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春を呼ぶひな祭り

厳しい寒さと雪の今年の冬でしたが︑日
差しは強くなり︑春の訪れが感じられる頃
となりました︒ひな祭りや端午の節句など
の行事は他の地域と比べて１月遅れのこの
地域ですが︑今回は︑来月行われるひな祭
りについて︑お年寄りから聞いた話として
書いてみます︒
４月３日に行われるひな祭りは︑昔︑蚕
糸祭といわれました︒餅まきの最後には︑
カマスといって︑藁で編んだ俵のようなも
のを撒き︑取り合いになったそうです︒そ
れを持ち帰り繭の巣に入れると豊作になる
と言われていました︒
今も行われている餅まき︑その中には︑
菱形の雛餅に混じって繭の形をしたものが
入っています︒先日︑テレビで萩原町の初
午だんごを紹介していましたが︑養蚕業が

盛んだった時代︑蚕が順調に育つのを願っ
ての慣わしだそうです︒一之宮でも今でも︑
作っている方がみえるのではないでしょう
か︒︵昔︑米の粉で︑繭のような団子では
なかったのですが︑食べたのはこのことだっ
たのでしょうか？すいとんとは違うと言っ
てましたが︒︶
歴史的にみると︑養蚕から作られた生糸
は絹となって︑平安時代の朝廷の貴婦人の
着物など古くから高級品に使われていまし
た︒江戸時代︑大原騒動の時︑ 月 日は
ちょうど︑蚕糸感謝祭の日で︑繭の形をし
た玉石をもってお参りしており︑武器とみ
なされて討伐されたと言われています︒
明治時代以降には︑殖産興業で製糸業が
外貨獲得の一翼を担いました︒その影響で︑
野麦峠を越え長野県の工場に向かった女工
がうまれました︒戦後も 年代くらいまで
は一之宮でも飼育されていました︒私の家
でも︑蚕を家の中で飼っていた記憶があり
ます︒
その後︑高度成長期を迎え︑ナイロン等
化学繊維に替わり︑養蚕業は衰退しました︒
ただ︑繭雛づくりに使用したり︑生産量は
少なくても︑伝統的な形で引き継がれてい
ます︒
ちなみに︑今は女官の行列が有名となり
ましたが︑それは︑昭和 年︑宮司の発案
により始められたそうです︒

図書館だより
３月３日 火( よ)り︑開館いたします︒
新しくなったＯＰＡＣをぜひご利用く
ださい︒新たな特集とともに︑お待ち
しております︒

■今月の特集
﹁
野球シーズン始まるよ！﹂
春の選抜高校野球︑そしてプロ野球
開幕と野球好きには楽しみな季節です︒
今月の特集では﹁野球﹂に関する本を
集めました︒その中から一部をご紹介
します︒
●﹃甲子園１００の言葉﹄吉本誠／著
彩図社 ２０１１年
●﹃人生賭けて﹄金本 知憲／著
小学館 ２０１２年
●﹃高校野球を２００％楽しむ観戦読
本﹄手束仁／著 実業之日本社
２０１３年

■おはなし会のご案内
日時：３月 日 土( 午)前 時 分〜
場所：飛騨位山文化交流館内
一之宮分館
内容：手遊び︑絵本の読み聞かせ
事前申し込みは必要ありません︒直
接図書館へお越し下さい︒

行 事 内 容
行政相談・心配ごと
結婚相談︵交流館︶
宮中卒業式
まち協理事会︵公民館︶
サタディサークル
及び閉講式︵公民館︶
まち協臨時総会
女川町復興応援ツアー
宮小卒業式
宮保育園卒園式

﹁男は敷居を跨げば七人の敵あり﹂というこ
とわざがあるが︑男が家を出て世の中で活動す
る時には︑必ずたくさんの競争相手や敵がいる︑
という意味らしい︒自分は農家で人間関係の敵
はあまりいないので︑物や事で自分にとっての
﹁七人の敵﹂を考えてみた︒まず今の敵は・・
①雪︒この冬はまさに大雪にやられた︒そして
春になると︑農家にとっては②害虫・害獣︒③
雑草︒先ほどの雪ともかぶるが︑大雨や台風な
どの④天災︒⑤病気︒これは自分の病気じゃな
くて︑農作物や家畜の病気︒あと︑⑥コンビニ・
ファストフードなどの買い食いの誘惑︵太るか
ら︶︒あと１つは⁝⑦役︒町内の役︑班の役︑
農協関係︑消防団︑祭︑子供関係⁝︒敵︵役︶
は︑やっと攻撃が終わったかと思うと︑年度が
変わるとまた新たな敵︵役︶が現れる︒敵︵役︶
は時に複数で波状攻撃をもしてくる︒そして俺
の仕事の時間や︑貴重なプライベートの時間を
奪ってゆく︒まあ世の中には困難はつきもの︒
敵や困難とも上手に付き合っていくのが︑社会
で賢く生きるコツなのかな？︵めがね︶

