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雨が降る

蔓珠沙華

かがなものかと案じながらIt︒

赤い花なら
オランダ屋敷に

濡れて泣いてる
ああ鐘が鳴る

じゃがたらお春

未練な出船の
ララ鐘が鳴る
私たち若い頃によく流行った

歌謡曲︑ご存知﹃長崎物語﹄の
一番︒受珠沙華はヒガンバナの

別名︒秋の彼岸のころに赤い花
を咲かせるので︑ヒガンバナと
名づけられたのです︒またこの

花は寺院の境内や墓地によく咲
いているので︑ユウレイバナ︑

あるいはシビトバナといった別

名もあるそうです︒縁起が悪い
りからきつく言われたものです︒

から家の中へ持ち込むなと年寄

∴
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ちょっと季節はずれの話でい

くl薬玉ノブ蒸 つ い

舎利元年10月28日
二二二享，＝−ここ一

千趣町鷹巣自治会

わざ人が墓地に植え

えるものではないそ

︑ヒガンバナは自然

第186号
ところで︑ヒガンバナの異名

していたのです︒

ちは︑そんな生活の知恵を発揮

言い伝えたわけです︒昔の人た

﹁ヒガンバナには毒がある﹂と

に︑墓地などに構えておいて︑

でこの非常食をとっておくため

います︒しかし︑最後の最後ま

の記録が宍粟の地にも残されて

し︑飢えをしのいだという︑そ

ンバナの球根を毒抜きして食用

れで飢饉の時︑人々はこのヒガ

は水にさらすと無毒になる︒そ

食べられない︒しかし︑この毒

まれているので︑そのままでは

球根にはアルカロイドの毒が含

だからなんです︒ヒガンバナの

凶作の時に食用にし得るもの︶

荒構物︵山野に自生する草木で︑

を構えたかといえば︑これが救

では︑なぜ基地にヒガンバナ

たものだそうです︒

うに で墓も 、地と わにも ざ生と

撃で︑﹃如意花︵にょいけ︶﹄

カはインド人が空想した天上の

音訳したもの︒マンジューシャ

ト語の賀

マンジューシャカ．を

によると︑これはサンスクリッ

である﹃憂珠沙華﹄ですが︑本

の方々のお陰で例年通り奉納が

た︒チャンチャコ踊りも保存会

ております︒有難うございまし

様のご協力のお陰と感請いたし

通り実施できました︒これも皆

たが無事にスタートでき︑予定

いただき︑開始時間は遅れまし

早朝よりグランド整備にご協力

入っております︒

たが︑まだまだ週末毎に予約が

頂き︑有難うございます︒

な気配りで︑本当に綺麗にして

することができました︒濃やか

の評判がよく︑新たに二面の新

と沢山の方の参加で盛り上がり

子ども相撲︑餅まき︑抽選会

こともあります︒更に︑横山自

連もあり︑取捨選択を迫られる

など等検討中ですが︑他との関

オンマク農園事業︑薬草茶栽培

他に炭焼き事業︑公園化事業︑

設予定を検討しております︒

﹃ふるさと

この後︑十一月の

大変喜んでおります︒

お願いいたします︒

できました︒これからも宜しく

また︑芝生のキャンプサイト

本格シーズンは時を越しまし

と言われておるそうです︒

と漠訳され︑白い花を咲かせる

白い花の蔓珠沙華︵如意花︶
が︑赤い花の異名とはなんとも
皮肉なことよ︒

蔓疎め撃が白い花なら﹃長崎
物語﹄の歌詞を﹁白い花なら
宴珠沙華⁝⁝﹂と改める必要が

もなく終了予定とのことで︑終

治会林の整備草葉の一期分は間

了の暁には自治会役員︑山林関

の集い﹄に向けて︑文化学習委

おりますので︑芸能発表や文化

係者に加えて︑天空広場事業と

呼び掛けたいと考えております︒

らせして一人でも多くの参加を

れば自治会放送で皆さんにお知

て現地視察を実施︑日時が決ま

展への出品など格別のご協力を

上

の関わりで活性化委員も参加し

ありそう︒でも︑それでは余り

好

村

事務局長

暁巣は幸いにも直接的な被害

ることと存じます︒

けも一段落してポッとされてい

秋の取り入れが終わり︑片付

活性化委員長

重ねてお願い申し上げます︒

員会を中心に取り組みを進めて

田

行

感じがでませんね︒

鎌

鷹巣は︑いま？
瞳巣自治会長

秋の取り入れも終わり︑一息
されておられることと存じます

が︑皆さんお元気でしょうか︑
お伺いいたします︒

宵宮の夜︑台風十九号が通過

は少なかったものの︑度重なる

東小閉校の後が淋しくなって

することとなり︑子供御輿が中

止となりましたが︑甘酒の接待

台風の上陸や接近で予定してい

はいけない︒跡地検討委員長か

ら﹁住民アンケートの結果をふ

城

やカラオケ大会ができましたこ

次ぎ︑残念な思いを致しました︒

た行事や予約のキャンセルが相

まえて︑跡地を地元で運営しよ

原

と︑大変喜んでおります︒役員

ところで︑今年に入って︑有

う﹂との提案がありました︒裏

藤

さんはじめ︑各種団体︑世話係
の方は台風の中︑準備に大変お

頃︑宿泊所内外の清掃をお願い

難いことに女性お二人に毎週中
本宮の日のグランドゴルフも

世話になり有難うございました︒
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自治会総会で住民の総意とし
⑧⑤∴⑧⑧−⑧る︺

