私のひと言

矢吹の秋祭り
収穫の秋を祝う「矢吹秋ま
つり」が、２年に１度の 月
１日、２日の両日執り行われ
た。若衆や小若（子ども達）
の「ヨイサ」、
「ヨイヤサ（注
１）」の掛け声と共に、軽妙
な太鼓や笛の音色に矢吹町民
の多くが酔いしれた。一区の
山車、二区の屋台、そして、
矢吹神社の神輿の運行では、
それぞれが余興を工夫し、そ
れはゝ華やかで勇壮、かつ賑
やかな２日間だった。
特に本祭り最大の見せ場で
もあった山車と屋台、そこに
加わった神輿の競演は見事と
言う他、形容する言葉は見つ
からない。山車と屋台の駆け
引き、「神輿荒れ」と言われ
る神輿の練り歩きに、その瞬
間を見逃がさまいと、その場
を埋め尽くした大観衆で奥州

あたなの連絡・相談が子どもを守るとともに、

虐 待か もと 思 っ た ら
す ぐ にお 電話 をく だ さ い 。
い ち は や く

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっ
ても病院に連れて行かない など
心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を
ふるう（ＤＶ） など

に只々、感謝であり、他の言

た両区の区長さんを始め、実
行委員、氏子の多くの皆さん

は、並大抵ではない。秋祭り
のために長い間、連日のよう
に準備と、小若の指導を頂い

れが「矢吹秋祭り」だ。忘れ
てならないのはやはり人。祭
りの本番に至るまでのご苦労

り」などを行い、秋の収穫に

舞われないよう、また害虫を
追い払う「風よけ」、「虫送

祈り、殊に、台風や洪水に見

種 を 蒔 き 、 豊 作 を 祈 願 し、
夏には、作物の無事の成長を

祭りを語る上で欠かせないの
が、農耕との関わりである。
農耕民族の日本では、春には

にたくさんの祭りがあり、昔
から続いている祭りは、祭祀
の性格を有す。特に、日本の

本来、祭りとは「祀る」の
名詞形で、感謝、祈り、慰霊、
鎮魂のために、神、仏、祖先
をまつる行為をいう。「祭」
という漢字は、切った肉の象
形である「月」と、同じく手
は「又」、祭壇の「示」から
成り立ち、生けにえの肉を祭
壇にまつる姿・形を表してい
る。つまり、本来「祭り」と
は祭祀を指していう。ご存知
のように、日本には全国各地

赤ちゃんがなにをやっても泣きやまないと、イライラしてしまうことが誰にでも起こり得ます。
しかし、泣きやまないからといって激しく揺さぶらないでください。赤ちゃんや小さな子どもが激しく揺さぶら
あります。どうしても泣きやまない時は、赤ちゃんを安全な所に寝かせて、その場を少しの間でも離れ、まず自分
をリラックスさせましょう。

児童相談所や市町村の相談窓口にご連絡ください。

も食し、祈り、感謝した。秋
祭りを通し、この祭礼に参加
することにより、神と人間の
つながりを強め、そのことが
村人たちの集団生活での絆を
強める役割を果たしてきた。
山車や屋台を持たない集落
でも、それに代る様々なモノ
があり、殊に神輿は、集落の
若衆がねじりはちまきに、
は ん だ こ
半股引姿で担ぎ、「ワッショ
イ、ワッショイ（注２）」の
掛け声勇ましく、集落一軒一

を楽しませたものである。
古しえの時を経て、今なお
存続する矢吹の秋祭り。
神への畏敬と、秋の実りへ
の感謝を込めた大行事が執り
行なわれたことにより、今年
は豊かな穂を付けた。嬉しい
限りだ。
改めて御礼を言いたい。一
区の皆さん、二区の皆さん、
矢吹神社の皆さん、そして、
祭りに足を運んで頂いた皆さ
ん全てに感謝申し上げ、今月
の私のひと言とする。秋祭り
万歳
注１ ：「ヨイヤサー」の謂れ
「ヨイヤサ（恰弥栄）」は弥
栄（イヤサカ）の意味。
弥栄とは、
「ますます栄える」