つぶやき

■臨時総会の開催について（代議員対象）

公 民 館 か ら

編集後記：寒さや雪に忘れていましたが、花粉症の季節になりました。春
が近づき、うれしい反面花粉症が気になる季節となりました。寒い雪の多
い冬でしたが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。インフルエンザも今
年も流行していますし、まだまだ寒暖の差が激しいときです。体調に留意
されてお過ごし下さい。ぜひ皆さんの声をお聞かせ願います。

合計 1,248 1,362 2,610

■「林業で働く機械が、モンデウスに!

澤田勇油絵展示︵３月末まで︶

■展示コーナー

曜

まち協第３回理事会を次の通り開催します。
日時：３月１３日（金）午後７時３０分
会場：一之宮公民館第１研修室

９日︵月︶ 日︵日︶ 日︵月︶

木

金 金

土

日 火

月

■NHKからのお知らせ

■３月の公民館定休日

火

■まち協からのお知らせ■

■３月の位山交流館定休日

日

問われています。
犬を散歩させる時は人の迷惑にならないようマナーを遵守しましょ
う。
２日︵月︶９日︵月︶
日︵月︶ 日︵月︶
日︵月︶
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全国の林業機械メーカーによる最新の林業機械等の展示・実演
会が、10月11日(日)・12日(月)の両日、モンデウスで開催されます。
これは、今秋揖斐川町で開催される全国育樹祭の関連行事で、
24 2３ ２０ 17 1４ 13 ６

世帯数
８１７戸
年齢 男性 女性 合計
０〜
199 165
364
14歳
15〜
722 742 1,464
64歳
65歳
327 455
782
以上

２
３
2月1日現在・単位：人

まち協臨時総会を次の通り開催します。
日時：３月１７日（火）午後７時４５分
会場：一之宮公民館ホール
以上の件については、該当者には直接連絡しています。
内容につきましては、会員（町民）のみなさまには、まち協だよ
り等でご報告しますのでよろしくお願いいたします。
〜この秋、『森林・林業・環境機械展示実演会』が開催されます〜」

一之宮町の人口情勢

な︒あんまりごわかしてもいい
ことないで︑ほどほどにしんと
だしかんさな︒ばちがあたるで
な﹂
﹁ばちって言えば︑犬のくそ
いな︑雪がとけると出てくるん
やさな︑こき逃げは飼い主にば
ちがあたるよ︒マナー守ってほ
しいな﹂
﹁そえな︑そえな︑そしゃな︑
そういうこっちゃぜ・・・・﹂

６
３
１
１

雪もとけるし︑土の
顔も見れるでなあ︱﹂
﹁そやけどな︑雪がとけると︑
下からごみがぎょうさんたまっ
とって︑だっしゃもないことに
なっとるでこわいさ！またじも
しんならんし︑カンカンやらビ
ンも出てくるし︑ごがわいてカ
ンやビンをけっからかしたさ﹂
﹁けっからかしたことはいい
けど︑足の方がいとなかったけ

高校生

１１
３
０
５

道端に犬のフンが放置され
ているなど、飼主のマナーが

宮中

２
１０
０
４

■第３回理事会の開催について（理事対象）

30

■犬の散歩のマナーに
ついて
宮小

かけている
かけていない
外した
わからない
■スマートフォンのフィル
タリング（件）
（保護者回答）

10

15

ない

BS放送受信時に「デジアナ変換」の文字が画面上に出ている場
合は、デジタル変換チューナーなどの設置が必要となります。詳しく
は、飛騨高山ケーブルネット㈱へお問い合わせください。（９月の契
約更新時に各戸へは説明済）
23

11

高校生
５
６
９
１０
宮中
２６
４４
６１
２４
ある

21

22

23

40

27

出展社は６０社以上、展示機械も５００台以上のとても大きなイベン
トであり、地域特産品や食品の販売テントも並ぶ予定です。また、来
場者も5千人以上が見込まれていますので、いろいろな面で一之宮
町全体がにぎやかになる2日間となりそうです。
源流の森がある一之宮町のみなさんには、森林・林業・環境機械
の 今 に触れるまたとないチャンスですので、参加・協力をぜひお
願いします。
30 16

