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総説

兵庫県の祭り・行事
大江 篤

兵庫県は、摂津国・播磨国・但馬国・丹波国・淡路国の旧五国からな

・
『丹波市の祭礼

氷上町大護神社・山南町若林大歳神社・山南町狭宮神社・柏原八幡神社』

（二〇〇九年）

・
『淡路島の民俗芸能 ダンジリと芸能』
（二〇一三年）

・
『淡路島の民俗芸能 風流』（二〇一四年）

・
『但馬の民俗芸能 風流』（二〇一六年）

本調査では、これらの調査をふまえ、兵庫県下の五〇件の祭り・行事

・
『但馬の民俗芸能 ダンジリ・三番叟』
（二〇一七年）

などが通っていた。また、瀬戸内海や日本海には航路もあった。さらに、

を重要なものとして選定し、詳細調査を実施した。選定の基準は、兵庫

り、北は日本海側から南は太平洋側まで多様で広範な民俗文化がある。

武庫川、加古川、市川、円山川等大きな河川の流域に文化が伝播した事

県の四十一の市町から一事例を抽出した（政令指定都市の神戸市のみ二

という祭礼行事、民俗芸能を中心とした報告書を刊行した。

例もある。これらの交通路で都だけではなく、多くの地域から人と物の

事例）。文化庁「祭り・行事調査実施要項」にある四つの着眼点、二〇の

古代以来山陽道、山陰道、淡路往還、但馬道、中国道、有馬道、美作道

往来があり、文化が醸成されてきた。

㉓山の神

項目に従い、偏ることがないよう留意した。
㉒ハナフリ

㉖民俗的念仏

摂津地域は大阪との関りが深く、淡路地域は阿波国（徳島県）との交

㉑キツネ狩り

㉕牛祭り

㉙オトウ（オハケ）

また、兵庫県の独自項目として設定した

（鳥取県）
、東は丹後国（京都府）の影響にあり、南は播磨国との関りが

㉔亥の子

㉘屋台とダンジリ

流がある。また、丹波地域は京都とつながり、但馬地域は、西は因幡国
深い。その播磨国の西部は吉備（岡山県）と共通する民俗もある。

㉗鬼追い

このように豊かな兵庫県の民俗について兵庫県教育委員会では、一九

のなかから、㉗鬼追い、㉘屋台とダンジリ、㉙オトウ（オハケ）に該当

㉚つくりもの

行事については、『兵庫県民俗調査報告７ 兵庫の民俗芸能』
（一九七六

する八つの事例を加えた。本章では、兵庫県の特性をふまえ、五国ごと

六九年から一九九七年にかけて十三冊の報告書をまとめてきた。祭り・
兵庫県の民俗芸能 民俗芸能レッドデ

に掲載した。それぞれの地域毎に概説を記し、祭り・行事の特色をまと

年）と『兵庫県民俗調査報告

ータブック』（一九九七年）で全県下の総合的な調査を行った。そして、

めている。

・『播磨の王の舞』
（二〇〇七年）

・『稚児の祭礼 ヒトツモノをめぐって』
（二〇〇六年）

断っておきたい。

せるものであり、その祭り・行事の性格付けをするものではないことを

れの祭り・行事は様々な構成要素で成り立っている。全国的な視点に寄

五〇の事例についての着眼点は以下のとおりである。もちろんそれぞ

・『丹波の曳山祭礼 波々伯部神社と川原住吉神社をめぐって』（二〇〇八年）

・『播磨の祭礼 屋台とダンジリ』
（二〇〇五年）

二〇〇五年から二〇一七年にかけて、
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④⑧⑨

①姫路市 書写山円教寺の鬼追い ⑱㉗

（３）播磨地区（中播磨地区・西播磨地区）

④丹波篠山市 イノコ

③丹波市

②丹波市

谷川高座神社の例祭 ②㉘

常勝寺の鬼こそ

⑧⑲

①淡路市

石上神社秋季例祭奉納座相撲

⑧⑩

⑧⑱㉓

②⑨⑩㉘

鳥飼八幡神社秋季大祭

③南あわじ市 沼島の山の神

②洲本市

⑮㉗

㉗
②神河町 花だんご

（１）摂津地区
①神戸市 長田神社古式追儺式
⑲

⑪佐用町 平松武者踊り

⑥⑨㉙

㉔

②神戸市 水陸普度勝会

⑤丹波篠山市 黒岡春日神社 鉾山②㉘

⑫宍粟市 御形神社御当祭

⑱

⑬宍粟市 波賀八幡神社 御幸祭⑥⑨㉙
（４）但馬地区
田ノ口の賽の神祭り

（６）淡路地区

④⑧⑮
⑩

③市川町 甘地の虫おくり
⑤相生市 相生ペーロン祭

①④⑨⑲

⑤⑥
⑲

⑥たつの市 さいれん坊主

④⑥㉙

③尼崎市 ダンゴノボー
⑤芦屋市 芦屋のシャコ踊り
㉖

⑦たつの市 河内神社オトウ

④福崎町 かくしほちょじ①④⑥⑮㉑㉙

⑥宝塚市 ケトロン念仏
㉙

④西宮市 名塩八幡神社のトンド①⑦⑱

⑦伊丹市 池尻春日神社 オトウ

⑨㉖

赤穂八幡神社秋季例大祭 ⑥⑨㉙

⑧赤穂市

②㉘

⑧川西市 多太神社秋の祭礼

②⑦

⑩上郡町 高嶺神社のお田植祭り④⑨⑪

⑨太子町 お幡入れ・法伝哉

⑤⑫㉙

⑨三田市 下相野のオトウ行事⑦⑧㉒㉙
⑩猪名川町 三矢の儀式
①明石市 おしゃたか舟神事
⑪⑱㉗

（２）播磨地区（東播磨地区・北播磨地区）
②加古川市 鶴林寺 修正会
③高砂市 荒井神社 仁輪加太鼓②④㉘

①豊岡市

②㉘

④稲美町 国安天満神社の秋祭り②⑨㉘

②豊岡市 城崎のだんじり祭り

⑱㉕

⑥⑲㉖

⑤播磨町 数珠送り

③香美町 冲浦の山の神

⑲

⑥三木市 蓮花寺の追儺式鬼踊り⑦⑱㉙

④新温泉町 精霊船

㉚

⑰

⑤養父市 広岡観音祭

㉗

⑦三木市 鞴祭

⑥養父市 まいそう祭り

⑤⑥⑱㉒
⑥⑩

⑧小野市 ハナフリ
⑨西脇市 なまずおさえ神事

⑦朝来市 圓圓和

⑪

⑤⑮

⑨⑩

①丹波市 折杉神社の粥占

（５）丹波地区

⑩加西市 住吉神社 鶏合せ

⑥㉒㉙

⑪加東市 貞守のオトウ神事 ⑤⑥⑱㉙
⑫多可町 雨散々

摂津地区概論

仏）
、獅子舞とにわか芝居を伴なうだんじり・太鼓台の巡行行事（多太神

社秋季大祭）という特徴を有している。

本報告書では、このうち、神戸市（長田神社の古式追儺式、関帝廟の

市、猪名川町が、兵庫県内の旧摂津国エリア（摂津地区）に該当する。

と、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田

めに兵庫県に編入された（残りは大阪府に編入）
。現在の行政単位でいう

うち西側に位置する川辺、武庫、兎原、八部、有馬の五郡が明治のはじ

川辺、武庫、兎原、八部、有馬、能勢の一三郡からなっていたが、この

古代以来の摂津国は、住吉、百済、東成、西成、島上、島下、豊島、

が自らの地域と同系の行事を行なっている他地域に赴き、そこの行事に

（大原野のケトロン念仏、三矢の儀式）
、保存会を結成し、そのメンバー

域以外に居住する者らを新たな担い手として認めるようになったケース

った行事において、次男等の長男以外の男子や女子、従来の祭祀担当地

ス（多太神社秋季大祭）、これまで長男以外を担い手として認めていなか

来の「青年団」から「消防団」を中心とするものへ移行させているケー

容から容易に見て取れる。そうした中で、たとえば、行事の担い手を旧

の大小はあるものの、何らかのかたちで変貌しつつあることは、報告内

島村 恭則

現在、全国的に見て、いわゆる伝統的な民俗行事の多くは、衰退、消

水陸普度勝会）
、尼崎市（ダンゴノボー）
、西宮市（名塩八幡神社のトン

参加するケース（芦屋のシャコ踊り）
、行事期間を短縮するケース（関帝

滅も含めて大きな変貌の過程にある。本章で取り上げる行事群も、程度

ド）、芦屋市（芦屋のシャコ踊り）
、伊丹市（池尻春日神社のオトウ）
、宝

廟の水陸普度勝会）
、民族集団内の行事としての意義を維持しつつもエス

摂津地区の概要

塚市（大原野のケトロン念仏）
、川西市（多太神社秋季大祭）
、三田市（下

ニック観光の構成要素としても売り出すケース（関帝廟の水陸普度勝会）

一

相野のオトウ行事）
、猪名川町（三矢の儀式）の八市一町、十の行事を取

など、興味深い事例が存在している点に注目させられる。

担い手とする中元の行事（関帝廟の水陸普度勝会）
、供物の神饌が特別で

る「鬼の踊り」系行事（長田神社の古式追儺式）
、神戸在住華僑・華人を

知識及び技術並びにそれらに関連する器具、物品、加工品及び文化的空

化遺産条約」の枠組みでは、
「無形文化遺産」とは、
「慣習、描写、表現、

ユネスコを発信源とする「文化遺産（ cultural heritage
）」の枠組みによ
るものへとシフトする傾向がみられる。この場合、ユネスコの「無形文

）
」の枠組みによるものから、
cultural property

ある祭り（ダンゴノボー）
、小正月の火祭り（名塩八幡神社のトンド）
、

間であって、社会、集団及び場合によっては個人が自己の文化遺産の一

は、従来の「民俗文化財（

近年、グローバル化の影響もあり、民俗の文化資源的なパッケージ化

り上げている。

祭り・行事の特色

飛び跳ねるように踊る所作に特徴がある盆の踊り（芦屋のシャコ踊り）
、

部として認めるものをいう。この無形文化遺産は、世代から世代へと伝

二

オトウと呼ばれる祭祀組織が行なう儀礼（池尻春日神社のオトウ、下相

承され、社会及び集団が自己の環境、自然との相互作用及び歴史に対応

本報告書で取り上げる十の行事は、それぞれ、兵庫県内に多く分布す

野のオトウ行事、三矢の儀式）
、民俗念仏系の行事（大原野のケトロン念

して絶えず再現し、かつ、当該社会及び集団に同一性及び継続性の認識
を与えることにより、文化の多様性及び人類の創造性に対する尊重を助
長するものである」とあり、とりわけ注目されるのが、
「無形文化遺産」
は、
「伝承（ transmit
）
」されるものであると同時に、
「絶えず再創造さ
れる（ constantly recreated
）
」ものだという理解が示されている点であ
る。
右に見た各地のケースは、まさにこの「絶えざる再創造」に相当する