③る

○お客様を大切にもてなし

接客仕事に必要なのは

となりました︒春の奉仕作業や

○笑顔で目配り気配りが

て動き始めてからすでに八年半
時々の曲事に毎回多数のご協力
○きれい好きでお世話好き

○準備や片付けができる

います︒また他所よりご来聴の
○こまめに動ける人

ご参加を頂きまして有難うござ
皆様方に親しく接して頂いてお
○パソコンを使って事務処理

日田

園田

四〇名

神戸スポーツクラブ
ピザランチ

兵睡県立大卒論完成合

協力隊イベント

﹃豊山動物学校﹄
三〇名程度
神戸藍那炭焼きクラブ
炭だし作業

三日

宿人名二泊

二九白

二七日

これからの宿泊利用予定です︒

ながら勤めています︒

そんな人が現れることを待ち

ができる人

りますこと︑有難く心より厚く

御礼申し上げます︒
観曳∴観鞍∴健健−触る
日本中の人口が減っている申︑

﹁地域起こし活動﹂ ﹁魅力ある
ムラづくり活動﹂は︑出来るこ

とから少しつつ︑心と時間を持

ち寄って辛抱強く続けて行かね
﹁住んで嬉しい︑来て楽し

はなりません︒ 村上廣恭委員
長の

い鷹巣﹂を実現するための活動

臼田

がより活発になることを願って
おります︒
日日

小学校々舎の追加工事や宿泊

大阪大学スチンフ先生

宿泊十名

に終わり︑昨年の春︑名実とも

四日

十六日

二二名

一宮北小四年生
日帰り

中尾さん家族泊二〇名

協会研修泊
七日
雪中

二泊三〇名

野宿協会子ども

泊三〇名

大阪市内青年雪中キャ

キャンプ

一一日

二五日
ンプ

泊二五名

姫路YMCA

ャンプ

一日 野活協会青年部雪中キ
八日

雪遊びキャンプ泊四〇名

千里山動

︵この他テント泊もあります︶

十一月三日の

でいた時よりも動植物や星山の

ことができました︒神戸に住ん

ので︑お見舞いやお悔やみの言

特に関東・東北の水害は酷いも

災害の多い年になりました︒

葉に絶します︒一日も早い復興

風景︑人々の暮らしから季節の

変化をより強く感じることがで

井

金

江

本．百々子

久

三千代

国の手厚い施策を願いたいもの

をお祈りするとともに︑何とか

このような変化が楽しめるの

き︑大変楽しかったです︒

も臆巣地域の魅力の一つと考え

︵
九
月
分
︶

タラの花

山裾に自点々と

られます︒たかのす東小学校を

利用してくださる方々にも︑旛

供へ物層々はこぶ

巣の魅力を少しでも多く伝えら

れるように︑今後とも活動して

森

蟻二匹

裏木戸にへばりつきたる

魅 蹄

一年半が経過しても︑相変わ

いきたいと思います︒

らず毎日驚きと感動の連続です︒

秋気配

野に立ちて風に感じる

井

まだまだ沢山宍粟市の自然から︑

森

そして嫁菜の皆様から学ばせて

層々 ︵せつせつ︶ せわしく働

このような調子で二回目の冬

媛踏︵ぎりぎりす︶

頂くことが多いようですP

を無事に乗り越えることができ

︵
十
月
分
︶

物学校﹄で﹁柿探りと吊し柿づ
﹁甘・没の柿採ってもいいよ﹂

くり﹂を計画しております︒

るのか不安でもあります︒何と

結団や苦闘の跡を

井

枝

百々子

久

三千代

− 勉

くえーま

とおっしゃるお方︑﹁柿むきの

か頑張りますので︑ご迷惑をお

隠 し を り

離
お手伝いしますよ﹂と言われる

掛けすることも多々あろうかと

ちぢろ鳴くメトロノームの

井

本

お方がありましたら︑是非にお

存じますが︑ご指導︑ご支援の

金

願いがしたいのです︒連絡先

森

森

寝まぐれて一人たたずむ

秋の声

夕さりや熱にひろごる

全力でとり組んで行こうと考え

本

黙っていること

コオロギの異称

︵もだ︶

ひろごる♪ひろがる

黙

ちぢろ

こぼえの生えた田

種田︵ひつじだ︶刈田跡にひ

金

良夜かな

気象の変動が大きい最近の天

ております︒

小さなことかも知れませんが︑

鳴るように

平

自分に出来ることは︑ほんの

壱

ほど宜しくお願い申し上げます︒

田
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川

川田壱平

協力隊

候には十分お気をつけてお過ご

地域起こし協力隊の川田壱平
です︒鷹巣にやって来てお陸棲

樹恩ネットワーク青年

魔果ふるさとの集い・

リーダー養成講座．泊

し下さい︒

鷹巣の四季も一通り体験する

いう間の一年半でした︒

で一年草になりました︒あっと

日本森林ボランティア

文化展
二九日

二四白

調査合宿人名

八日

陰で利用客の増加に伴い収益も
上がりつつあります︒これまで

苦労した分︑報酬をいくらか出
せるようになりました︒そろそ

ろ管理人兼章務域を次の方に引
継ぎ︑私は求めに応じて動くよ
うな立場に身を置きたいと思っ
ております︒

十三日

に宿泊施設が完成しました︒お

施設としての各種の許可も無事
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