ゲーム機
インターネット
ライン
メール
ユーチューブ
無料アプリ
その他
計

宮小
６２
４６
４３
１７
子ども
保護者回答
子ども
保護者回答
■ネット接続機器の使い方
の約束事（人）

中で蚕が繭に（「宮村のあゆみ」より）
高校生
７
１５
１１
１１
１１
９
５３
１１７

ことば

一之宮まちづくり協議会では昨年１０月、宮小中ＰＴＡ主催の講演会「ネット
社会に潜む影」にちなみ、情報端末機器に関するアンケートを実施しましたので、
その結果を報告します。（回答数は宮小児童１１１人、同保護者１２８人、宮中
生徒８７人、同保護者８３人、高校生１５人、同保護者３１人）

ハウス内につるされた段ボールの枠の
高校生
６６
５４
８２％
宮中学生
３６４
２９７
８２％
宮小学生
３４５
１７５
５１％
■自分や家族が持っている
保有台数
機器のうち、ネットに接続
して使っている台数（台） ネット接続台数
比率（％）

宮中
５７
６１
５２
６
６３
５８
４９
３４６
宮小
４３
３２
１０
６
４２
３２
４９
２１４
■ネット接続で使っている
ソース（件）

昨年末から今年の冬の大雪・
寒波もようやく静まり︑少しず
つ春めいてまいりました︒
﹁やれ︑うれしや︑やっとで

情報端末機器の使い方についてのアンケート結果

各地区の地域力を実感

女性委員会が反省会
全校あげて擁護活動

宮中に人権擁護の感謝状

森県大鰐温泉スキー場を会場に︑
２月６日から８日にかけて開催さ
れました︒宮中からはアルペン競
技に３人︑クロスカントリー競技
に１人出場しました︒参加選手は
次の通りです︵敬称略︶︒
■アルペン競技
黒木健斗︑渡瀬詩織︵以上２年︶︑
西田隆誠︵３年︶
■クロスカントリー競技
幅上翔太︵２年︶

アルペン競技で滑降する黒木健斗君

東海北陸中学生スキー大会が︑
クロスカントリー競技が富山県た
いらスキー場で１月 日に開催さ
れ ︑ 宮 中 か らは 清 水 宝 ︑ 役 田 陽
︵以上１年︶︑幅上翔太︑谷口晴
基︵以上２年︶の４人が出場しま
した︒このうち幅上翔太君が男子
５Ｋｍフリーで８位に入りました︒
アルペン競技は福井県九頭竜ス
キー場で２月 ・ 日に行われ︑
宮中からは野中大資︑黒木玲名︑
大幢万弥︵以上１年︶︑黒木鉄太︑
渡瀬詩織︑黒木健斗︵以上２年︶
の６人が出場し︑男子ＳＬで黒木
健斗君が見事３位入賞を果たしま
した︒

詰めをしますが、その数は２月中の参拝者分なども含め
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にあたります。
節分といえば豆です。この日のために敬神婦人会が袋

宮中で３年生送る会
感謝の気持ちを伝え合う
２月 日に一之宮公民館でまち
協女性委員会の役員や理事︑支部
長など 名ほどが集まって反省会
が行われ︑その場で１円玉募金と
タオルを集めました︒
反省会ではこの１年間を振り返
り︑地区ごとの活動や全体の活動
について︑また情報の伝え方など
について︑意見を交換しあいまし
た︒
地区ごとの活動では︑新しい出
会いや交流が深まったという感想
があり︑全体活動では︑蕎麦打ち
体験︑ピザ焼き体験などがよかっ
たという意見がありました︒
情報の伝え方では﹁まち協だよ
り﹂の利用の仕方などについて意
見が交わされました︒
１年間の成果として︑各地区の
地域力を実感できたこと︑地域に
講師を務めるひとがいることが分
かり今後の活動に生かせるといっ
たことがあげられました︒
宮中学校が法務省人権擁護局及
び全国人権擁護委員連合会から感
謝状の贈呈を受けました︒
これは︑宮中学校が全国中学生
人権作文コンテストに毎年参加し︑
特に今年度は 人が応募するなど︑
人権意識高揚への取り組みが評価
されたものです︒
今年度応募のうち高山人権擁護
委員協議会最優秀賞には早船妃恵
さん︵３年︶︑同優秀賞には岩井
日南さん︵１年︶が選ばれました︒
宮中では生徒会活動でも︑いつ
でもどこでも誰にでもあいさつす
る︑相手を﹁さん﹂付けで呼ぶ︑
ＳＮＳ︵ソーシャルネットワーク
サービス︶を正しく使う︑といっ
た活動が行われており︑学校をあ
げて人権活動に取り組んでいます︒

全国・
東陸中学スキー大会

宮中から 人が出場
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役員、それに一般の有志の方など総勢６０人ほどが奉仕

