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・成長記録

ルタイムに提供するものです。ぜひダウンロードしてください！

また、これまで通り、紙面での配布は、「矢吹町図書館」、「矢吹町子育て支援センター」、「矢吹町役
場」で配布しております。
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・予防接種の記録

年齢ごとにお子さんの予防接種記録（接種済み等）の確認など、
管理することができます。※お子さんは何人でも登録できま
す。

・お知らせ配信機能

・施設探しのお手伝い機能

公共施設等のマップ検索ができ、現在地からの距離や順路が簡
単に分かります。

杯を浮かべ、詩や歌を詠む雅
（みやび）やかな「曲水の
宴」が盛んに行なわれた。貴
族の間では、幼児を災いから
守るため、身代わりとなる人
形（〃）を子どもの枕元に置
く習しもあり、また宮中や貴
族の子どもたちは、小さな紙
の人形（〃）で「雛遊び」を
楽しんでいたという。因みに、
雛人形の「ひな」は小さくて
かわいらしいもののことだそ
うだ。
室町時代になると、雛人形
を流さずに取っておくように
なり、やがて、雛人形を飾っ
て祝う習慣は、貴族社会から
武家社会に伝わり、江戸時代
になると、裕福な町人の間に
広まったという。一般庶民に
広まるのは、明治時代になっ
て百貨店でお雛様が販売され
てからであり、豪華な雛人形
セットが一般化したのは昭和
になってからである。なお、
雛人形セットを売り出した百
貨店とは、やはり、あの三越
百貨店である。
飾り付けで気になることも
ある。飾り付けは立春（２月
４日頃）過ぎてからとも、雨
水の日（２月 日頃）（この
日に飾ると良縁に恵まれると
いう説）とも言われ、避けな
ければいけないのは、前日に
慌てて飾る「一夜飾り」と言
われている。また厄祓いの意
味をもつお雛様は、いつまで
も出しておかず、早目に片付

お子さんの成長を登録することで、日々の成長日記がスマート
フォンで楽しめます。写真を登録することもできます。

の歌だ。「春よ来い」
″ 春よ来い 早 く 来い ある
きはじめたみいちゃん
（文子）
が
赤い鼻 緒のじょじょ
（ 草 履 ）はい
て おんも（ 表・外 ）
へ出 たいと
待っている＂
そ し て 春 月 と い えば こ の
行事、
「雛祭り」。雛祭りは、
言わずと知れた女の子のお節
句。元来、我家では縁のない
行事だ。というのは、私には
娘がいない。息子にも娘がい
ない。従って我家では私の妹
が生を受けて以来、 有余年、
女の子が生まれていないこと
から雛祭りは無縁の行事とい
うわけだ。それだけに雛祭り
に つ い て は 、 知 ら な い こ とば
かりで、だからこそ興味が湧
くというものだ。
春を代表する行事の雛祭り。
春の気分にいち早く浸りた
いという思いを込めて、今月
は、雛祭りについて調べ、知
り得たことを書いてみること
にする。一般的に、３月３日
は、雛人形や桃の花を飾り、
女の子の健やかな成長を祈る
行事で「上巳（じょうし）の
節句※ 」、
「桃の節句※ 」
とも呼ばれている。春を寿
（ことほ）ぎ、穢（けが）れ
を払って、無病息災を祈る行
事がもとになっている。平安
時代の宮中では、３月３日に、
水辺に出て、紙の人形（ひと
がた）で、身体を撫で、病や
災いを人形（〃）にして流す
「上巳祓」や、水の流れに酒

矢吹町ホームページに掲載しているイベント情報が一覧で表示
されます。また、利用者が予定を入力し、管理することもでき
ます。
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矢吹町の子育てサービスをライフステージごとに１０
のカテゴリーで紹介しています！

