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というのです︒
7＋5＋3＝15

﹁むず

字について述べましたが︑途中

前号では①数珠にまつわる数

込めて︑このような回数になっ

を表します︒故人を悼む思いを

当時は︑凄病や栄養失調によ

ま
す
︒

を祈って始まったといわれてい

館林城主である徳川徳松の健康

代将軍である徳川綱吉の長男で︑

もともと七五三は江戸幕府五

五三なのでしょうか？

歳︑2歳の六四二ではなく︑七

われていますが︑なぜ6歳︑4

として︑今では多くの家庭で行

3歳の子どもの成長を祝う行革

七五三と言えば︑7歳︑5歳︑

③七五三にまつわる数字

たのではと言われております︒

︵はつ︶を使っ

に送って

る乳幼児の死亡率が高く︑7歳
﹁あの世とこ

もらうので︑﹃胃管を起こすわ

生命が定まらない

くらいまでは︑まだ人としての
そしてこのとき﹁7・5・3﹂

けなんです︒

このときに﹁竜神様﹂

仏様にしてあの世へ送ります︒

葬儀では︑故人に戒を授け︑

﹃大富﹂と呼ぶんだそうです︒

立て続けに音を鳴らす︑これを

て﹁チン・ボン・ジャラン﹂と

に鈴・太鼓・駿

曹洞宗では葬式の最初と最後

②死にまつわる数字について

さて︑今回は先ず

訂正してお詫びいたします︒

と書き違えておりましたので︑

︵八苦︶＝七二のところ︵四書︶

に誤りがありました︒八×九

ぶ ︵繕︶﹂と書き︑別名﹁死﹂

6は前回述べたように

1＋5＝6

すが︑この数字にも意味がある

という回数で鳴らすのだそうで
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の世の境に位置する存在﹂とさ

