知っ得情報！お賽銭エトセトラ！

今月のハイライト

お賽銭の意味って？

お賽銭の「賽」という字を

使った「報賽」・「奉賽」

という言葉が神社にはあり

ます。

これは『神様から頂いた幸

福に感謝する！』という意

味です。

つまり、お賽銭とは・・・

「お願いを聞いてほしいか

ら供える」祈り賃ではなく

『神様から頂いた幸福に感

【良い意味】

★五円：ご縁がありますように。

以後「～ありますように」はカット。

★十円（五円二枚）：重ね重ねご縁が～。

★十五円（五円三枚）：十分ご縁が～。

★二十円（五円四枚）：よいご縁が～。

★二十一円：割り切れない数字なので、恋愛継続・

夫婦円満願に良いとされています。

★二十五円（五円五枚）：二重にご縁が～。

★三十円（五円六枚）：安定と調和のとれたご縁が～。

★三十五円（五円七枚）：再三ご縁が～。

★四十円（五円八枚）：末広にご縁が～。

★四十五円（五円九枚）：始終ご縁が～。

★百五円（五円に二十一枚枚）：十分にご縁が～。

★五十円（五円十枚）：五重の縁が～。

とは言っても、お願いをし

★百十五円（五円二十三枚）：いいご縁が～。

謝する』ということの意思

てはいけない訳ではありま

★百二十五円（五円二五枚）：十二分に御縁が～。

★五十五円（五円十一枚）：いつでもご縁が～。

せん！まずは、神様に感謝

★四百八十五円 (五円九十七枚）：四方八方からご縁が～。

表示なのです！

をしてから、お願いを聞い

★壱万円：一万円は「円万」という事から「円満に通ず」

という意味になります。

【悪い意味】

◆六十五円（五円十三枚）：ろくなご縁がない！

◆七十五円（五円十五枚）：なんのご縁もない！

◆八十五円（五円十七枚）：やっぱりご縁がない！

◆九十五円（五円十九枚）：これでもご縁がない！

◆五百円：これ以上の効果（硬貨）がない！

て頂くという流れがベスト

なんだそうです。

それでは、お賽銭

はいくら供えるの

が良いのか！？

それぞれの金額が

持つ意味をご紹介

します！

【解説】５０円玉や１００円玉を使っても大

あくまでも、その人の気持ちが大事！！！

丈夫なんだそうですが、１０円玉は「遠縁」

無理のない程度に、そっと投げて供えるのが

と言われ、縁から遠ざかってしまうと言われ

ベストです。

ているので、避けたほうが良いそうです！

ただ、見返りを求めない心で賽銭することに

ちなみに、穴が空いている硬貨

意味があるそうです。

は「穴からご縁が抜けてしまう
ため縁起が悪い」と考える人も
いるそうですが、逆に『穴が空
いていると先が見通せるため、縁起がいい』
という考え方もあるようです。
このように、お賽銭は高ければ良いという訳
ではないようですね！
ベストな金額は自分がそのときに供えたいと
思った金額が一番良いようです。
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お賽銭は、無理に投げ入れず、そっと丁寧に
「お供えする」という心構えで投げます。
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明けましておめでとうございます。

ＲＳウイルスによる病気って？
毎年寒い季節になると、赤ちゃんがゼーゼーする
風邪が流行ります。
始まりはふつうの咳ですが、数日後には咳が悪化
して、ゼーゼー苦しそうな呼吸となり家族を心配
させるイヤな風邪です。
この風邪の原因で一番多いのが・・・
ＲＳウイルスです。
ＲＳウイルスです。
どんな病気なのか、まとめてみましたので、参考
にしてください！
【どんな病気？】
秋から冬にかけて流行する風邪（呼吸器感染症）
で、ほとんどの子どもは２才までに、少なくとも
１回はＲＳウイルスにかかります。
初回の感染は重くなりやすい傾向があります。
１才未満では、ゼーゼーする下気道炎（喘息様気
管支炎、細気管支炎、肺炎）になりやすく、少な
いながら、入院が必要になるほど重症化すること
もあります。
その後も繰り返し感染しますが、だんだん症状は
軽くなり、３才以降では重症化はまれで、大人で
は「咳の頑固な風邪」として経過します。
【感染径路】
●ヒトの気道分泌物（痰、唾液）の飛沫。
●直接接触。
【疫学】
◆生まれたばかりの赤ちゃんもかかる・・・
お母さんからもらった免疫は無効。