矢吹で

お子さんの年齢、ママの目的、お困りの状況などの条

子育て♪♪♪

件から、ピッタリの子育てサービスが検索できます！

けることを良しとし、「長く
出したままにしておくとお嫁
にいきそびれる」こと、また、
「片付けを面倒がってはなら
ない」とする躾の意味合いも
あって、江戸では３月４日が
「雛納め」になっている。
次はお供物の話し。供物の
一つゝに意味が込められてい
ると知り、やはりそのことも
書き加えてみたい。
まずは、
草もち～雛祭りは「草もちの
節句」とも言われ、お供物と
してなくてはならないもの。
ハレの日の供物の代表的な存
在。その説明にただ納得。
菱 飾 ～ 赤 は「 花 」、白 は 「 雲 」、
緑は「若草」を表わす。菱は、
池や川に自生する菱形の葉を
持つ水草。実は滋養強壮の薬
効があり、また、その実の賢
さから「身持ちの賢さ」そし
て、繁殖力の強さから「子孫
繁栄」の象徴とされる。
雛あられ～尊い穀霊が宿ると
されるお米を煎った「おい
り」をまくと、場を清める力
があるという。
白酒～ハレの日には欠かせな
い飲み物。白酒は江戸時代後
期からといわれている。
蛤の潮汁～蛤は二枚の貝殻同
士以外の貝殻とは合わないと
ころから「夫婦和合」の象徴
とされ、雛祭りのお祝膳には
欠かせないものとなった。な
お、蛤は汚れた海にはいない
ことから純潔を表わすという。

☎（４２）２２３０
子育て支援係
子育て支援課

子育て情報誌は、２か月に１回、発行しております。図書館コーナーには、おす

すめの本、お話会の日程などを掲載しております。にこにこ広場コーナーには、乳

幼児健診の日程や未来くるやぶき、にこにこひろばからのお知らせなどを掲載して
おります。

※
上巳の節句
上巳とは、５節句の１つで３
月頃の日を指す。節句には、
季節の変り目、節目という意
味があり、古来の日本では節
句ごとに厄払いをする風習が
ありました。そして、上巳の
節句では、紙や草、蒿などで
作った人形（ひとがた）を身
代わりにして川に流すことで、
厄払いや健康祈願をしてきた
のです。
※
桃の節句
桃の節句と呼ばれるように
なったのは、旧暦の３月３日
は桃の花が咲く頃だったため
とされています。古来、中国
や日本においても、桃には邪
気を払う力があるとされ、上
巳の節句は邪気払いの日であ
るため桃の木を飾ったのです。

じょうし

ちらし寿司～明治時代頃まで
はお赤飯が用いられており、
その後、春らしい飾り付けの
ちらし寿司になったという。
さて、ここまで書き進めて
くると春の暖かさが思い出さ
れ、心も身体もほんわかとし
てきました。真夜中の冷気を
一時でも忘れることが出来ま
した。皆さんはどうでしょう
か。まだゝ寒い日が続きます。
待遠しい春はもうすぐです。
風邪などひかぬようお身体ご
自愛の上お過ごし頂くことを
念じながら今月の私のひと言
といたします。

問

矢吹町子育てホームページ
子育て応援情報
いいね！

「App Store」、「Google Play」で「矢吹町」と
検索し、ダウンロードすることもできます。
または、ＱＲコードからダウンロードいただけます。
・イベントカレンダー
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お子さんの登録した情報（生年月日等）に応じた乳幼児健診や
予防接種の時期到来、矢吹町からのお知らせ等が自動でプッ
シュ通知されます。
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App StoreまたはGoogle Playで検索！
子供の成長を見守り、
毎日の暮らしを楽しくするコンテンツ
1

広報やぶき 30.３.１ ⑯

⑰ 広報やぶき 30.３.１
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てアプリは、子育て情報誌のほかに矢吹町での子育てで「知りたい」「欲しい」情報をアプリに集約し、リア

野崎吉郎

平成３０年４月５月号より、「子育て情報誌」は、スマートフォンやパソコン等の端末でご利用いただける、

私のひと言
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「春よ来い 早く来い」
″冬来たりなば 春遠から
じ＂
、
″暑さ寒さも彼岸まで＂。
脳裏に浮かぶのは憧憬にも似
た待ち遠しい春の訪れだ。そ
れにしても今年の冬の冷え込
みは尋常ではない。昨年末か
ら年明け以降も最低気温は連
日氷点下。記憶に残るところ
では、氷点下 ～ ℃。最高
気温も ℃を上回った日が一
度もなく厳しい寒さが続いて
いる。季節の中で 月が一番
寒い時期だと分ってはいるも
のの、連日の凍てつく寒さは
身に堪える。いつもの年と違
い、早朝の裏庭の土は、霜柱
でモッコリと大きく盛り上が
り、北向きの屋根の軒先には
大きな氷柱がぶら下がってい
ることからも今年の猛烈な寒
さが窺い知れる。
いずれにしても、春彼岸ま
で残すところ ヶ月余り。も
う少し辛抱すれば暖かい春が
やってくる。この際、歌でも
歌って待ち遠しい春の気分に
浸ってみたい。春の歌と言え
ば真っ先に思い浮かぶのはこ
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子育てアプリ（矢吹町子育てアプリ）および矢吹町子育てホームページによる配信が始まります。矢吹町子育

矢吹町長

子育て情報誌の
配布方法変更のご案内