もとづいているといわれている。

歴史的事実としてのケトロン念仏の起源は、まったくの不明であるが、

ここで重要なことは、歴史的事実ではなく、この起源伝承が、こうした

奉納物、服装、所作によって毎年再現されているという事実である。こ

れは、疫病退散に効験のある観音菩薩像がもたらされた始原の段階を毎

年再現することで、疫病退散の効力が発揮されていた始原の状況へ回帰

し、そのことで観音菩薩の霊験を再生させようとする行為として読み解

宮市）の浜辺で海女が観音菩薩像を発見し、二つの回り燈籠を奉納して

である。宝塚市の山間部で行なわれるこの念仏行事は、「もともと鳴尾（西

紹介しておきたい。一つは、
「大原野のケトロン念仏」における起源伝承

ところで、ここで以下の報告の中から、民俗学的に興味深い点を二点

ることも、地域の祭り・行事の将来像を考える上で役に立つであろう。

が、同時に、報告の内容に盛り込まれた各地の「再創造」事例に着目す

は、第一義的には、祭り・行事の記録・保存に資することに求められる

対応が今後の道筋として十分ありうるといえるだろう。本報告書の使命

民俗行事の意義を失わない範囲で年中行事のあり方を微調整するという

に多くの祭りを行わなければならないのか」という疑問の声についても、

伊丹市池尻春日神社の氏子会の中から出されているという、「なぜこんな

のとして織込み済みの事象といえよう。
この観点からすると、
たとえば、

の施餓鬼的解釈に組み込まれているのである。祭りや行事は、社会的文

なわち、担い手である神戸在住華僑・華人たちの社会史的経験が、普度

るという意味付けが主催者らによってなされている点に特徴がある。す

疾病、水害、戦争、震災などで亡くなった孤魂（および有縁の霊）を祀

珍しいことではないが、ここでは、一八六八年の神戸開港以来、貧困、

構造―東アジア比較民俗学研究―』一九七四年、三一書房）
、それ自体は

来る霊―台湾の中元節を手がかりとした比較民俗学的試論」『マレビトの

強調される傾向があることは、つとに指摘されており（鈴木満男「盆に

餓鬼の要素が強調されている。漢民族の中元節において施餓鬼の要素が

る孤魂野鬼への供養（施餓鬼）
』をより重視している」とあるように、施

は、
『祖先祭祀』も行うが、『陰間（あの世）から陽間（この世）に訪れ

度」は、華僑・華人における中元の行事であるが、報告中にも「普度で

もう一点、興味深いのは、
「関帝廟の水陸普度勝会」である。この「普

くことが可能かもしれない。

祀ったところ疫病がおさまったが、その後、観音像が鳴尾を飛び去り、

脈の上に成立するものであることを如実に示す一例といえよう。

ものであり、現代における文化遺産の伝承のあり方としては、当然のも

玉瀬（宝塚市）経由で大原野の地に鎮まることとなった」という起源伝
承を持っている。そして、現在、ケトロン念仏には、鳴尾のものを模し
たとされる「回り燈籠」が奉納され、また行人（念仏を行なう者）の服
装は海女の服装で、行事中に「ヒュー」と声を出す所作は海女の磯笛に

長田神社
（二） 実施場所

鬼役の選任、鬼踊りの練習、練り込みの準備などは、
「祷家（とうや）
」とも呼ばれる鬼

古式追儺式

長田神社拝殿前に設えた特設舞台を中心に行なわれる。舞台の東西に

「古式追儺式」は、 長田神社に伝わる文書や鬼面の墨書により、江戸

宿（おにやど）で行われる。戦後、長田の旧家を鬼宿としていたが、現在は西山会

和子

時代には正月十六日、
薬師堂の行事として執行されていたと考えられる。

館（長田区西山町一丁目）である。祈家は頭屋（当番の宿）と認識され

俵谷

篝火（鬼火または鬼たまりと称す）を配し、松明の点灯や鬼役の休憩場

現在の名称になった時期は不明であるが、
喜多慶治は「明治四十年より、

ており、かつては輪番制であった。太刀役の子供の世話をする家は「太

となっている。

追儺式と称す」とする。明治時代の神仏分離により薬師堂は福聚禅寺に

刀宿」と呼ばれ、肝煎（太刀役の世話係）の家が勤めていたが大久保家

名称

移され、行事が一時中断されている。同社が明治二六年に兵庫県庁に提

に変わり、平成三一年からは、西山会館の東側にある建物（名称はない）

一

出した「儺神事古式書」
「儺神事祷家之次第略記」には、明治期における

石製灯明台がある）
、直会（参集殿）など祭事の場所がある。

敷き周囲に幕を張る）、鬼役が身支度をする鬼室（土蔵造、室内の中央に

に変更された。また、精進潔斎のための行場（神楽殿南の井戸場に筵を

特色

催行の様子が詳細に記録されている。

二

兵庫県内には、修正会の行事として「鬼」が登場する行事が多く伝承

て色濃く分布し、
「追儺式」
「鬼追い」などと称している。長田神社でも

行事である。摂津の西部・播磨の東部の天台宗寺院や真言宗寺院におい

ぞ、此社に例年正月十六日の夜亥の刻過より鬼追といふ事あり。村中に

筆』には、
「摂津国兵庫の津の西に長田神社といふあり、祭神事代主命と

江戸時代の浮世絵師である暁晴翁（一七九三〜一八六一）の『雲錦随

歴史と概要

前述の通り、もとは境内の「薬師堂」で行われる正月の行事であった。

て大男をえらみ、鬼に見立神社の後の森中に土蔵あり、此内より鬼七人

四

また、久下隆史は本行事の特色について、長田荘の荘園鎮守神の本地

（内五人はたいまつをふりたて二人は斧を持これを餅わりと云）出る、

されている。修正会とは、新年を迎え国の安寧や五穀の豊穣などを願う

堂修正会の流れを汲んでいる点、子鬼を伴わない点、
「太刀渡し」に古い

明治の神仏分離により一時中断するが、明治一七年には同社拝殿前に

時代後期には催行していた。

廻り爾後鏡破とて斧にて餅を破る所作をなすを終とす」と記され、江戸

束にして最も古風なる打扮なり。軈て社内なる薬師堂の縁に上りて三返

鬼面は何れも古作の名器なり、赤鬼青鬼二つ也。何れも木綿の染たる装

実施期間・実施場所

修正会の呪師芸の一部がうかがえる点などを指摘する。

三

（一） 実施期間
新暦二月三日（かつては旧暦の正月十六日）
。

め中止、昭和二五年には再開されて以降（平成七年の兵庫県南部地震後

おいて追儺式が行われている。また昭和二〇年は、第二次世界大戦のた

（三） 肝煎（一人）

呆助鬼

姥鬼 面：茶、持物：松明

（四） 太刀役（五人）

の着物、紋付の羽織り、黒足袋、草履、白絹の襟巻。

面：褐色、持物：松明

を除く）現在まで毎年開催されている。昭和四五年に兵庫県指定無形民

太刀役の経験があり、次第に精通した人。太刀役の指導、監督。濃紺

組織

俗文化財に指定された。

五

立志青年会を継承した組織である。現在は鬼役奉仕経験者が中心とな

かつては旧長田村の有志で組織されており、戦前の長田村協議会と

刀を渡し納める役目。
『兵庫県神社誌』では太刀役を勤める家が四十三軒

草履、黒鞘の太刀を持つ。一番太郎鬼、赤鬼、青鬼、姥鬼、呆助鬼に太

年生の男児の中から奉賛会が選任する。紋付の着物に灰色の袴、
白足袋、

かつては長田在住の少年が選ばれていたが、現在は小学二年生から六

り、行事全体の運営を執り行うとともに行事の財政的な支援も行なっ

あり、
その家筋の未成年五人を選ぶとある。太刀役は鬼役より格が高く、

（一） 追儺式奉賛会

ている。また頼母子講を維持しており、掛金を融通しあっている。奉

（五） 指導員・世話役

かつては名主の子が務めるものであったと伝承される。

「かんあけ会」があり、鬼役を三年務めると入会資格がある。

指導員は、行事全般に精通する人（鬼役経験の多い者）で鬼役の所作・

賛会 の下部組織 ではないが、 鬼役奉仕者 の親睦会とし て結成され た

（二） 鬼役（七人）

役として相応しい人物を選任する。鬼役には大役である餅割鬼以下格

（六） 囃子方

着衣は肝煎と同じ。

太刀役の指導、
松明の取替などを行う。
鬼たまりでの鬼役の世話も行う。

がある。これを家族と見立て餅割（父）
・尻くじり（母）
・一番太郎（長

太鼓一名、法螺貝六名。着衣は肝煎と同じ。

かつては旧長田村の在住者から選ばれていたが、現在は奉賛会が鬼

男）
・赤鬼（長女）
・青鬼（小さな子供）
・姥（乳母）
・呆助（下男）と

祭り・行事の内容（衣裳・付属する行事等）

（一） 準備と設え（日時・場所は平成三一年調査時）

すでに選出された鬼役・太刀役、追儺式奉賛会（会長、役員）
、指導員、

●鬼役・太刀役選定会（長田神社参集殿 一月二五日午後六時〜）

六

数いる。平服。

このほか、行事をサポートする奉仕者（おてったい＝お手伝い）が多

面：赤、持物：右手松明、左手斧、太刀をはく

する考えもある。
餅割鬼

尻くじり鬼 面：赤、持物：鉾、腰に槌をさす
一番太郎鬼 面：茶、持物：松明
赤鬼 面：赤、持物：松明
青鬼 面：青、持物：松明
姥鬼 面：茶、持物：松明

鬼宿・太刀宿・鬼役奉仕者の自宅に斎竹を立て、練習場の設営（午後

から行なう追儺式前日練習のため、縄を張り周囲に幕を巡らす）、穴掘り

世話役、肝煎、太刀役添人らが参加する。鬼役はどの鬼を誰が担うか、
太刀役のどの鬼の役を担うのかが正式に決定する。

（篝火をたくための穴）
、各役の持ち物確認などを行う。

午前中に設営した練習場において、演舞の練習を行う。鬼役は行場で

●古式追儺式前日練習（長田神社境内 二月一日午後一時〜）

●公式鬼役演舞練習（西山会館 一月二六日・二七日午後八時〜）
鬼役の七名が指導員の下、所作を練習する。
●鬼役褌等装束の着付け練習（西山会館 一月二八日午後八時〜）

の間にも禊は複数回行う。練習中は白褌（六尺褌）姿で、境内の焚き火

禊（素裸で三三杯以上井戸水をかぶる）の後、演舞の練習を行う。練習

る。これらの着付け方法等を練習する。

で体を温めながら行う。首には白手拭いを巻き（褌・手拭いとも開催年

鬼役の装束は、頭巾、胴着、練りこみの時のほぐり（白布）を褌にす

●餅っき・餅花・輪の餅等餅づくり、舞台等の整備（長田神社境内 二

と役名が墨書されている）
、松明の代わりに藁束で舞う。法螺貝・太鼓の

は自宅に戻る。

殿内）で練習したのち、境内の練習場にて鬼役と合同で練習し、終了後

太刀役は「太刀合わせ」
（太刀渡し・太刀納め）の所作を参籠室（参集

をとる。かつては鬼宿で行なっていた。

囃子方も入れての練習である。鬼役はこの日家に戻らず、参集殿で食事

月一日 午前八時〜）
神前等に供える「日月の餅」
「十二ヶ月の餅」
「六十四州の餅」「餅花」
を絵馬堂で準備する。絵馬堂には、水色の幕が張られ、長田の餅屋三社
の協力と奉仕者、神社職員で一一〇キロ分のもち米を搗く。途中鬼役も
餅割鬼から順番に二臼分餅つきをする。
「日月の餅」は、泰平の餅とも呼ばれ、鏡餅を榊の葉の枝に固定した

