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懐かしそうに土雛を見る神社を訪れた参拝者
土雛︵つちびな︶人形が３月
日から水無神社境内の南授与所で

展示され︑参拝に来た人などが素

朴な人形に懐かしそうに見入って
いました︒

展示されている雛人形は︑一之
宮町内で所有されていて当時の宮

１

村へ寄付された山田焼の土雛を中
心に１００体ほどで︑江戸時代中

１か月遅れで行われる飛騨の雛祭り。少なくはなりましたが、３
月になると家々で雛様を飾ります。女の子のいる家はもちろんです
が、嫁に行って娘のいない家でも、１年の大切な習慣として、片付
けてあった雛様を出して飾ってあげます。
そんな雛様を地域の子どもたちが見て回る行事が飛騨地方にはあ
ります。「がんどうち」と言います。「ひなさまみしてくれ」と言っ
て家を訪ね、お菓子をもらう習慣です。一之宮では「がんどびき」
と言ったそうです。
「がんどうち」とは、諸説あるようですが「強盗に押し入る」こ
とからの言葉、「がんどびき」とは「強奪する」ことからきた言葉
とも言われます。子ども達が家々に勝手に上がって雛様を見てほめ、
お菓子を強引にねだること、といった意味でしょうか。なにかほほ
えましいです。
写真は、社会福祉協議会一之宮支部が主催する３歳未満の子ども
をもつ親子の集まりである「ネバーランド」で３月８日に行われた

期に作られた 享
｢保雛 と
｣みられる
貴重な雛様なども飾られています︒
これらは飛騨位山文化交流館に

所蔵されていますが︑展示される
のは同交流館が完成した時に展示

されて以来２度目︒今回﹁生きび

な祭り﹂のプレイベントとして祭
りを盛り上げようと行われたもの︒

内裏雛や官女や囃子︑随身など
のほかに七福神や歌舞伎役者︑武

者︑また招き猫やいろいろな動物
の土雛も飾られています︒

町内から見に来た女性は︑家に

昔あった土雛
かもしれない

などと久振り
に出会ったよ

うに見ていま
した︒展示は

﹁生きびな祭

り﹂が行われ
る今月３日ま

で行われます︒

が ん どう ち
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「がんどうち」の様子。山下上の林英子さん宅の雛飾りでの一コマ
です。林さんによると、昭和30年代ごろまでは行商の人がコザに
入れて新聞紙に包んだ土雛を売りに来たそうで、当時はみんな貧
乏で、高価な雛様は一遍にはそろえることはできず、子どもが生ま
れた記念などに少しずつ買いそろえたということ。その中には、姑
さんが生まれた時のもので、嫁入りに一緒に持ってきた明治40年
代ころの雛様もありました。
この日は１０組の親子が４軒の家を回って「がんどびき」を楽し
みました。

今回は︑宮保育園の 年誌の表紙の
題字を書かれた宮川地区の山腰登志子
さんです︒山腰さんは書道家で﹁芳泉﹂
という雅号を持ってみえます︒以前︑
宮保育園の調理員を長年にわたり勤め
られ︑また︑息子さんが丁度その保育
園の一回目の卒園生で︑いろいろな縁
を感じてお受けされたそうです︒数年
前には宮中学校 年史の表紙の題字も
書かれました︒
書道は最近ブームになって︑始める
子どもたちも増えています︒どうして
書を始められたかお聞きすると︑好き
だったからと答えられました︒仕事を
していた時︑腰痛になり︑あまり動け
なくなり始められたそうで︑腰痛のお
かげだとも言われました︒最初は︑通
信で書道を習い︑その後︑高山へも先
生の所へ習いに行ったそうです︒その
後︑日本書芸院から免許状を授与され
50
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山腰 登志子 さん

︵宮川︶

ました︒
今は子供から大人まで習字を教えて
みえますが︑その塾を始めるようになっ
たのは︑近所の人が教えたらどうかと
誘って下さったおかげで︑それも縁で
すと言われました︒
大人の方とはおしゃべりの場にもなっ
て︑楽しいそうです︒行書や草書から
芸術的な字を書いてみえる方や︑南無
阿弥陀仏のかけ軸を作ろうと励んでみ
える方もあるそうです︒
子どもたちには︑その感性に驚かさ
れると言われます︒作品が入賞したと
喜んで駆け込んでくる子︑ 祝
｢ の
｣字の
練習で︑喧嘩した兄の入っている字を
今は書きたくないと言い︑その後︑すっ
きりしたので練習するといってくる子︒
そんな人たちに支えられて続けられる
と言ってみえました︒
また︑自分自身も高山市や一之宮町
の文化祭に出品していて︑それも一つ
の励みになっているそうです︒
塾の壁には子供たちの伸び伸びとし
た作品︑額の中には︑大人の生徒さん
が書かれた楽しい︑力強い作品があり
ました︒いずれも︑何か心に訴える作
品と感じました︒好きで続けることの
﹁まちょさ﹂の大切を感じさせていた
だきました︒
草取りも大好きと言ってみえた登志
子さん︑春になって一層︑﹁まちょな﹂
忙しい日々が始まります︒ ︵山腰︶

