


