太刀宿に立てる）を付ける。大枝二本のみ鬼役が前日練習の終了後拝殿

小さく丸めた餅を柳の大枝二本（拝殿に一対）
、中枝三本（薬師堂・鬼宿・

固定し、拝殿の紅梁にかける。六十四はかつての国数である。
「餅花」は

もいう。
「六十四州の餅」は、榊の葉のついた枝に小型の鏡餅を六十四個

台に乗せ拝殿に供える。一年十二ヶ月を表している。影の餅・鬼の餅と

書したものを一二個作る。六個ずつ重ねて苧で十文字に結び一対にして

は「日月の餅」より小さな鏡餅で側面に「長田神社追儺式奉賛会」を墨

した蛸壺に海藻（ワカメ）を入れる。これを持ち帰り、太刀役の精進潔

行なったのを確認する。初めて鬼役を勤める者を「新造」と言い、持参

身を清めたのち篝火で体を乾かす。指導員は、この清めの行を五、六回

岸へ移動する。海岸では篝火を焚き、鬼役は白褌姿になり海中に入り、

【須磨海岸での禊】午前七時から朝食をとり、午前八時、バスで須磨海

は失われている。

様井戸水を三三杯以上かぶる。数取りは指導員が行う。三十三回の意味

【行場での禊】午前六時、篝火を焚き、神社の行場で禊を行う。前日同

（二） 行事当日の内容

に運び込み柱に立てるが、中枝は行事当日、鬼役が須磨海岸へ禊に行っ

斎に使用する。かつては太刀宿の風呂に入れて、太刀役の禊としていた

ものを二つ作る。
太陽と月を表し、
拝殿中央の柱に吊す。「十二ヶ月の餅」

ている間に奉仕者らが取付ける。餅花は宇宙や星を表すという。

が、十年ほど前から風呂からタライに移し、足を入れて清めるだけにな

刀（頼朝ともいう）
・鬼役の提灯を持参して、鬼宿へ移動する。

練りこみのための着衣・ほぐり・刀・草履・先達の衣装・帽子・露払の

【練り込み】鬼役は参集殿で昼食をとったのち、青い着物、黒の羽織で

鬼役は参拝後、最後の潔斎を行う。

の総仕上げを行う。終了後、鬼役は神社へ太刀役は太刀宿へ移動する。

声で座を立ち、境内の庭で指導役・世話役立会いのもと、
「太刀合わせ」

肝煎が「太刀役も充分に身を清めております。
」と答え、大役が「赤」の

役一同充分に身を清めておりますが、太刀役はいかがですか」と問い、

整列して移動する。薬師堂では、参拝を済ませ、大役（餅割鬼）が「鬼

十時に福聚禅寺薬師堂へ鬼役、肝煎、太刀役、鬼役の提灯、世話人らが

【福聚禅寺での太刀合わせ】午前九時半ごろ須磨から神社に戻り、午前

っている。本来は、
太刀役も海岸で鬼役とともに禊をするものであった。

して、左右に「火を切る」を行い、その後は「ウー」
「自然体」を、正面

出す。舞台中央まで来ると神前を正面に

然体」
「ウー」を行い、西に向かって歩き

端に至ると西を正面にして、「ひらく」「自

三回舞台に登場する（四五分）。舞台の東

作参照）る。これを「一人旅」といい、

し、右手に松明を持ち演舞が始ま（七 所

鼓・法螺貝の音に合わせ舞台東端に登場

東の 鬼のたまりか ら、「ウー 」をして 太

【鬼の舞】午後二時ごろ、一番太郎鬼が

点火する。鬼役は、一番太郎から順番に鬼の衣装に着替える。

鬼室の灯明台に火を灯す。その後、西、東の順に篝火（鬼のたまり）に

り、鬼役（会長の右側）と太刀役が向かい合って座る。会長の挨拶後、

鬼宿では、鬼役が練り込みの衣装に着替え、奉賛会の会長が上座に座

ると、世話役らが「変えまっそ」の掛け声で交換していく。

世話役が合図をして、
「ウー」を行なって舞台から降りる。松明は短くな

を神前側・観客側に向きを変え西端まで演舞を続ける。西端まで来ると

二回演じる（一時間）。赤鬼は、舞台中央で一度「火切を切る」を行い、

赤鬼・姥鬼・呆助鬼・青鬼に続いて一番太郎鬼が順次登場し、揃って

刀役の提灯を持つ）
、
太刀役、
鬼役の提灯、

他の鬼が揃うまで待つ。一番太郎鬼が舞台に上がると、左方向より「火

を祓うような所作をして餅割鬼に追従する。五匹の鬼と同様に舞台中央

舞台に登場するが、歩き出すと松明を捨て、両手で槍を持ち突き出し地

のたまりから舞台へ上がる。尻くじり鬼は左手に槍、右手に松明を持ち

り鬼が登場する（三〇分）
。餅割鬼は右手に松明、左手に斧を持ち東の鬼

午後三時四五分ごろ、五匹の鬼が舞台から降りると、餅割鬼と尻くじ

来ると、
「ウー」をして順番に舞台を降りる。

露払い、鬼役の順番で神社へ参列するこ

奉賛会の会長は神殿から火をいただき、

入った箱を受け取り、鬼室へ移動する。

け、御神酒をいただいたのち、鬼の衣装

追儺式の祭典が始まる。神前で御祓を受

宮入りした鬼役らは、拝殿まで進み、

出さず腕組みをして歩く。

を切る」を三回行い、
「ウー」ののち、五匹が一斉に踊る。舞台の西端に

写真２ 五匹の鬼の舞

とを練り込みという。鬼役は手を袖から

出発する。先達（白装束・烏帽子、青竹を引きずる）
、法螺貝、肝煎（太

鬼役は酒にスルメ・昆布・炒り豆等、太刀役はジュースを飲んで鬼宿を

練り込み
写真１

まで歩み、
「火切を切る」所作をして、
「ウー」から舞台を降りる。

午後四時四五分ごろ、餅割鬼、尻くじり鬼が一回目と同じ持ち物で舞

五匹の鬼が舞台に上がり演舞する（四回目）。これを「お礼参り」とい

台に登場し、舞台の中央で向かい合い演舞する（三〇分）
。

太刀役が一列に並び、西の鬼のたまりから

う。所作は三回目までと同様で、舞台の西端に来たら神前に向いて踊る

午後四時一五分ごろ、本殿の北側で赤鬼と太刀役が対面する。肝煎と

赤鬼が移動しその前に立つ。肝煎は「太刀

割る。月の餅も同様に割る。次に、餅割鬼が槌を両手で持ち、十二ヶ月

前に足が出たら一度上体の重心を後ろにかけてから、太鼓にあわせ餅を

槌を持ち右足を少しずつ前に出す。十分

日の餅の方向に上体、足を向けて両手で

ら、日月の餅を割る所作をする。まず、

神前に向かって上体をゆっくり回しなが

かり持ち上に伸びるような姿勢をする。

せ確認する）
、
次に頭上で槌を両手でしっ

を右手で上から下へゆっくりと槌に沿わ

台中央で槌の確認をし（左手に持った槌

が尻くじり鬼の肩を支える。餅割鬼は舞

くじり鬼は左手に槍を持ったままである。交換が終わると、世話役二名

「自然体」を行い、その後餅割鬼の斧と尻くじり鬼の槌を交換する。尻

いた槌を右手に、左手に槍を持って演舞する。背中合わせに「火を切る」

捨て、斧を左手より右手に持ち替える。尻くじり鬼は、後ろ腰に差して

替わりながら演舞する。次の「たちまっそ」の声で餅割鬼は松明を投げ

舞台の中央まで来ると、
「たちまっそ」の声がかかり、二匹が東西を入れ

尻くじり鬼が舞台に上がり演舞する（三回目、餅割の所作）。東の端から

午後五時四十五分ごろ、十二ヶ月の餅が舞台中央に移され、餅割鬼と

い、鬼室で練りこみの時の衣装に着替える。

ときに松明を投げ捨て、舞台を降りる。世話役に連れられて鬼室へ向か

赤鬼は東の鬼のたまりへ移動する。
餅割鬼・尻くじり鬼が舞台から降りると、
赤鬼以下五匹の鬼が一匹ずつ東の鬼のたま
りから舞台に上がる。各太刀役の少年は一
人ずつ刀を携えて舞台東端に上がり、先に
控えていた肝煎が「たちまっそ」と言って
舞台に上がった鬼の左足を抱えて本殿に体
を向ける。太刀役は鬼役の足を踏んで一回
周りし、それぞれの鬼に順次太刀を渡す
（
「太刀渡し」
）。
太刀役より太刀を受けた五
匹の鬼は舞台へ移動し、赤鬼の「火を切る」
（松明を左回りに三回転させる）が終わる
と、太刀を左肩に担ぎ揃って演舞する。そ
の間太刀役は舞台西端に移り、各鬼が西端
まで来ると順次太刀を受 け取る（「太刀納
め」）
。このとき太刀渡しと同様に肝煎が「た
ちまっそ」と言って各鬼の左足を抱え、太刀役が太刀を縦にして周り太
刀を受け取ると、
「パチン」と音を出して鞘に太刀を納める。同時に鬼は
右手に持つ松明を左手に打ち付け松明を放り投げて舞台を降りる。

餅割（十二ヶ月の餅）

写真５

の顔を照らしながら見ていく。終了すると

の者です」と言うと、赤鬼は松明で太刀役
太刀渡し
写真３
槌と斧の交換
写真４

鬼と斧を交換し、槌の時同様に斧を確認し、日月の餅の確認・餅割、十

しかし充分に割れていないため、槌を斧に替えて餅割をする。尻くじり

の餅に覆いかぶさるように上体を伸ばしながら、餅を確かめた後割る。

左手はゆっくりと松明を離し、腰につける。左足は右足に添えて自然

松明を持ち、
麦藁をさばいて松明を燃やす。次に右手を伸ばし右側に、

げ伸びると同時に右手を大きく左斜め上に持ってきて、左手は下より

出し、両手を下げ、両膝を曲げて腰を落とし、次に上体を上に持ち上

【火を切る】自然体より右手の肘をゆっくり伸ばして、真上、左、下、

二ヶ月の餅の確認・餅割を行う。二匹の鬼は、餅割の所作が終わると舞

鬼役は鬼室で練りこみ時の衣装に着替え、奉賛会・指導員・世話役・

右へと廻す。目先は松明の火を見る所作で、右手が真上に来た時は、

体に戻る。

鬼役らが並び、面箱・衣装箱も鬼室から移動させる。神官より十二ヶ月

掌を内側に廻し、左側一回、下、右一回と三回松明を持った手を廻す

台から降りて、世話役に連れられて鬼室へ移動する。

の餅が餅割鬼から順に授与される。その際は、白い扇を広げて餅を受け

を下げる。

鬼が歩くときは、片足を一歩前に出し膝を曲げる時に持ち物を持つ手

基本的に五匹の鬼の所作と変わらないが、持ち物が異なるため、餅割

（二） 餅割鬼・尻くじり鬼の所作

基本の所作

る。これで追儺式は終了し、その後参集殿で直会が行われる。

七

斎藤朋次（奉賛会会長）も、平成六年の段階で鬼の所作について、こ
れまでの所見を総合し、関係者において協議の上決定したとし、以後は

【自然体】両足を少し開き、左手を腰に当て、右手に松明を持ち、斜

（一） 五匹の鬼の所作

兵庫県神職会一九三七『兵庫県神社誌』臨川書店

河本正義

太田陸郎

一九五一六「長田神社の追儺」『兵庫郷土研究』第五巻第一号

一九三四「神戸長田神社の追儺」
『兵庫民俗資料』第九輯

一九三〇「摂津長田神社の追儺」
『民俗芸能』三

参考文献

め上に肘を伸ばして、胸を張り真っ直ぐに立つ。
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尾崎清次

この所作に基づいて実施している。

し、右手は肘を曲げ、松明を目の前まで下げ、ゆっくり自然体に戻る

右足を上げ、右手は後ろから下へ廻し、右足を掬うようにし、左足が
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【ひらく】右足で小足を踏んで、体の方向を変えて、左足を一歩左へ