書で人の縁をつなぐ

手を添えて指導する山腰さん

いである。
皮肉なことであるが、
飛騨人が日本最初の正史

神話と古代史の舞台・一之宮
代情

岑郎

さん（岐阜県文化財巡視員

と呼ばれる『日本書紀』
に登場するのは「両面宿

駅前）

儺」である。その姿は朝
廷に

二階の窓障子を開けると、位山が見える。一見、何の
変哲もない山であるが不思議な古代史伝承に彩られてい

まつろわぬ

飛騨

両面宿儺活躍の舞台となった位山

の首長・武具を駆使する杣人としての姿であった。
両面宿儺は、仁徳天皇６５年、仁徳天皇の命により、
わ に お み

たけふるくま

和珥臣の祖武振熊によって誅殺される。５世紀初葉の頃

る山だ。
７５歳を過ぎて、今更ながら、自分たちの祖先のこと

である。

を考えてみる。「飛騨人は何処から来て、どのように暮

日本書紀では、大和政権に対抗する宿儺像であるが、

らしてきたのか？」「自然環境の厳しいこの里に、どの

地方に残されている伝承では佛教心に厚い姿や天皇の即

ような生きがいを見出して住み着いたのか？」「何故、

位儀礼にも明るい貴人として描かれている。

飛騨地区で一番格式が高いといわれる水無神社が、ここ

その活躍舞台として、高山市丹生川町の出羽が平の岩
窟だけでなく位山が登場する。

高山市一之宮町にあるのか？」
子供のころから父親や近所の

別に位山伝承の中には、神武天皇に王位即位を勧めた

古老達から何気なく、その言い

伝承まである。水無神社に祀られる神々を含め、ここ一

伝えを聞いてきたことを改めて

之宮町には飛騨人の原点を考える上で貴重な伝承が数々

思い起こす。

ある。
それらのことに魅せられて、飛騨作家協会発行の『文

位山は分水嶺を形作っている。
分水嶺は水の流れを分けるだけ

苑ひだ』に日本の成り立ちについて「円空と両面宿儺」、

でなく、東西文化の境界線でも

「曽我氏の呪い」、「倭国誕生の謎」など、古代史や

あった。境界線ではしばしば衝

「大原騒動」の作品を書きながら飛騨人の原点を探って

突が起こる。例えば、出雲族(国

いる近頃です。飛騨位山文化交流館の図書室に納められ

てんそん

ツ神)と天孫族(天ツ神)の勢力争

ているので、興味のある方はご一読下されば幸いです。

令旨塔の前で
２

■宮保育園50周年記念誌
「宮保育園のあしどり」
販売します
宮保育園が今年で創設５０周年を迎
えるのを記念して、記念誌「宮保育
園のあしどり」が作成されました。
戦前から現在に至る保育園の様子や、
卒園記念写真などを掲載しています。
◆１００部（限定）をまち協で販売
します。
◆一部５００円
※希望者はまち協事務局(公民館内☎５３−２４２４)まで

■桜まつりのご案内
今年も臥龍公園で桜まつりが開催されます。
◆期間：４月１４日(木)〜 （案内所と
売店が開きます）
◆４月２４日(日)にはイベントを予定し
ています
皆さんぜひ足をお運び下さい。

■臥龍桜日本画大賞展企画展
高山市が所蔵している「臥龍桜日本画大賞展」歴代の大賞・
優秀賞作品や審査員作品を約２０点展示します。
◆日時：４月２３日(土)〜５月５日(木)
午前９時〜午後５時（月曜日休館）
◆場所：飛騨位山文化交流館
まち協のホームページ、ご存じですか??
地域の情報などを更新中です!!
http://machikyo.hidamiya.com
『一之宮 まち協』で検索