また、お札をお供えするときは、新札を白い
封筒に入れて投げるのが正しいやり方で、封
筒には必ず住所と名前を書きましょう！！
お賽銭の金額に、こんなにたくさん意味があ
ったとは驚き！初詣に限らず、参拝した際に
は、是非このことを思い出して下さい♪
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◆みんなかかる・・・全乳児の２／３が、初めて
の冬に罹患し、２才までにほとんどの乳児が感染
します。
◆何回もかかる・・・終生免疫は成立せず、何回
も罹るので、繰り返し流行します。
大人もかかります。１シーズン内で再感染する子
どももいます。
（回復後２～３週で再感染可能となるそうです）
◆季節性・・・晩秋～春インフルエンザの流行が
始まると、ＲＳウイルス患者は減少する傾向が以
前から指摘されています。
【潜伏期間】２～８日間（通常４～６日）
【症状】
▲発熱：必発ではなく、高熱が続
くことはむしろ希です。
▲鼻汁：鼻水が多いのがＲＳの特
徴です。
始まりから終わりまで続き、次第
に粘稠かつ多量になります。
▲咳／喘鳴（ゼーゼー）：炎症が喉にとどまって
いるときは咳だけですが、長く続き「頑固な咳」
です。
後鼻漏が原因の咳も目立ち、起床時や臥床後に見
られ、多量になると夜間睡眠中にも見られます。
乳幼児では、炎症が気管支に達すると、ゼーゼー
しもっと奥に進行して「細気管支炎」を起こすと
呼吸困難（多呼吸・陥没呼吸）に陥ることがあり
ｐａｇｅ２へ続く☛
ます。

トピック！
★１２月１７日：ダスキンによる大掃除を行いました。
★床拭きロボット“ブラーバ”で、毎日床拭きを
行っています。
※わかちあい通信は、医院ＨＰから印刷できます。
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ＲＳウイルスによる病気って？
※子どもがゼーゼーすると「喘息では？」と心配
になりますね！簡単な見分け方として、喘息では
気管支拡張剤（ベネトリンやメプチンなど）の吸入が
有効ですが、ＲＳによるゼーゼーでは無効なこと
です。ちなみに、１才未満で喘息と診断されるこ
とは、ほとんどありません。
≪乳児期の初感染の特徴！≫発熱、鼻汁、咳など
≪乳児期の初感染の特徴！≫
の上気道炎症状ではじまり・・・
①（７０％）数日で軽快・治癒。
②（３０％）数日後に喘鳴、時に呼吸困難などの
細気管支炎の症状を呈します。
③（３％）重症化し入院治療が必要になります。
生後１ヶ月以内の乳児が感染すると、哺乳不良・
不機嫌・傾眠など、咳以外の症状が目立ち「無呼
吸発作」を起こして重症化することがあります。
【合併症】
■中耳炎（３０～８０％！）：耳を気にするしぐ
■脳症
さや再発熱/発熱遷延例で疑います。

２０１５年

【診断】迅速診断キットがあります。
【治療】ＲＳウイルスを退治する特効薬は、
ありません。
※『薬が効かないのがＲＳウイルスの特徴』と言
ってもいいくらいです。
咳止め・痰を切る薬・鼻汁・痰の吸引など、症状
を和らげる対症療法が中心です。呼吸困難感が強
く、顔色が悪い状態では、入院治療が必要となり
ます。入院すると、点滴や気道吸引の他、必要に
応じて酸素吸入を行います。
【予防】≪手洗いの励行≫
≪手洗いの励行≫患児の鼻汁に含まれる
≪手洗いの励行≫
ウイルスは、皮膚や衣服、おもちゃなどの物品や
器具、それらに接触した手指においても、感染性
を持ち続けます！
（物品では５時間、手指では３０分とのデータ有り）
ワクチンは、現時点ではありません≫
≪ワクチンは、現時点ではありません
≫
【予後】ＲＳウイルスによる細気管支炎にかかっ
た子どもは、その後も風邪を引く度にゼーゼーす
る傾向がありますが、数年の経過で減少します。