水陸普度勝会
別[名］
「大施餓鬼供養祭

普度勝会」「普度」「中元節」「中元普度」

帝廟（神戸市：旧暦七月一五日に一番近い週末）
、萬福寺（宇治市：

新暦一〇月中旬）の三つの地域で盛行している。

神戸の普度は、普度の一ヶ月前に執り行われる儀礼「掲天灯」を

水陸普度勝会 す(いりくふどしょうえ )
「普度」とは「普く人びとを済度（救って悟りの彼岸に渡す）する」

一

会」にとって、毎年の普度の準備と実施が経済的・人的にも年々厳

間で普度を執り行っている。普度の伝承組織である「神戸福建同郷

（補施）と謝宴の計五日間で執り行われてきた。

優子

ことを意味する仏教用語に、
「会が成功するように」と願いを込めた

しくなってきたため、実施期間の縮小が組織の間で以前より議題と

谷岡

「勝会」が付き、
「普度勝会」と呼ばれる。前頭の「水陸」とは「水

して挙げられていた。その結果、二〇一九年、組織の一つである神

別に、前夜祭、普度初日・中日・最終日の三日間、翌日の冥加回向

難に遭ったり、陸上で亡くなったりした人を弔うから」とも、
「水陸

戸福建同郷会理事会で半年間審議され、
「普度の伝統」を遵守するよ

祭り・行事の名称

霊界の諸精霊を招礼するから」とも説明され、諸説ある。祭事を取

りも「普度の継続」を優先すべきとの判断が下り、今回の期間縮小

神戸の普度開催地である「関帝廟」は、近隣には華僑の子弟が通

（二）実施場所

しかし、二〇一九年は、新たな試みとして中日を省略した計四日

り行う福建系華僑は、先祖由来の福清語で「普度（ポールン）
」と称

に至った。

実施期間・実施場所

する。以下、本稿では「普度勝会」を「普度」と略称する。

二

の祖先および有縁無縁の万霊を供養する盂蘭盆会と重ねられ、
「華僑

ている。時にこの行事は、同じく旧暦七月一五日に開催される各家

普度は旧暦七月一五日の中元節の前後に執り行われる行事とされ

は、本堂・礼堂・四阿（あずまや）
・山門・仲門および事務所からな

廃寺になっていた長楽寺を当地に移し、再興したものである。施設

国布施村（現在の東大阪市北西部）にあった黄檗山萬福寺の末寺で

この関帝廟は、一八八七年に建立されたもので、寺格としては河内

う神戸中華同文学校があり、華僑が多く居住する中央区に位置する。

の盂蘭盆会」とも評されることがある。しかし、普度では、
「祖先祭

っている。本堂には「関聖大帝（関羽）」
「観音菩薩」
「天后聖母（媽

（一）実施期間

祀」も行うが、
「陰間（あの世）から陽間（この世）に訪れる孤魂野

祖）
」
「福徳正神」
「指南宮」が、山門横には「地蔵王菩薩」が祀られ

る信仰の場であると同時に、礼堂は神戸の華僑が家族や親族を亡く

鬼への供養（施餓鬼）
」をより重視している。
現在日本の普度は、崇福寺（長崎市：旧暦七月二六～二八日）
、関

面する中庭である。

廟全体を使って運営されるが、主な舞台となるのは、礼堂と礼堂に

した際に葬儀や告別式を行なう葬祭行事の場でもある。普度は関帝

も盂蘭盆会が例年執り行われていたかについては記録が定かではな

華僑たちが盆会を執り行った事が記録されている。しかし、その後

「盂蘭盆之勝会」執行の許可を求め、兵庫県がこれに応じ、当時の

い。

年からである。当時の神戸の福州系華僑はまだ人数も少なかったた

神戸の福州系華僑が普度を執り行うようになったのは、一九二四

（一） 道教・仏教の混交様式で執り行われる本行事は、今日世界各

め、大阪の福州系華僑と合同で大阪天王寺の清寿院において普度を

特色
地で見られるが、行事の設えは地域毎に特色を有している。

開催していた。

三

ここ神戸では専門の職人である紙師を置き、竹と紙細工で色

僑が使用する共同墓地）で第一回目の神戸普度が開催された。当時

その後、一九三四年、神戸市中山手通七丁目の中華義荘（神戸華

（二） 本祭礼は「華僑の盂蘭盆会」と称されるが、華僑たちは祭礼

を知る人の語りによれば、
「全国から仲間が集まり、墓域に提灯を吊

とりどりの神々や冥宅を作り、祭礼に彩りを添えている。
の意味を祖先祭祀よりも施餓鬼供養に重点を置く。これは一

るし、盆踊りで組むようなやぐらを建て、道士が一人読経をしなが

催された。しかし、七月に発生した阪神大水害の直後だったことも

八六八年の神戸開港以来、貧困や疾病あるいは戦災や天災等

（三） 行事組織は老華僑と新華僑の連携によって維持されている。

あり、関帝廟に提灯を吊るして住職が読経をするといった小規模な

らやぐらの周りを回った」という様子だったという。第二回目の普

老華僑の子弟たちは、世代交代が進むにつれ生活様式（宗教

ものだった。第三回の普度は一九四七年に開催された。この時から

により異郷の地で亡くなった人を、有縁・無縁にかかわらず

観・就業形態など）が日本人と変わらないものになり、行事・

紙師によって「冥宅（死者があの世で不自由なく生活するための住

度は、阪神大水害が発生した一九三八年、現在と同じく関帝廟で開

祭礼への参加が困難になっている。そこで、本祭礼では、血

居）
」や「三十六家店（死者があの世で買い物をするための商店）」

慰めるために執り行われてきた経緯があるためである。

縁関係は無いが同郷の新華僑と連帯し、彼らの熱心な参加に

いなかった等の理由で開催されなかった一九八四・一九八七年、天

で開催されなかった年もあった。たとえば、総理や紙師のなり手が

それ以降は、ほぼ毎年継続して普度は開催されてきたが、諸事情

が作られるようになった。

歴史と概要（変遷）

よって祭礼の実施を継続している。

四

神戸開港後、一八七三年に寧波総官の胡小萍が兵庫県外務長官に

簡略化した年（紙師がいなかった一九九〇年、阪神淡路大震災が発

安門事件が起こり自粛した一九八九年、細工物も作らず日数内容を

達生の報告（一九八〇）か曽士才の報告（一九八七）を参照された

清氏が第三代紙師を務めている。二代目紙師の設えについては、周

代紙師を務め、一九八八‐二〇一九年現在までは福清市出身の王良

い。

生した一九九五年）がそうである。
阪神淡路大震災によって普度を行う関帝廟も本堂半壊、礼堂、龍
門、事務所の損壊がみられるなどの大被害を受けた。倒壊を防ぐた
を再開している。一九九六年二月には神戸関帝廟復興委員会が発足

の福清出身者、いわゆる福州系華僑を中心とする同郷会）に属する

行事の担い手は、神戸華僑の中でも神戸福建同郷会（福建省北部

行事組織（氏子・資格の変遷）

し、一九九九年一一月に落慶法要が行われるまで修復作業が続いた

老華僑（一九七八年の改革開放政策開始までの海外移住者）と新華

五

が、この間にも普度は執り行われていた。修復期間中の一九九九年

僑（それ以降の移住者）の理事および会員たちである。毎年二月～

めの仮処置が行なわれた後、同年六月には仮本堂を設け、一般参拝

一〇月二三日、調査と審議が重ねられた結果、この水陸普度勝会（関

三月頃、同郷会の理事会でその年の普度実行委員を選出する。実行

総経理、副総理、会計、紙師（糢糊作業）
、庶務受付（渉外、御縁金、

帝廟の盂蘭盆会）は神戸市より「神戸市地域無形民俗文化財」第一

このように普度は、神戸の戦災・天災の歴史と共に歩み、その過

接待等）、販売（線香、金紙・銀紙等）、賄係（購入、調理、接待・

委員は、老華僑・新華僑の区別無く、普度の期間中、本業の傍ら休

程で亡くなった有縁・無縁の人びとを供養する祭礼としての意味が

福利（飲食）等）、法要儀式（各種準備、香跡取り、お供え物等）、

号に認定された。この認定書は普度の開催時、訪れる人びとの目に

継承されている。また、福建同郷会の会報誌『福建郷友』では、本

会計など、作業分担を行っている。

み時間や休暇を利用して少しでも手伝うことが出来る者たちが集い、

祭礼を「先祖や家族のことを考える機会が少なくなった昨今、もう

（一）総理 神戸では普度の総責任者を「総経理（総理）
」呼ぶ。か

触れるように外に貼りだされている。

一度先祖の繋がりや個人と家族の存在について話し合う良い機会」

つて総理は普度の始まる一ヶ月前から精進潔斎に入らなくてはなら

ため、精進潔斎の期間を普度の期間中のみと短縮する場合もある。

と紹介し、コミュニティの繋がりを強固にするものとしても捉えて
普度の設えについても紙師の移り変わりと共に多少の変遷がみら

総経理の仕事は、祭礼の経費を賄うため同郷会の会員たちから御縁

ないというしきたりがあったが、現代の日常生活では支障をきたす

れる。一九四七‐四九年にかけては熊本在住で福清出身の葉発達氏

金の募集、道路の使用や火の使用について官庁へ届出、関係者各位

いる事が伺える。

が第一代紙師を務め、一九五四‐八五年にかけては林友杰氏が第二

通用口脇に、魂を導く役割を持つ白鶴の細工、十八光提灯を吊る

掲天灯 普度の一ヶ月前に行われる儀礼。関帝廟前の福建同郷会の

（二）紙師 紙師は葬儀や追善供養で使用する細工物を作る職人で、

した燈棹をかかげ、三界万霊を呼び寄せる。

への連絡、仕入買物、儀礼への参加など多岐にわたる。
本祭礼に用いる燈竿、天・地・水界の神像、冥宅など様々な細工を
王氏は遺族の希望に沿った一つ一つ異なる冥宅を作成しているほか、