◎市長が理想とするまち協の姿と具体化するための課題は
究極の理想は、地域住民が直接参加して解決に向けて動く「ミ
ニ自治区」の実現。そのための大きな課題が、それを決める権限
とそのための財源で、それは組織でないとできない。まち協はそ
れに近づく一段階。現実的には課題は多いが少しずつ改善しなが
ら理想の形につなげたい。
◎人材育成や市の支援のあり方について
研修会等で関係者の育成を図っているが、今後も人材の発掘や
リーダーの育成に努めたい。また、分野ごとに堪能な職員を選ん
で支援できる方法に取り組みたい。
◎支援金の会計方式をもっと簡素化できないか
他からも事務方式の簡素化や支援金の使い方を広げてほしいと
いう声があるので、できるだけやりやすい方法が出来ないか事務
方でも検討している。
◎町内会とまち協の関わりについて
まち協は個人だけでなく、地域の様々な団体が集まった組織だ
が、その中でも町内会はまち協を組織する主要な団体。町内会は
市からの伝達を流すだけの組織ではなく、町内のコミュニティ組
織として重要な役割があると思う。
◎自主防災組織の現状とまち協との関わりについて
自主防災は自助と共助の間にある組織。市では２８１町内に作っ
てもらったが、活動はまちまち。自主防災がうまく機能するよう
取り組んでほしい。相談があれば消防署が対応する。また、町内
会未加入者が２〜３割という状況の中、まち協でカバーしていた
だけるとありがたい。
◎まち協として福祉面でどのようなことができるのか
福祉は生活全部に関わること。そのために人が重要で、市の職
員も専門家とはいえない現状の中、包括支援センターの職員とか、
民生児童委員とかまち協も積極的に関わって、課題を拾い上げて
顕在化し、市と一緒に考えていってほしい。（以上、文責事務局）
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吹く風も柔らかな季節となりました︒
新生活を迎えられた皆さま︑おめでとう
ございます︒
図書館では暮らしに役立つさまざまな
本を所蔵しています︒
新しいスタートにもぜひ図書館をお役
立てください︒

■今月の特集

☆﹁桜﹂

編集後記

春といえば卒業︑別れの季節でもあり︑入
学︑新しい生活や出会いの季節︒
子供を見ていると成長の早さにびっくりす
るほどである︒まだまだ小さいと思っていた
うちの娘も︑今年はもう小学４年生︒もっと
びっくりするのは︑友達の子供や︑たまにし
か合わない親戚の子︵笑︶成長のスピードと
てつもなく早く感じる︒子供はこれほどの早
さで成長しているのに︑大人の自分は・・・︒
一日も一週間も一年でさえあっという間︒こ
れからの先の人生の中で﹁今日﹂が一番若い︒
﹁時﹂﹁刻﹂ と
(き の
)スピードに流されな
いよう毎日毎日を大切にしたい︒ ポ(ストマン )

３

臥龍桜に関する資料のほか︑桜名所の
写真集などを紹介します︒

30

☆季節の絵本

10

春の花や生きものたちの
絵本︒おはなしの世界で春
を感じてください︒

16

■おはなし会のご案内

30

〜対話集会での市長の返答についてお知らせします〜

４月 日︵土︶午前 時 分〜
新しい年度が始まりました︒新たな進路
スタッフによる絵本の読み聞かせ・手遊 に一歩を踏み出された方々もみえると思い
び︒申し込みは不要です︒お気軽にご参 ます︒苦難もあると思いますが︑長い目で
みてそれを糧にしましょう︒せわしい世の
加ください︒
中ですが︑心の安泰を忘れず頑張ろうと思っ
ています︒今年度もまち協にご協力をお願
公 民 館 か ら
いします︒
■展示コーナー
︿追伸﹀みずなし公園の梅
臥龍桜日本画大賞展
が本格的に咲きだしました︒
高山市所蔵 作品展
日当たりも良いので早いよ
うです︒奥には白梅もあり
５
(月下旬まで )
ます︒今年は桜の開花も早
いのでしょうか？︵山腰︶

25

つぶやき

3月1日現在・単位：人

11

■４月の公民館定休日

18

日 月( ) 日 月( ) 日 土( )

11

■４月の位山交流館定休日

合計 1,220 1,340 2,560

25

月( ) 日 月( ) 日 月( )
月( )