で以来三か月が過ぎようとして

治会の大役を前会長より引継い

の予定で︑県の補助事業﹃星山

また︑下膀巣地域では二年間

どこを伐採し︑どこに砂防ダム

れ︑﹁何時でも神様の元へ帰り

自治会役員さんをはじめ︑活

防災整備事業﹄が始まります︒

性化委員会や各団体の皆様方に

おります︒

つまり︑7歳︑5歳︑3歳と

て後︑工事に取り掛かると言う

を設霞するか等の調査が行われ

うる﹂魂と考えられていました︒

いう年齢は︑子どもにとっての

おかれましては︑自治会活動に

この7・5・3という数字を

対する深いご理解と積極的なご

解とご協力をお願いいたします︒

ご迷惑をお掛けしますが︑ご理

手順で実施されます︒皆様には

厄年を示すものなんです︒
足すと帖になり︑帖のlと5を

心より感謝申し上げます︒

夏至も過ぎ︑いよいよ夏本番

協力を賜りまして︑誠に有難く

くご支援のほどをお顔い申し上

を迎えますが︑お体を大切にし︑

不慣れな私ゆえに︑ご迷惑を

足すと6です︒この6はすでに

ご存知のように﹁死﹂を表すも
のとされております︒

3＋3−＝日食U

げます︒

元気に暑さを乗り切ってくださ

4 ＋ 2 ＝ 6

夫

おかけすることが多々あること

女性の厄年33歳

1 ＋ 5 ＝ 6

秀

忙しい農繁期が終わったかと

本

る予定です︒先ずは七月のリサ

やってきました︒

思えば︑もう暑い夏が目の前に

金

イクル活動︑クリーン作戦︒そ

動ですが︑例年のように実施す

して八月には旧盆の行事等︑村

聴巣の皆様にはお変わりなく

員長

と思いますが︑今後ともよろし

男性の厄年42歳

他にも︑

元服の年齢帖蔑

6 ＋ 0 ＝ 6

さて︑これから先の自治会活

還暦の年齢50蔑

ここまでくると︑単に数字合

を挙げての行事が目白押しにや

お過ごしのこととお喜び申し上

このように全て6になり﹁死﹂

わせだと済まされなくなり︑な

って来ます︒その都度︑隣保長

を表しているのです︒

んだか神懸かり的で︑ゾクッと

げます︒

臆巣活性化委員会は︑これか

さん・文化学習委員会や活牲化

委員会の皆さん︑更には各団体

られる沢山のお客様の対応に期

らがベストシーズンになり︑涼

背筋が冷たくなりますね︒

鷹巣は︑いま？

一方︑活性化委員会の活動も

待しているところでございます︒

しさを求めて部会からやって来

軌逆に乗りはじめ︑色々な事業

の皆さんにご協力をお願いした

鷹巣自治会良

にイベント等を組み込んで︑鷹

︵土︶ に第一回冨ハ粟牛っとま

いと考えております︒

忙しかった田植えも終って一

巣の活性化を強力に推進されつ

つり﹄が鷹巣東小学校で開催さ

勝

段落した頃に梅雨入りし︑蒸し

つあります︒学校に宿泊する客︑

れることとなりました︒これは

上

暑さが日毎に増す今日この頃で

日帰りの客︑利用者の数が年々

全国各地からよさこいの踊り子

材

すが︑鷹巣の皆様におかれまし

増加しており︑鷹巣の皆様のな

達が鷹巣に集結して︑迫力ある

ハ日

てはお元気でお過ごしのことと

お一層のご協力をお願いします︒

その一つとして︑七月

臓某日

お喜び申し上げます︒
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︵オモテから︶

原

誠

名来訪
千種まちづくり推進

千種・安富少年野

球BBQハウス利用

︵火︶去年と同じよ

声を聴きに来て下さい︒

＊8月9日

うに神戸の子達がお手伝い体験

藤

にやって来ます︒受入れにご協

日々の出来事

十三日 ︵月︶活性化委定例会

事務局

十四日 ︵火︶社会福祉協議会よ

よさこい踊りを実演してくれま
委員会BBQハウス

梅雨真っ最中︒それにしても

力をお願いします︒

使用

り施設見学

十八日 ︵土︶協力隊体験会宿泊

合せ

十六日 ︵木︶市民協働課との打

掲載される

関東は水不足でダムは干上がる︑

九州では大震災に追い討ちの豪

十九日 ︵日︶だれでも参加ピザ

雨による水害が⁝⁝︒最近の異

︵有害さん

パーティ

害の少ない兵麿に感謝8

森

月︶

本

久

江

井

百々子

三千代

勉

常気象には恐怖を感じます︒災

発案の催し︶

サンテレビ

の作業打合わせ

︵土︶

︵五

白萩句会

金

組みが紹介されますので是非

﹃サタデー9﹄で鷹巣の取

＊7月2日

を実施する青年隊と

奉仕︵善意の日︶

︵水︶老人クラブ草刈り

副県民局長来訪

よ き 画 材

つばめ舞ふ奇岩絵島は

八十路女の人生かけたる

夏花壇

リサイクル活

御覧下さい︒
︵日︶

＊当日 ︵7月10日︶赤欝から大

若布かな

海中に揺らぎの止まぬ

動にご協力下さい︒

＊7月日日

人のハーモニカ同好会十人の方

本

井

が来られて︑午前十時から音楽

淡路訪ふ新玉葱を

金

︵六

勉

節句餅広幅笹で

本

かれることもありますが︑笑顔

金

三千代

包 み こ む

井

久江

峰々を越す目線に浮かぶ

井

百々子

＊7月16日 ︵土︶ 午後一時から

本

でお迎えください︒

の予約があります︒村の中を歩

森

室でハーモニカの演奏がありま

用

施設見学

七日 ︵火︶宍粟市新任教員の

竃とせり

八日 ︵水︶ボーイスカウト下
見

九日 ︵木︶竹野町観光協会よ

り視察来訪︵三名︶

＊鷹巣の良さを感じたくて毎週

す︒聞きに来て下さい︒

五日 ︵日︶ 俳句吟行会食堂利

四日 ︵土︶ ふれあい喫茶

り

二日 ︵木︶申風呂への道草刈

一日

二九日 ︵日︶中風呂公園化事業

巣の取組み紹介語草

しの本﹄六月号に鷹

二八日 ︵土︶全国藷﹃田舎暮ら

す︒はっきりした人数の把握は

︵日︶ ふれあい喫茶

まだ出来ておりませんが︑子ど
もから大人まで踊り手とギャラ
︵水︶ 姫路ボーイスカウ

交流会参加

三〇名受入れ

十四日 ︵土︶ ﹁学校に泊まろう﹂

るさと使発送

十三日 ︵金︶ ふるさと会員へふ

九日 ︵月︶ 活性化委定例会

れ

︵県民局主催︶ 受入

︵土︶ 空き家見学ツアー

ト下見

リーを含めると二〇〇人前後に
なると思われます︒

これに併せて︑夜には宍粟牛
を使ったバーべキュウやいろん

の販売等︑多彩な催しが計画さ

な屋台の出店コーナー︑特産物
れています︒
今回︑第一回のまつりが成功

して︑来年からも垣例の盛大な
イベントになるためにも膳巣の

地元より五名

十七日 ︵火︶市役所より動画の
録画

皆様には沢山ご参加いただき︑
ご支援賜りますようお願い申し

参加

︵土︶ 写真教室ビザ焼き

薫煙突取替え

二〇日 ︵金︶ 村上良信さんピザ

を市役所へ提出

十九日 ︵木︶協力隊募集用写真

上げます︒

予てから念願の︑東小学校へ
の宿泊が営業許可され︑四月二

一日兵庫県より正式に簡易宿泊
所としての許可書が届きました︒
二一日

ふれあい食堂

合唱団下見

これにより昨年の飲食業︑今
にはすべてをクリヤーすること

二五日 ︵水︶中風呂公園化打合

春の消防法の許可に続き︑法的
が出来たわけです︒これからは

わせ ︵三名︶ 公園

十日 ︵金︶運動場整地

宿泊施設としての嫁菜東小学校

夏の雲

金

森

森

よさこい祭りがあります︒誘い
戦キックオフ会三二

十 一 日 ︵土︶中風呂公園化大作

奥山の群生となる

化参加者連絡調整

合わせて見にきて下さい︒

九幹事

二六日 ︵木︶中風呂道草刈り

名参加 ︵サンテレビ

古唐津に紫はゆる

なり︑より多くのお客様を迎え

森井良明さんと打合

＊8月6日 ︵土︶ 宍粟市少年少

を大いに宣伝することが可能と
られるものと確信しております︒

女合唱団の合唱が十時半から音
十二日 ︵日︶申風呂公園化作業

取
材
︶
二七日 ︵金︶ サンテレビ打合わ

開始

花あやめ

わせ

ご協力をお願い申し上げます︒

県民局長以下四

楽室であります︒子ども達の歌

今後とも︑より一層のご支援︑

せ