陰陽司、城隍神と仕官（「七爺（別名：長爺）」「八爺」（別名：矮

や冥宅、金山・銀山・冥衣山、天界・水界の神々、地獄十王殿、

初日の午前中から昼過ぎにかけて、施餓鬼檀の組み立て

普度の儀礼や設えの意味を行事に参加する人びとに教授しつつ、神

爺）
）
、そしてこれらの神々の住ま

場内準備

戸の普度のやり方と福建の伝統的な普度のやり方との間の調整役を

いの前に香炉と各種供物を載せ

竹と紙を用いて制作する。往時に比べれば冥宅の規模は縮小したが、

担っている。

寺の僧侶ほか、明光寺に依頼された大阪～兵庫各地域の僧侶が務め

と称される神戸市須磨区の明光寺の僧侶が務め、この他は京都萬福

侶ら約七名が務めている。導師の役割は地元の人びとから「萩の寺」

（三）僧侶

るのに対し、境界の神である城隍

王殿は礼堂室内の奥に配置され

する。天界・水界の神々や地獄十

礼堂内に参拝者用の椅子を設置

る 供卓 を礼 堂内 と中 庭に設 置し 、

普度に伴う法要は、福清人とも馴染み深い黄檗宗の僧

ている。

神、陰陽司は礼堂入口付近に配置

〇一九年は中日の省略に伴い、最終日に灯籠流しを）
、最終日は上午

鬼、中日は上午拝懺・灯籠流し・下午拝懺・出天進表・大施餓鬼（二

入堂行進・入魂式、初日は上午拝懺・下午拝懺・出天進表・大施餓

執り行われ、各日程では次の内容が行われる。前夜祭は場内準備・

本祭礼は、前夜祭、初日、中日、最終日、精進落としの計五日間

設えが整うと、それぞれの神位・霊位に五具足（燭台二・花瓶二・

良が懸念されるため、冥宅が礼堂内に置かれる年もある。

かつ猛暑が続き、参拝者の体調不

かし、近年普度の時期は悪天候で、

礼堂外の中庭に置かれてきた。し

くの参拝者の目に触れるように

される。一方、冥宅はなるべく多

拝懺・下午拝懺・出天進表・大施餓鬼・送佛儀・冥宅送火供養・清

香炉一）、茶と酒（神位は各五杯ずつ、霊位は各三杯ずつ）、十品

行事の内容

掃・精進揚げ、精進落としは冥加回向（補施・豚供養・中尊出堂）
・

菜（キクラゲ・椎茸・金針菜・湯葉・油揚げ・人参・コーン・も

六

謝宴である。

写真１ 普度勝会設え

きパン）を一日二回供える。かつては精（小麦粉を練って発酵さ

菓子、光餅（餅とも。小麦粉を練り表面に胡麻をまぶした固い焼

に無い）、白飯、汁物（具は神位は棗、霊位はキャベツ）、果物や

菜が選ばれるが、赤・青・黄・白・黒の色味以外、食材指定は特

やし・隠元豆・蓮根等、いずれかの精進菜十種。華僑に縁ある野

もいる。

る。餓鬼が受け取る前に我々は受け取ってはいけない」と言う者

に落ちた音を通して受け取り、現世の者は餅と硬貨の体を受け取

する。参拝者によれば、
「餓鬼は、投げられた餅と硬貨の魂を地面

れた餅と硬貨は縁起物であるため、参拝者は必死に受け取ろうと

に供えられた餅と硬貨を檀上から投げ、餓鬼を供養する。投げら

大施餓鬼 それぞれの日程の夕方に行われる施餓鬼法要。入魂式と

せ蒸した饅頭）もあったが、一九八九年以降神戸では製作されて
いない。

同じく、
「瑜伽焔瑜口科範」が諷誦される。法要の導師は「金剛上

師」と呼ばれ、施餓鬼壇で餓鬼に説法する。彼が五仏冠（五仏を

別名「前夜法要施餓鬼」ともいう。この儀礼は、初日の夕

方から夜にかけて行われ、掲天燈時に呼び寄せていた万霊を一堂

あしらった装飾）を頭部に身に着けて仏の化身となり、変食真言

入魂式

に会させる意味を持つ。本法要を経るとこの空間は陰陽両界を結

を唱えると、供えられた食物が百倍千倍にも増し、餓鬼はようや

最終日の大施餓鬼では、中庭に通常よりも大きな供宅が並べら

ぶ儀礼空間となる。読み上げる経典は大施餓鬼時と同様「瑜伽焔
拝懺 普度期間中、九時半頃に上午（午前）拝懺、一五時頃に下午

れ、餓鬼のために十錦菜（通常時供宅に並べられる十品菜と内容

く飽満になる。

（午後）拝懺を執り行う。拝懺では「八十八佛洪名寶懺」を用い

は同じ。菜の上に「普度勝会叩謝」と書かれた紅紙旗が挿してあ

瑜口科範」
。

る。僧侶はこれを唱える事で道場と身口意を清め、己を空しうし

人ひとり線香を持ち五具足の前で拝する。

る）
・餅・米等が供えられる。通常の大施餓鬼と同様に参拝者が一

下午拝懺が終了した後、中庭に臨時で置かれた檀に導師

て皆を代表して懺悔し、八十八名仏名を唱え一仏ごとに礼拝する。
出天進表

れた盆が置かれる。疏には何年何月何日に普度を執り行う趣旨を

う疏を読み上げる。檀には、五具足、神馬、餅と十円硬貨が盛ら

が読経している間、参拝者は次々と線香を捧げていく。一九八〇

べ、簡易の祭檀を作り、そこで僧侶らが南前し祈祷を行う。僧侶

流しは、山門外に水を張った金属製の盥に竹と紙細工の船を浮か

普度の中日午後に行われる儀礼。現在の灯篭

唱え、戦災・天災による死者、各姓歴代祖先、一切無袍孤魂を供

年代の記録では、須磨浦海岸まで移動し、僧侶ら、総理と楽隊（シ

灯籠流し（放水燈）

養し成仏を願い、かつ功徳が現世の者に回向されることを祈願し

ンバル、大小ドラ、太鼓等）
、縁首らが移動し、その場で作成した

が南前し、福清語読みが書かれた「維日沐手焚香至心皈命」とい

た功徳文が記載されている。功徳文が読み上げられた後は、檀上

祭 壇 に 読経 を 捧げ 、供 物と 灯 篭船
を 海 に 流し た とい う。 現在 は 手間
と 出 費 が嵩 む ため 、山 門外 で 執り
普 度 の 最 終 日に行 わ れ る 儀

行っている。
送佛儀
礼 。 大 施餓 鬼 が終 了 すると 、 普 度
期 間 中 置か れ てい た 全ての 神 々 や
冥 宅 が 並べ ら れ、 関 帝廟外 に 置 か
れ た 焼 却炉 で 焚き 上 げられ る 。 一
番 初 め に七 爺 ・八 爺 が楽隊 の 鳴 ら
す音に合わせて上下左右に大きく揺り動かされ、僧侶が読経する
中、退去していく。楽団の鳴らす賑やかな音と参拝者が見守るな
か、役目を終えた神位・霊位は焼却炉に入れられ、あの世で暮ら
す祖先が無事冥宅を受け取れるように焼尽させる。送仏儀とその
片付けの終了を以て、普度の精進潔斎期間は終了となる。近年は
華僑以外の近隣住民の苦情を考慮し、大施餓鬼と送仏儀を行う時
間を以前よりも早めているため、二三時頃には全ての清掃作業が
ひと段落を迎える。最後まで作業に当たっていた者には精進揚げ
の肉入りのビーフンが振舞われる。
冥加回向（補施） 四肢や耳目が不自由であるため、普度の法要に
間に合わず法要を受ける事が出来なかった死者を供養するための
儀礼。前日までの法要とは異なり、山門と本堂の間の中庭に導師
を務めた明光寺の僧侶、総理、謝宴の準備にあたる信者や遺族が

参加し、前日に比べれば参加者は比較的少ない。供宅に五具足、

十品菜、餅のほか、続けて行われる豚供養の供物のイカ、鯛、鶏、

豚の頭部が置かれている。豚供養は、天界・廟の主神関帝に普度

が無事終了した事を報告する儀礼である。最初に山門に向かって

南前し線香を捧げ拝礼した後、廟に向かって北前し拝礼を行う。

拝礼が終わると、参拝者は廟内の草木に線香を捧げ、法要は終了

祭礼の直会にあたる催し。礼堂内に設けられた宴席には、行

する。
謝宴

事組織である福建同郷会や法要を執り行った僧侶ら、神戸普度と

協力関係にある各種団体、地元町内会役員等を招待し、福州に馴

染み深い料理が提供し、今年も無事普度が終了した事への感謝を

一九八七「在 日華僑と 盆行

七六―八七、千里文化財団

盆会」
『季刊 民族学』二九、

一九八〇「在 日華僑の 盂蘭

参考文献

伝える。

七

周達生

曽士才

事―移民 社会における伝統
行事の機能と変容」

『民俗学評論』二七、四〇―七〇、大塚民俗学会

中華会館編 二〇一三『落地生根増訂版

―神戸華僑と神阪中華会館の百年』研文出版

写真３ 冥加回向

七爺・八爺
写真２ 送佛儀

名称

ダンゴノボー

一

大江

篤

松原神社（尼崎市浜田町一丁目六）の春季大祭として実施される行事。

実施期間

ダンゴノボーと湯立神楽が行われる。

二

行事の由来

三月十三日。
（かつては旧暦二月一八日）

三

松原神社の祭神は、素戔嗚命・崇徳天皇・三輪明神であり、この行事
には、崇徳上皇にまつわる伝承がある。
保元の乱（一一五六年）で讃岐国に配流となった上皇がその途次に浜