世帯数
８１５戸
年齢 男性 女性 合計
０〜
183 156 339
14歳
15〜
693 720 1,413
64歳
65歳
344 464 808
以上

４日
日

一之宮町の人口情勢

市長との対話集会質疑応答について(２月１６日実施）

計画通り行われました︒
サタディサークルが閉講
大会は同日に開催されたジュニ
みやサタディサークル閉講式が
アスキー競技会と共催する形で実
３月 日に︑参加した子どもや講
施され︑モンデウススキー学校︑
師︑実行委員など 人ほどが集まっ
宮中アルペン部︑モンデウスジュ
て一之宮公民館で開催されました︒ ニアスキークラブの協力を得て開
今年度の参加者は 人で︑﹁卓
催されました︒
球﹂や﹁ふるさと探検﹂など５教
小学生１年生女子から中学生男
科に分かれて活動してきました︒
子まで各部門に分かれてパノラマ
お茶サークルの講師の先生からは︑ コースに設置されたコースを滑降
﹁６年生が低学年に教える姿を見
してタイムを競いました︒︵中畑︶
宮笠講座でマラソン用作る
て微笑ましく︑人の輪を感じた﹂
という言葉をいただきました︒
飛騨宮笠愛好会の冬の講座では︑
ふるさと探検に参加した子ども
今年６月に開催される第５回飛騨
からは﹁普段できない体験ができ
高山ウルトラマラソンのランナー
た︒ツリークライミングや雪上ク
に笠をかぶってもらおうと︑ 月
ルージングが楽しかった﹂という
から３月まで月２回の講座を開き︑
感想が聞かれました︒
宮笠作りに精を出してきました︒
最後に﹁ありがとうございまし 宮保育園で 周年祝う
ウルトラマラソンでの宮笠ＰＲ
た﹂と大きな声でお礼をして終了︒
宮保育園では３月 日の卒園式
は今年が３回目で︑野外作業で使
ひと回り成長した子どもたちの姿
に続いて︑宮保育園 周年記念式
い勝手の良い宮笠は︑朝から晩ま
を見て︑学校や家庭では経験でき
典が行われました︒
で走り︵歩き︶続けるウルトララ
ない貴重な活動の意味を改めて感
宮保育園は︑水無神社や往還寺︑ ンナーからも好評です︒
じさせられました︒
︵野口︶
大憧寺で行われていた保育所を引
参加した愛好会メンバー 人は︑
き継ぐ形で︑昭和 年に宮村保育
初めての売れる笠作り︵モニター
園として設立され運営されてきま
価格で安く販売予定︶への緊張を
した︒以後平成 年に市立となり︑ 感じながらも︑問坂義一さんの宮
平成 年から社会福祉法人石浦龍
笠に近づけるよう努力し︑３月
華会が運営し︑これまでに１４３
日の最終日には何とか 枚の完成
２人を育て︑送り出してきました︒ にこぎつけました︒︵中島︶
式典では 年を記念して作られ
た﹁宮保育園のうた﹂﹁げんごの
木﹂など３曲が披露されました︒
周年記念誌﹁宮保育園のあし
どり﹂も記念誌編集員会によって
作成され配られました︒
記念誌には昭和６年からの経過
町民スキー大会を開催
や写真のほか︑昭和 年度から平
成 年度までの卒園児の集合写真
が収められています︒
70
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一年間の活動を振り返る子どもたち

雪不足のため開催が危ぶまれて
いた町民スキー大会が３月５日に
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スキー大会の様子
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宮中学校では︑３月７日に卒業
式が行われ︑卒業生 名が９年間
の義務教育を修了しました︒
卒業式では︑一人ひとりに卒業
証書が山本茂校長より授与されま
した︒在校生が送辞と﹁虹﹂の合
唱で送ると︑卒業生は答辞と﹁手
紙﹂﹁友﹂の合唱で応えました︒
26

ば尊し﹂﹁旅立ちの日に﹂の合唱
や言葉で感謝や別れを伝えました︒

宮保育園の卒園式は３月 日に
行われ︑卒園児 人が奥原祐子園
長から一人ひとり卒園証書を受け
取った後︑園生活で一番楽しかっ
たことと大人になったら何になり
たいかを大きな声で発表しました︒
園職員が﹁３６５日の紙飛行機﹂︑
在園児が﹁みんなともだち﹂を歌っ
て卒園を祝うと︑卒園児は﹁さよ
ならぼくたちのほいくえん﹂を元
宮小学校では︑３月 日に卒業 気よく歌ってお別れしました︒
式が行われました︒今年は多くの
人が参加できるようにと土曜日に
開催されました︒
卒業生 名は中川善夫校長から
卒業証書を受け取った後︑壇上で
将来の夢や決意を
力強く述べました︒
在校生は﹁蛍の
光﹂﹁さようなら﹂
の合唱と︑卒業生
一人ひとりへのあ
こがれの姿︑頑張っ
た姿︑嬉しかった
思い出を述べて送
小中学校︑保育園ともに︑厳粛
りました︒卒業生
の中に心温まる︑感謝と夢のあふ
は﹁故郷﹂﹁仰げ
れる卒業式でした︒︵山腰︶

４

「宮保育園のうた」パネルを除幕
12

宮笠を作る愛好会メンバー
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