は、
「神楽」や「団楽」などで、 軒をくまなく威勢よく練り歩
き、神の目を楽しませ、村人
神に感謝し、神を喜ばせ、ま

祭りが開催されるのか、その
意義は、と問われても、私を

ネグレクト

そもそも、本町の秋祭りに
繰り出される山車、屋台の運

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする

含めて答えられない人が、多
た、神と一緒に祭りを楽しむ。
いのではないかと思う。そこ
そして、冬は、この 年の無
で調べてみた。誌面の都合で、 事を感謝し、新年の幸せを祈
こ
詳細を記すことは叶わないが、 願し、籠もる。こうした１年
要約して記してみたい。
の繰り返しの営みが「祭り」
まず、はじめに、祭りとは
に反映され、そして、この
何ぞや、から書き進める。
「祭り」を日本人は大切にし
まつ
てきた。
昔は、この秋祭りのために、
村の人々は何十日、ときには
丸 年も前から準備をし、精
進潔斎（しょうじんけっさい
＝肉食を断ち、行いを慎んで
身を清めること）をし、食べ
物、飲み物を用意して、その
日を迎えるのである。その日
ばかりは、おこわを蒸かし、
ご馳走を作り、神に捧げ自ら

性 的 虐 待

行の歴史は古い。屋台が製作
されたのは矢吹町史の年表に
万延元年（１８６０年）とあ
る。実に１５６年の歴史を誇
る。なお、この屋台は、年代
の古さもさることながら、屋
台の大きさ、豪華な装飾は、
福島県内でも屈指の威容を誇
ることを、二区総区長大野康
統氏から伺って知った。一方、
山車の製作された年代がはっ
きりと記録された文献は存在
しないが、１区総区長石原浩
市さんの記憶によれば、１部
改修されたものの２区の屋台
と同じ時期の江戸時代の後期
だろうと言われている。
先人から受け継がれ、誇り
と親しみが込められた山車、
屋台が演出する伝統行事。そ

４つの習慣

葉は浮ばない。
ところで皆さんは、何故秋

「代々栄える」「いよいよ栄
える」という繁栄を祈る意味。
注２：「ワッショイ」の謂
れ諸説あり。神様がやって
来て下さったという意味で発
していたという言葉が「ワッ
ショイ」に変化したという説。
「和をせおう」「和と一緒に
ある」という説。皆と一緒に
な
何か物事を為す「和を以って
貴しと為す」という意味の掛
け声だとする説。

☎（４２）２２３０（直通）
子育て支援係

など

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる

1

３つの習慣

街道は興奮のるつぼと化した。

連絡は匿名で行うことも可能です。
連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

児童虐待とは・・・

１１月は
児童虐待防止
推進月間
です。

１８９

など
身体的虐待
1

子育て支援課
問

赤ちゃんを激しく揺さぶらないで
乳幼児揺さぶられ症候群

子育てに悩む保護者を支援するための大きな一歩となります。

児童虐待は
社会全体で解決すべき
問題です。

その場所で」
その火その時
【実施期間】 １１月９日㈬～１１月１５日㈫【全国統一防火標語】「消しましょう
【住宅火災 いのちを守る ７つのポイント】

子育てに悩む
親がいたら。
ご自身が出産や
子育てに悩んだら。
虐待を受けたと思われる
子どもがいたら。

火災・救急・救助
は１１９番
矢吹消防署（緊急以外）
☎０２４８（４２）３７６２
問

お年寄りや身体の不自由
な人を守るために、隣近
所の協力体制をつくりま
しょう。
火災を小
さいうち
に消すた
めに、住
宅用消火器を設置しま
しょう。
ジュータン及
びカーテン、
寝具からの火
災を防ぐため
に、防炎品を
使用しましょう。
逃げ遅れを防
ぐために、住
宅用火災警報
器を設置しま
しょう。

寝タバコは、絶対やめましょう。
ガスコンロなどのそばを離れると
きは、必ず火を消しましょう。

野崎吉郎

れると、見た目にはわかりにくいですが、頭（脳や網膜）に損傷を受け、重い障害が残ったり、命を落とすことも
!!

矢吹町長

ス ト ー ブ は、 燃 え
やすいものから離
れた位置で使用し
ましょう。
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「平成28年秋季全国火災予防運動実施について」

⑬ 広報やぶき 28.11.１

広報やぶき 28.11.１ ⑫