明年中有事故村社松原之宮素盞嗚之神社之脇殿ニ奉移矣。然ル処武

内之末第五十二世武内兵部郷貞之本願寺第八世蓮如法主ニ帰依シ為

僧法名号紹郡。此時賜浄専寺号。如斯現地ニ一宇ヲ建テ号宿禰山浄
専寺。由緒如斯。
文禄三年午五月

武内久左衛門時茂

浄専寺は松原神社の東に隣接する浄土真宗本願寺派の寺院である。文

明年中（一四六九年～一四八七年）に寺院が成立する以前は、武内家は

崇徳上皇の逗留した家であり、崇徳上皇を祀ってきたとある。また、次

のような記録も『大庄村誌』には、武内家の「古書三通」の一つとして
紹介されている。

崇徳天皇讃岐国ヘ御幸之御砌大風ニテ海中浪高ニ付キ当地ヘカカラ

セラレテ武内太郎家ニ御休幸被遊其時ニ天皇ヘ奉戴之品ハ海近キ御

品このしろ、はまぐり、まて、かき 天皇イタク御感悦之余リわす

れぬの御製並ニすくねつかの御製被為染武内ヘ賜ハル時ニ文明年中

崇徳上皇が讃岐に流される途中大風が吹いて、この地に風を避け

崇徳天皇 神祭毎年二月十八日奉献御品、鱅蟶蛤蠣唄糯団子 右

皇之御祭典ニ前書之御品ヲ神前ニ献ジ奉ル祭神之由緒ニ別記ス（略）

大浪ニテ水失ス、右之由緒アルヲ以テ今ニ至リテ毎年二月十八日天

られた。そのとき自分たちの先祖が海の物・山の物を差し上げてお

之御品々奉献

田村に留まったという。

慰めした。上皇が讃岐で亡くなられてから、上皇の喜ばれたものを

此団子奉祭ト名ク世ニ団子奉ト云フ

また、天文十九年（一五五〇年）三月に武内権左衛門貞俊が記した「家

往古ハ武内家ノ別格祭也

お供えして、その霊をお慰めしているという。
（
『尼崎市史』第一〇巻）
この伝承の古い史料としては、文禄三年（一五九四年）五月の年紀の

記伝」には、

一、保元年中新院合戦御企之時宇治左大臣殿ヨリ武太郎一族並ニ寺

ある浄専寺の「縁起」がある（
『大庄村誌』
）
。
（略）崇徳天皇讃岐国ヘ御遷幸之時、武内太郎左衛門国房之家ニテ

井三郎堀四郎太夫等一族御味方可申奉御願之御書下

一通□□□□

被遊御休幸。崇徳天皇崩御之後我地ニ神社ヲ建テ奉鎮座ト雖モ、文

・マテガイ二つ（貝をゆでて身だけをダイコンなますにのせる）

・バイ二つ（ゆでてからふたが開かないように止めておく）

一、崇徳院讃岐配流之時武太郎家ニ逗留ニテ
わるれぬるの御製

・ハマグリ四つ（二つは水を出すところを切ってふたが開かないよう

西側の脇殿に一つ、東側の脇殿に二つ供える。

塩、
するめをのせた三宝も同数準備する。（写真２）本殿に二つ（写真３）、

この七つの小皿を三宝にのせたものを五つ作る。また、鏡もち、洗米、

ける）

・塩味のおはぎ（米の粉で団子を五つ作り、塩味のアズキあんこをつ

二切れ、湯とうふ、ゆば、しいたけ、かまぼこ）

・おひら（ゴボウは中をくりぬいて皮だけとしたものを斜めに切って

・およね（だいずと米をいって花が咲いた様に米をはぜさせたもの）

にゆでておく。もう二つはゆでてからおからをつめておく）

すく禰津かの御製
右之御二首掛物嘉吉三歳従義勝公奉具被仰付
一、崇徳院之由緒記 一巻 西行筆
とあり、武内家には崇徳院に係る史料が所蔵されていたことがわかる。
しかしながら、同史料に「予七歳之時文明七年乙未年八月六日大風吹テ
大浪陸ニ揚ル人家没流スルコト数千人之死亡不可計此時我族従類没死者
三十六人予早ク適去幸全一命今及八十余歳此時我家之重宝没失スル者右
之通」とあり、水害によって消失していたことがわかる。
これらの記録にみえる崇徳上皇ゆかりの行事が旧暦二月一八日（現在
は三月一三日）に松原神社で行われるダンゴノボー（団子奉祭、団子奉）

行事の内容

であったということになる。

四
一三時ころ宮講の方々（二〇一九年
は氏子総代一名と宮講八名）が集まり、

写真２ 神饌と鏡餅

供物を本殿、脇殿に供える。供物の神

写真３ 本殿

饌が特別である。先の史料にあるよう
に流されて行く途次に逗留した崇徳院
に 献上した 料理を再 現した ものでる 。
（写真１）
・コノシロのかすむし（コノシロに
酒の粕をのせて蒸す）焼き物の代
わり

写真１ 神饌

準備が整ったところで、一四時ころから神職二名、巫女が社務所から
本殿に入場し、
祭典がはじまる
（写真４）。
修祓―献饌―祝詞奏上があり、
拝殿で巫女の神楽がある。

五

組織

先の武内家の「古書三通」には、
「崇徳天皇 神祭毎年二月十八日奉献

往古ハ武内家ノ別格祭也」とみえ、二月一八日に「団子奉」

御品、鱅蟶蛤蠣唄糯団子 右之御品々奉献 此団子奉祭ト名ク世ニ団子
奉ト云フ

（ダンゴノボー）という祭りが行われており、奉献品についても記され

その後、巫女が本殿前の境内に設えた釜（二台）の前に移動し、湯立
てが行われる。
（写真５）氏子総代が帯同し本殿から、神酒、洗米、塩を

宮講、一〇月五日の秋祭りは南宮講、一二月一六日のオヒタケ祭りは双

とあり、正月は北南の宮講双方、二月一八日のダンゴノボーの供物は北

一 十一月十六日神事は双方より御供可献事

一 十月五日神事は南講より御供可献事

一 節句式日は都て双方講中より御供可献事

一 二月十八日神事は北宮講より御供可献事

調、御鏡餅は双方より可献事

一 正月注連餝り之儀は双方講中より立合相

宮座一件取替せ証文」（天明五年、岡本俊二家文書）には、

宮講」とし、新たに二四名からなる「南宮講」が結成される。（「浜田村

ところが、この年に訴訟があり、天明五年には、旧来の宮座五名を「北

宮座なき旨請け書」天明元年、岡本俊二家文書）
。

年（一七八二）には八名が宮座をつとめるようになっていた（「浜田村に

は宮座と呼ばれる者はなく、庄屋が宮座を勤めていた。その後、天明元

之内廻り持」とある。ところが元禄五年（一六九二年）には、浜田村に

和元酉年（一六八一年）の書き上げによると「浜田村牛頭天王宮衆七人

江戸時代には宮座とよばれる組織が松原神社の祭祀を掌っていた。天

わかる。

は同じものである。
「武内家ノ別格祭」であり、家の祭りであったことが

ている。現在の神饌とは異なる牡蠣が含まれているが、その他の海産物

写真５ 湯立

持って行く。

最後には鈴で参拝者を祓う。この後、斎主が撤饌し、祭典は終了する。

湯立が終わると、巫女は拝殿に戻り、鈴をもって神楽を舞う。神楽の

れ行う。

釜の湯をかき混ぜ、湯を高く上にあげる。同じ所作を左右の釜でそれぞ

て湯を桶に汲み、斎主が本殿に供える。その後、両手に榊の束を持ち、

巫女は、大麻で釜を祓い、散米し、塩と神酒を釜の湯に入れる。そし

写真４ 祭典に参加する宮講

方でおこなうようになった。ここに記されている神社の年中行事は、祭
日は変わっているものの、現代も続いている。

承されてきた。

『尼崎市史』第二巻（尼崎市役所、一九六八）

参考文献

氏子中南二四軒北六軒の宮講を造り、毎年元日午前三時頃迄に、古

『尼崎市史』第六巻（尼崎市役所、一九七七）

六

式により裃を着し、定紋付の提灯を持つて、松原神社に参拝する。

『尼崎市史』第一〇巻（尼崎市役所、一九七四）

『大庄村誌』には、
「松原神社宮講」という項目があり、

そして、お互いに元旦の祝辞をのべ、共に神前にお参りしてから雑

『大庄村誌』
（大庄村教育調査会、一九三二）

大江篤編二〇一六『尼崎百物語』（神戸新聞総合出版センター）

煮を祝ふ習慣になつてゐる。
と南宮講、北宮講のことが記されている。また、同書では、
「ダンゴノボ

桑村寛一九五六「西播農村の宮座について―宮座の形態とその変遷」

「兵庫史学」第八号

ー」について、
崇徳天皇の御祭典については、現今は当時の由縁をたどる寺井家、
堀家等七軒の旧家があり講を結び、
祭典には講中より、古例に従ひ、
鯟、蟶、蛤、かき、唄糯等数種の魚介と米の団子を製して、献饌す
ることになってゐる。
とあり、北宮講が寺井家、堀家等の旧家七軒から構成されていたことが
わかる。寺井家は、武内家の「古書三通」に、
後醍醐天皇隠岐国遷幸之折新浜田村菜切之里ニ御休幸ニテ寺井氏ヲ
御在所トナシ給フ其時「菜切の里に宿りて」の御製ヲ又紫袈裟寺井
武内之両人賜ハルト云フ
とあり、後醍醐天皇配流の際に御在所となった家である。
現在は、北講（五名）南講（二五名）が一緒に上番・下番（三名ずつ）
という宮当番で運営されている。昭和四〇年（一九六五）頃までは、北
講の六家が、
「七組作って供えたあと、各家に一組ずつおさがりとして配
り、うち一組は浄専寺へ持っていく」
（
『尼崎市史』
）とあるが、現在は五
軒で五つの供物となり、浄専寺に持っていくことはない。一時、北講は
三家となったこともあったようだが、この供え物は途絶えることなく伝

名塩八幡神社のトンド
椿原

佳恵

山より勧請也、此地の生土神とす」とあり、神体は石清水八幡宮より迎

特色

えたとされている。祭神は、応神天皇・大山作命・水婆女命である。

三

トンドは「宮守」と呼ばれる人たちを中心に準備・運営を行う。

名称

名塩八幡神社のトンド

名塩のトンドの特色は、各家庭の正月用の飾りだけを材料にするので

一
トンドは左義長とも呼ばれ、一月一五日の小正月に行われる年中行事

名塩のトンドは氏子会の人々によって組み立てられる。トンドの材料

はなく、トンド用の材料として篠目竹などを集めることである。

る松飾りや注連縄などを一ヵ所に集めて焼く行事とある。地域によって

集めは、名塩八幡神社の秋祭りが終わった後の十月からで、トンドの材

である。
『日本民俗辞典』では、小正月に行われる火祭で、正月飾りであ
は、ドンドンヤキ・サイトウ・サンクロウヤキ・ホチョジ・ホケンギョ・

料となる篠目竹などの材料の調達を行う。

歴史
は次のように記されている。

名塩八幡神社のトンドの起源については不詳であるが、
『有馬郡誌』に

四

サギチョ・サギッチョなどと呼ばれ各地で行われている。
西宮市では、トンドもしくは左義長と呼ばれている。トンドが行われ
ているのは、名塩地域の名塩八幡神社、木之元八幡神社、東久保の大澤
神社、山口地域の下山口・上山口・名来で、市内北部地域を主として行
われている。