美花さんと前期生徒会長の早船妃恵さん

中心に県外を含めて約３千人の参拝者が訪れます。
今年もたくさんの人が訪れ、１日１２回ほどに分けて

平成 年度全国中学校体育大会
第 回全国中学校スキー大会が青

会計、案内、物品の渡しなどに、町内の氏子総代や神社

宮小で６年生を送る会
﹁ありがとう﹂精一杯

今年度もあと一月となり︑３月
６日の卒業式を前にして︑２月
日には一之宮公民館で宮中学校３
年生を送る会が行われました︒
﹁継ぐ〜思いと伝統〜﹂という
スローガンのもと︑１︑２年生が
中心となって企画運営して取り組
みました︒
１年生は︑３年生との部活や委
員会での活動を思い起こし感謝の
言葉を一人ひとりに呼びかけまし
た︒２年生は︑３年生との活動を
取り入れた劇を創り︑３年生をは
じめ観客を楽しませながら演じま
した︒
宮小学校６年生を送る会が２月
３年生も下級生の心意気を感じ︑ 日に︑小学校体育館で行われま
合唱で感謝の気持ちを伝えました︒ した︒
３年生は︑公立高校入学試験や卒
６年生の幼児期の写真がステー
業式を控え︑緊張している中︑心
ジのスクリーンに写しだされる中︑
温まる思いをしたことと思います︒ 一人ひとり思い思いの表現をしな
一之宮の子どもたちが︑先輩︑
がら登場しました︒
後輩の関係を再認識し︑感謝の気
送る会は学年ごとに︑運動会な
持ちを互いに伝え合うよい機会に
どの行事︑集団登校や休み時間の
なったようでした︒
ふれあいなどを通じた﹁６年生あ
りがとう﹂の気持ちを精一杯︑大
きな声で表現していました︒
どの学年も︑６年生への感謝の
気持ちを込めるとともに︑自分の
１年間の成長を見せてくれるよう
な内容の発表をしていました︒ま
た６年生に感謝のメッセージを伝
えるプレゼントが送られていまし
た︒
６年生も︑下級生の温かい思い
を受け止め︑全児童一人ひとりに
対して感謝と思いやりの言葉をか
けていました︒

になり、廊下で待つ人もいるくらいです。
参拝者を接待する方も大変で、当日の準備から受付や

感謝状を手にする後期生徒会長の山腰
の２日間にわたり開催されました。この祭りには飛騨を

一之宮町
まちづくり協議会
広報委員会

４
１

祭りの時期を迎え︑２月から３月
にかけて出荷のピークを迎えてい

さて、本殿では神職が開運、厄除け、家内安全などの
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節分を境に立春に。いよいよ、春はもうそこです。

20

一之宮まち協だより
一之宮町の特産品︑蚕の繭を使っ
たひな人形﹁まゆびな﹂が︑ひな

恒例の飛騨一之宮水無神社の節分祭が２月２日と３日

平成27年3月1日

ます︒
まゆびなを製作しているのは
﹁一之宮まゆクラフトの会﹂のメ
ンバー５人で︑山下下地内にある
工房で︑ひな人形づくりに取り組
んでいます︒
この会は︑まゆの豊作を祈願し
て毎年４月３日に行われる﹁生き
びな祭﹂にちなみ︑平成３年に地
元の女性たちで設立されました︒
多い時には 人いたというメンバー
も高齢化などで減少し︑残った者
で一之宮町の特産品を守ろうとみ
なさん頑張っています︒
﹁まゆびな﹂は全部で８種類あ
り︑値段は３５０円から高いもの
で５段飾りの３万５千円まで︒玄
関に飾る手頃なものは３千５百円
から１万円と人気があります︒
現在会員募集中︒興味のある方
は代表の古川さんまで︒購入は高
山西商工会︵水無神社前︶で︒郵
送も受け付け
ています︒問
い合わせは高
山西商工会
︵電話 ５３ー
３１１２︶

行われるという神事は、時間帯によって控室は満杯状態

18

劇を通じて感謝の言葉を述べる2年生

22

第１０号

83

する鬼を横目に、熱心に豆を拾う人もいました。

52

祝詞（のりと）を奏上して、いよいよ最後に豆まき。神
職が参拝者の代表らとともに豆まきを行うと、途中から

反省会に集まった委員会のメンバー
高山市一之宮町3087
電話 53-2424

値段も手頃と 人
気のまゆびな

26

神楽方が扮した赤鬼が登場して場を盛り上げます。退散

節分祭

威勢よく豆をまく神職や参拝者代表
て２万４千袋にも及ぶそうです。

学年ごとに工夫して演じる送る会

色とりどりの様々なまゆびなを慣れた手つきで作る会のみなさん

25

13

平成２７年３月１日（日）
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