一白水星

★羊は群れる性質をもち、群れから引き離さ

しては８番目。羊は、群れ

れると強いストレスを受けます。

をなして行動するため、家

先導するものに従う傾向が強いため、家畜化

族の安泰や平和をもたらす

に向いていました。「迷える子羊」もこのへ

縁起物とされています！！

んに由来するようです。

一般的に、未年生まれの特徴は・・・

★羊は１度に１～２頭の子を産み、生後１～

穏やかで温かく、優しい。

２年経つと、毎年春頃に毛刈りが行われ、１

正義感が強く、真面目だと言われています。

頭あたり約４ｋｇの羊毛がとれるそうです！

一白水星

1927 1936 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999 2008

二黒土星

1926 1935 1944 1953 1962 1971 1980 1989 1998 2007

三碧木星

1925 1934 1943 1952 1961 1970 1979 1988 1997 2006

四緑木星

1924 1933 1942 1951 1960 1969 1978 1987 1996 2005

五黄土星

1923 1932 1941 1950 1959 1968 1977 1986 1995 2004

六白金星

1922 1931 1940 1949 1958 1967 1976 1985 1994 2003

七赤金星

1921 1930 1939 1948 1957 1966 1975 1984 1993 2002

八白土星

1920 1929 1938 1947 1956 1965 1974 1983 1992 2001

九紫火星

1919 1928 1937 1946 1955 1964 1973 1982 1991 2000

２０１５年の運勢
転職や移転など新規の出来事に対しては見合わせた方が無難ですが、継続性のある物事
に対しては積極的に取り組むことで吉。
季節に例えると実りの秋。昨年同様に積み重ねが形になる時です。
下積みの努力をしてきた人は、昨年の運気を更に開花させる強気の運勢になります。
今年は、大船に乗ったつもりで頑張ってみましょう。
対人関係において、対立を繰返す運気になります。あなたの前にあなたと同じ運気を持

三碧木星

動物にあてはめると「羊」になり、十二支と

あなたの生まれ年

慎重に努力すれば、願望達成の運気が働きかける年回りです。

ニ黒土星

羊の豆知識！！

星

星

2015年の幕開け！ ～未・羊のお話し～
２０１５年（平成２７年）は未年！

全運勢！【九星】

つライバルが出現しますので、出る杭は打たれる運勢かも知れません。何事に対しても
一歩引いた大人の対処をする事で、周囲の引き立てを受けるようになってきます。
得意分野で発展する順風満帆な運勢です。未知の分野に飛び込むと、思わぬ落とし穴に

四緑木星

はまる場合がありますので、あくまでも得意分野で活躍してください。
移転や転職、開業も吉で金運にも恵まれます。
運気は対人関係から舞い込みますが、勝負の運気ではなく、楽しんで遊び心を前面に出

文字から学ぶ「未」と「羊」

羊にまつわる言葉！

「未」という字は、枝が茂っている木の形で

『群羊を駆りて猛虎を攻む』

まだ、枝が伸びきっていない部分を描いたも

（ぐんようをかりてもうこをせむ）

五黄土星

して吉。お金儲けよりもお金を社会に還元した方が良い結果をもたらします。
学びや体験が将来役立つ物になります。
浮き沈みの激しい運気になりますが、誰が味方で誰が敵か分るようになります。

六白金星

自分に足りない物や将来に必要な物が見えて来ますので、むしろこの運気を教訓にして
自己改革に取り組んで見ましょう。
吉と凶が半々の運勢。

七赤金星

この運気の時は無理をせずに冷静沈着、積み重ねが評価の対象になります。

のだと言われています。未来、未熟、未満な

たとえ力が弱くても、集合

一時の感情で動くと大失敗に終わりますので心してください。

どの言葉があります。なるほど！

すれば強い力を発揮できる

何事も試される運気です。相手中心に歯車が回っていますので、自分という「我」を捨

「羊」という字は、ヒツジを正面から見たと

ということ。人と人との繋

きの、角と上半身を表した形です。

がりや絆を改めて実感する

で、自分自身が恵まれる為にあるのではないのですね・・・。

ちなみに、後ろ足までの全体を表した形は、

ような２０１５年になりそ

具体的な目標と目的を定めて踏み出す時。

「美」となるそうですよ！

うですね！！ 良い年になりますように♪

八白土星

九紫火星

てなければなりません。本来の運気とは、自我を捨てて相手を活かし合う為にあるもの

新しいものを取り入れながら、着実に積み重ねていきましょう。
物質的な物よりも精神的な物の方が成功しやすい暗示があります。
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