「例年正月十五日左義長の古式を行ふ。當村の一古儀にして、その概

要 を 掲載 する に 、太 き青竹 を 束ね

実施期間・実施場所

ま で 齋縄 にて 結 びめ ぐらす 。 高さ

二

名塩八幡神社のトンドは、以前は一月一五日の小正月の朝方に行われ

五 間 なり 。竹 頭 は之 を結び 、 竿脚

て 社 前に 立て そ の七 、八分 の 位置

ていたが、平成一四年から成人の日または一五日に近い休日の朝方に行

は 漸 次開 き、 そ の形 恰も尖 峯 の如

（一）実施期間

うようになった。調査を行った平成三一年一月一四日に行われた。

く す 。而 して 當 日午 前二時 、 裃を

つ け たる 宮守 な るも の神殿 の 燈火

（二）実施場所
トンドは名塩八幡神社（西宮市名塩一丁目二‐三）の境内で行われる。

ま ことに 崇厳 の内に 行ふ古 儀なり 」

を 火 縄を もつ て 取り 、之に 點 ず。

位置し、氏子域は塩瀬村の名塩の範囲である。創設は不詳であるが『名

とある。

名塩八幡神社は、西宮市域の北部に位置している。旧有馬郡塩瀬村に
塩史』には寛政六年（一七九四）の「摂津名所図会」に「祭神、山州男

写真１ 名塩八幡神社のトンド

左義長の事で、八幡神社の宮守り（神主と

また、
『なじおの年中行事』では次のように記されている。
「トンド 一月十五日
も呼ぶ）にとって一年の締くくり行事。
（中略）トンドの行われる場

六

祭り・行事の内容（トンドに付属する行事等）

（一）材料

トンドの材料は、
「左義長（トンド）材料一覧表」
（名塩八幡神社氏子
御幣（棟上式用）一式

会提供）によると、次のようなものが使用されている。

て」をする。
（中略）午前四時頃宮守り（男）らは、松明に御神火を

榊一本 約一・八ｍ

所は八幡神社の境内で、前日に宮守りの親戚筋が総出で「トンド建
頂くと、年輩順に息子の提灯に先導され焚き口に火を放つ。よく燃

芯竹（真竹）一本 一二ｍ

雑木（枯れしば）十束

雑木（桧枝打しば）十束

斜支え棒杭三本 直径七㎝ 高
×さ四・五ｍ
化粧用篠竹 約一〇〇〇本 直径二㎝ ×
高さ四ｍ～五ｍ

芯棒杭一本 直径七㎝ ×
高さ三ｍ
芯棒杭補助二本 直径七㎝

え上がった焚き口の宮守りは、無病息災で長生きするという。
」とあ
り、トンドは名塩村、そして宮守にとって一年の締めくくりの重要な行

組織

事であったことがわかる。

五

名塩八幡神社の氏子の世帯数は、以前は五〇〇世帯ほどあったが、平
成三一年一月時点で三九五世帯となっている。

孟宗竹（爆竹用）五五本 直径十㎝ ×
高さ四ｍ～四・五ｍ
丸太二五本 直径五㎝～直径七㎝

トンドは「宮守」たちを中心に行われてきた。
組の夫婦が「宮守」として一年交代で管理にあたった。明治四〇年（一

縄止め竹クサビ一〇〇本

稲藁五四束

九〇七）から神事は有馬稲荷神社の神職が、平成二十五年からは塩田八

雑しば 約五五束

かつて、神社の運営は神主を置かず、氏子の六〇歳以上の選ばれた三

幡宮の神職が兼務している。

大西町・西之町・南之町・中之町・北之町・山之町・東之町の七町の老

合いをした。現在の火付け役は、五人の宮守である。昭和五〇年頃から

音を出すための化粧用篠竹は白くて細い竹であり、トンドを美しく見せ

孟宗竹（爆竹用）とあるのは、トンドが燃えるときに「パンパン」と

縄（中太）九巻・・・（中略）

又木六〇本

人会が交代で「宮守」を引き受けていた。任期は、四月から翌年三月で

るため、トンドの一番表側に使用する竹である。

「宮守」は神主とも呼ばれ、一年の任期を終えると、生涯兄弟の付き

ある。平成二九年度以降は名塩の七町の代表の氏子会が行っている。

（二）立柱式

トンドを立てる数日前に立柱式が行われ、トンドは名塩八幡神社の境

内下の広場に立てられる。平成三一年では一月九日に行われた。

その円より少し中に杭を打ち、等間隔に支柱となる丸太を立て円錐にな

るように形を作る。雑木や束にした枯れしばなどを使って支柱を包むよ

うに形を整えながら縄で縛る。印をつけておいた五つの焚き口部分には、

トンドはその年の恵方を向けて
立てられるため、この年は恵方で

燃えやすいように枯れしばや藁を置く。外側に孟宗竹を並べその上に化

粧用篠竹を隙間なく並べていき、形を整えながら縄で縛っていく。最後

に行う縄掛けは、下から順に七重・五重・三重に縄を掛け、これを三回

繰り返し、九段に縄を巻く。焚き口は五ヶ所設けられ、注連飾りが飾ら
れる。
（四）完成式

トンドが行われる一四日の前日には、一二時から一五時までトンドの

完成式が行われ、参詣者には甘酒が振るまわれた。参詣者はトンドのと

きに燃やす正月飾りのしめ縄や門松を持参していた。
（五）コンコト

している教行寺の太鼓楼で宮守の息子や孫が樫の木と棒を使ってトンド

トンドの当日一月一四日、午前三時ごろから名塩八幡神社の北側に面

神事は三〇分ほどで終了し、午後からトンドの中心の芯竹を立てる作

開始の合図をする。この合図を「コンコト」もしくは「トントコ」とい

う。鳴らすリズムは「コンコト、コンコト、コンコンコン、コンコト、

コンコト、コンコンコン」と打ち鳴らす。この「コンコト」の音が鳴る
と、トンドが始まる合図である。

かつては「コンコト」の音が聞こえると住民が自宅で使用した注連縄

や古い札や松飾り、書初めなどを手に神社に集まってきた。

幣をつけ、これを芯棒に結ぶ。御幣は恵方に向ける。トンドの底の位置

トンドの組み立て方は、高さ一二ｍある芯竹の先に祝い扇がついた御

ものがあった。子どもたちは「ようねん講」の後にトンドを友達と一緒

カルタで遊んだり、丁稚ようかんを食べたりする「ようねん講」という

トンドが行われる一月一四日の夜に子どもたちが集まって札合わせや

（六）ようねん講

となる円を描いて杭を打つ。そして、その円周上に竹で丸い円を作る。

（三）組み立て

達が難しい状況となっていることもあり、縮小した。

五ｍ、体積二五㎥である。一〇年前までは、トンドは直径約六ｍ ×
高さ
約六ｍあったが、トンドの組み立ての担い手が人手不足で年々篠目竹調

トンドは円錐形で、大きさは直径四・六ｍ 高
×さ四・五ｍ、円周一四・

午前九時頃から午後三時までの間、約二十人が交代で作業を行う。

業を行った。トンドの組み立ては、
九日から一三日にかけて連日行われ、

く。

トンドに使用する材料の竹などを順番に榊を用いて塩をまいて清めてい

午前一〇時から神事が行われ、宮司がトンドを立てる場所や焚き口、

などが準備される。

方を正面にして作られ、榊や神饌

幣を立てる。祭壇は御幣の前に恵

祝い扇がついた棟上式と同様の御

に芯棒の杭を立てる。芯棒の先に

トンドの中心となる場所の中央

ように立てられた。

ある東北東がトンドの正面になる
写真２ 立柱式の様子

に見に行き、トンドの火をもらって餅を焼いて食べたという。現在、子

また、トンドのオキ（火種）をもらって帰り、家で餅を焼いたり、小豆

る。
トンドの灰の片付けは氏子会で行い、当日と次の日に片付けをする。

トンドの火がすべて消え終わると、名塩消防団による出初式が行われ

粥を炊いたりした。

行事次第

どもたちの間で「ようねん講」はされていない。

七
八

午前四時から拝殿で神事が行われる。
宮守は裃を着ている。
神事の後、
宮司が火打ち石を使って火を起こす。宮守全員の松明に火がつくと、名

大塚民俗学会編一九七二『日本民俗事典』弘文堂

参考文献等

塩八幡神社の氏子会会長が提灯を持ち、宮司の足下を照らし先導する。

山脇延吉編一九七四『有馬郡誌』上巻、中央印刷株式会社出版部

名塩地域コミュニティ一九八四『なじお』第四八号

名塩探史会一九八二『なじおの年中行事』

ながらトンドの周りを左回りに回っていく。その後に宮守たちが続き、

財団法人名塩会一九九〇『名塩史』西宮市名塩財産区

名塩探史会二〇一三『名塩雑事記』

神戸女子大学文学部史学科二〇〇〇『西宮市名塩の民俗』

『西宮市立郷土資料館ニュース』第三三号

二回りし、三回目にそれぞれ所定の焚き口に分かれる。全員で祝詞を上

書初めには「天筆和合楽地福皆円満楽」という文字が書かれたという。

て燃やして、灰が高く舞い上がると字を書くのが上達するといわれた。

書初めを竿の先につけ

の火の中へと入れる。

月飾りや松飾りをトンド

が、氏子が持ってきた正

整する。名塩消防団団員

た紐を引っ張りながら調

ようにトンドの先につけ

年の恵方の方向に倒れる

がら燃えていく。トンドの中心の御幣が倒れそうになると、御幣がその

トンドは燃え出すと、孟宗竹が燃える「パンパン」という音を出しな

宮守や宮司は拝殿へと戻る。

西宮市立郷土資料館二○○九

宮守がトンドの焚口に火入れする様子

げた後、最後に各々が松明で焚き口に点火する。
焚き口に火をつけた後、

トンドの前に来ると、宮司が恵方を向いた焚き口から一ヵ所ずつ祓い

それに続き、松明を持った宮守たちが石段を下りてトンドへと向かう。

写真３

名称

芦屋のシャコ踊り

一

椿原

佳恵

シャコ踊りは、飛び跳ねるように踊る所作が特徴の盆の期間に行われる

実施期間・実施場所

踊りで、芦屋市上宮川町に伝承されている。

二

芦屋のシャコ踊りは、西宮から伝わり、大正時代に芦屋に定着したとい

われる。芦屋のシャコ踊りは、第二次世界大戦で盆踊りができず中断して
いたが、戦後に復活した。

一方、西宮では、芦原地域で明治以前から農閑期に踊られていたという

伝承がある。踊りの名前の由来は、芦屋と同じように海のシャコ（蝦蛄）

の飛び跳ねる様子や講組織を表す「社講」から名付けられたとする説があ

る。
踊りの特徴は飛び跳ねる動きで、踊りの中で見られる身振り手振りは、

石を田から投げる姿や田植えや稲刈りの姿を表しているという。

シャコ踊りが行われるのは八月で、八月二三から二五日に上宮川町内

の地蔵盆のときに宮川の橋の周りに櫓を組んでシャコ踊りを踊っていた。

約六十年前の地蔵盆では、青年団の男性がシャコ踊りを踊るときには下

（一）実施期間
毎年八月三週目の週末に行われる。平成三〇年度は八月一七、一八日

駄を履いて、浴衣を着て踊り、下駄が壊れるほど激しく踊った。踊りが

が、踊り方は芦屋のシャコ踊りの踊り方で踊る。

が堀池へ堀池音頭を踊りに行くころもある。ただし、曲は堀池音頭である

るが堀池地区では堀池音頭と称している。年により芦屋シャコ踊り保存会

れる。 また、伊丹市域に伝承される麦わら音頭は、シャコ踊りに似てい

コ踊りの練習会は、七月に上宮川文化センター（上宮川町十‐五）で行わ

宮川公園で行われる。平成三〇年度は八月十七、十八日に行われた。シャ

シャコ踊りは上宮川町の盆踊りで踊られ、毎年八月三週目の週末に上

（二）概要

なお、阿保天神社（上宮川町七‐十一）でも八月に踊られていた。

唱えに出向いていた。上宮川町といえば、御詠歌が有名であった。

てもらえなかったという。上宮川町は地蔵盆のときに、各所に御詠歌を

激しいため、子供に当たると危ないので、子供はシャコ踊りに参加させ

に行われた。

特色

上宮川公園（芦屋市上宮川町七）

（二）実施場所

三
芦屋のシャコ踊りは、農業の収穫期に
踊っていたとされ、踊りの振りに苗を田
に投げ入れたり、稲を刈ったりするしぐ
さがある。収穫を喜んでシャコ（蝦蛄）
のように飛び跳ねる様子を踊りで表現し
ているといわれている。

歴史と概要

（一）歴史

四

写真１ 上宮川の盆踊り

五

組織

祭り・行事の内容

芦屋シャコ踊り保存会の約十名が中心となって踊られている。

六
上宮川公園の盆踊りは一八時から二一時頃まで行われるが、その中でシ
ャコ踊りは数回踊られる。
シャコ踊りの伴奏はテープを流しながら三条会というグループが三味

線（しゃみ）に負けるな、太鼓に負けるな」などの掛け声をかけながら櫓
を中心に踊る形をとっている。

平成三〇年度の盆踊りの演目は「シャコ踊り」、
「炭坑節」、
「河内音頭」
、

「秋田県どんぱん節」、「鹿児島おはら節」であった。音頭に合わせて盆

基本の所作

踊りのときは、小学生の高学年の子どもが太鼓を打つ。

七

竹・鐘・太鼓であるが、テープで音を流すようになってからは、よつ竹は

わり休んでは、踊りの輪に入って踊り続けたという。伴奏は三味線・よつ

かつては多くのシャコ踊りの踊り手がいたようで、
疲れた人から入れ替

へ半回転回って進行方向に方向転換をする。そして、
「どっこいしょ」と

げ入れたり、稲を刈ったりするしぐさを表現し、また手を打ちながら右

半回転回って方向転換をする。進行方向とは逆方向に向き、苗を田に投

たり、稲を刈ったりするしぐさを表現し、その後、手を打ちながら右へ

踊りの輪は、櫓の前で反時計回りに進む。手や足で苗を田に投げ入れ

使用していない。現在、踊りを踊るときに流すテープには「太鼓に負ける

掛け声を出し、進行方向に手を打って前に進む動作を繰り返す。シャコ

線を約十名で演奏をする。

な」や「ソレソレソレ」といった掛け声が入れられている。シャコ踊りは

『西宮市無形文化財緊急調査年報 ―平成二十九年度（二〇一七）
―』

西宮市教育委員会 二〇一八

『芦屋の生活文化史―民俗と史跡をたずねて―』

芦屋市教育委員会 一九七九

参考文献

踊りは一回に約六分半踊る。

勝つか、踊りが勝つか」、「（三味線の）
糸が切れるか、
（太鼓の）皮が破れるか」
といわれた。
また、かつて西宮のシャコ踊りでは、
唄（音頭）が伴い、唄手（音頭取り）が
欠かせない存在であった。現在は、かけ
声のみで音頭の歌詞は残されていない。
また、男踊りと女踊りがあったとされる
が、踊りは男女であまり違いが見られな
い。三味線と太鼓または鉦を伴い、唄（音
頭）はないが「ソレソレソレ」や「三味

八

リズムと踊りが激しいため、「三味線が

写真２ シャコ踊りの練習の様子

ケ トロ ン 念 仏

名称

三隅

貴史
特色

など、賑や かな雰 囲気の 中で実施さ れてい た。

三

祭り・行 事とし てのケ トロン念仏 の特色 は、以 下の二点に まとめ られ

一点目は 、この 行事が 、民俗的念 仏の一 つに該 当すること だろう 。民

一
書『ケトロ ンまつ り』に は、以下の 二説が 掲載さ れている。 一つ目 は、

俗的念仏と は、五 来重の 提唱した概 念であ り、
「 佛教各宗を通じて佛教徒

るだろう。

行人が境内 で鳴ら す鉦や 太鼓の音が ケトロ ンと聞 こえること に由来 する

ケトロン という 名称の 由来に関し て、宝 塚市指 定無形民俗 文化財 報告

という説で ある 。そし て 、二つ 目は 、盆に 供える 献燈籠（けんと うろう ）

して、全国 的に行 われて いるもので ある（ 代表的 なものとし ては、 六斎

ういった意 味が薄 れ、踊 り手や見学 者の楽 しみの ために行わ れる芸 能と

は、死者の 供養、 田の神 を鎮めるこ とによ る豊作 の祈願、あ るいは 、そ

のあいだに民 俗行 事 と
( くに 年中 行事 また は 杜會 儀禮 と
) して 現に おこ な
われている 念佛」（五来 一九五七： 三八一 ）のこ とをさす。 民俗的 念仏

実 施 期 間 ・実 施 場 所

がなまって ケトロ ンと呼 ばれるよう になっ たとい う説である 。

二

毎年八月 一四日 （日付 固定）の夕 方より 、宝塚 市大原野字 堂坂に 鎮座

ケトロン 念仏に おいて は、行人を 中心と した担 い手たちが 、『念仏 書』

念仏や念仏 踊りな ど）。

山号を含 む宝山 寺の正 式名称は、 珠光山 宝山寺 という。真 言宗大 覚寺

に記載され ている 念仏を 唱えながら 儀礼を 進行さ せていく。この念 仏は、

する宝山寺 の境内 で行わ れる。
派の寺院で ある。 宝塚市 指定無形民 俗文化 財報告 書『ケトロ ンまつ り』

大原野地区 で疫病 が流行 した際に、村人た ちが十 一面観音菩 薩に対 して、

る。つまり 、村か ら疫病 等の災いを 払おう とする のがケトロ ン念仏 の目

祭りを行な い、結 果とし て疫病が癒 された という 民話に基づ くもの であ

と神亀年間（ 七二四 七
- 二九）の二説 がある。い ずれの説に おいて も、開
祖は法道仙 人であ るとさ れている。 本尊と しては 、十一面観 音菩薩 を祀

的だといえ よう。

によると、宝山寺 が開か れた時代と しては 、白鳳 年間（六五 〇 六
- 五 四年）

っている。 これは 、後述 の民話で語 られて いるよ うに、紀州 有田の もの

で、一九時 三〇分 ごろに は一番燈籠 の組の 念仏が 終了し、二 〇時一 〇分

する。その 後、一 九時三 〇分からは 、二番 燈籠の 組も出発す る。そ の上

行事の当 日の流 れとし ては、一八 時三〇 分から 、一番燈籠 の組が 出発

めを終えた 行人が 抜け、そして、新 たな行 人が加 わる形式に なって いる。

一三歳から 一六歳 ごろに 務めを終え る。つ まり、 一年ごとに 九年間 の務

は、四歳か ら七歳 ごろに かけてこの 組織に 加わり 、九年間行 人を務 め、

とであろう 。ケト ロン念 仏は、九人 の行人 が参加 するもので ある。 行人

二点目は 、ケト ロン念 仏を担う行 人組織 が年齢 階梯制をと ってい るこ

ごろには、 二番燈 籠の組 の念仏も終 了する 。二〇 一八年のケ トロン 念仏

同じ行人 といえ ども 、年数によっ て担う 役割が 異なる 。一 三
- 年目の 行

であったと されて いる。

には、二六 〇人ほ どの見 物客が訪れ 、本堂 前には 多くの出店 が出さ れる

に九年間従 事する ことに なる。世話 役とは 、世話 役になった 年に新 しく

と呼ばれる 役割を 務める 。九年間の 務めを 終える と、今度は 、「世話 役」

後に、鳴尾 の海女 が浜辺 で観音菩薩 を発見 し、鳴 尾で祀られ ること に

せた大津波 によっ て流さ れ、所在が わから なくな ってしまっ た。数 年

紀州有田の 村に祀 られて いたもので あった 。しか し、その村 に押し 寄

十 一 面 観 音 菩薩 は 、 もと も と 宝 山 寺 に祀 ら れ てい た も の で は なく 、

行人に加わ った子 供に対 して、九年 間、一 対一で 所作等を後 見する 役割

なった。鳴 尾では 当時、 疫病が流行 してい た。鳴 尾の村民は 、観音 菩

人は、
「前 立ち」、四 五
- 年 目の行人は「太鼓 脇」、六 七
- 年目の 行人は「 音
頭脇」、八 年目の行 人は「 太鼓」、そ して、九 年目の 行人は中央 の「音 頭」

である。ま た、世 話役は 、自身の担 当の行 人に対 して、柳製 の撞木 を毎

薩をお祭り しよう と、二 つの回り燈 籠を作 り、観 音菩薩にそ れを供 え

立ち去った 。その 当時、 疫病が流行 ってい た大原 野の村民は 、その 観

年作り与え る仕事 も担う 。このよう に、行 人は年 齢によって 異なる 役割

過去には 、行人 の資格 は、大原野 財産区 に加入 している家 の長男 に限

音菩薩の話 を聞き 、病が 治るように 祈った 。する と、天馬が 現れて 宝

た。すると 、疫病 が治っ た。ある日 、白い 鳥が観 音菩薩を乗 せて鳴 尾

定されてい た。し かし、 今日の少子 高齢化 にとも なって、大 原野地 区で

山寺まで観 音菩薩 を運ん だ。そして 、鳴尾 での観 音菩薩の祀 り方を 知

を与えられ る。行 人組織 は、年を重 ねるほ ど重要 な役割、あ るいは 指導

は、一八年 間地域 から離 れず行人と 世話役 を行う ことができ る人が 減少

った村民は 、回り 燈籠を 作り、海女 の格好 を模し た格好でお 祭りを 行

を飛び去っ た。白 い鳥は 玉瀬にある 古宝山 のお堂 に観音菩薩 を置い て

している。そのよ うな中 で、長男以 外にも、その家 の次男や女 性の参 加、

うようにな った。 すると 、大原野で の疫病 の流行 も治った。

の役割が与 えられ る点に おいて、年 齢階梯 的な組 織といえる だろう 。

そして地域 外の参 加者を 段階的に認 めるよ うにな り、今日に 至って いる。

子高齢化の 影響、 そして 、一八年間 という 組織の 縛りは大き く、一 人卒

た（後述する 中東部 組で は、③はまだ 認めら れて いない）。そ れでも、少

②女性の参 加許可 、③地 域外参加者 の参加 許可、 という三段 階で進 行し

に、あるい は、行 人たち の「ヒュー 」と声 を出す 所作は、海 女の磯 笛に

また、行人 たちが 着る服 装は、鳴尾 で観音 菩薩を 再発見した 海女の 服装

燈籠は鳴尾 での祭 りで用 いられてい た燈籠 を模し たものだと されて いる。

これらの 起源伝 承から もわかる通 り、ケ トロン 念仏で用い られる 回り

これまで の行人 資格の 制限の撤廃 は、① 次男等 の長男以外 の参加 許可、

業し、一人 新たに 加入す るという組 の決ま りを継 続するのは 困難に なり

鼓を叩く形 式に変 化した と伝えられ ている 。

認できると いう。 また、 その間に呪 文が失 われた ことによっ て、鉦 や太

ケトロン 念仏は 、遡れ る範囲では 、三〇 〇年以 上続いてい ること が確

もとづいて いると されて いる。

歴史と概要

つつある。

四

大原野に 伝わる 民話に は、ケトロ ン念仏 の起源 、そして十 一面観 音菩
薩が宝山寺 に祀ら れるに 至った経緯 が記録 されて いる（以下 は、宝 塚市
『たからづ かの民 話』に 掲載された ものを 筆者が 要約したも のであ る）。

保存会の仕 事とし ては、 行人に出す 精進料 理や衣 装のクリー ニング 代金

代・副総代 ・会計 ・議員 ・組長・農 会長と いった 役職が存在 してい る。

る。これは 、大原 野財産 区を土台と した組 織だ。 保存会の役 員には 、総

現在、ケ トロン 念仏を 伝承してい るのは 、大原 野ケトロン 保存会 であ

して二番 燈籠の組 が「首 尾ようお あが

先にごめ ん」とあ いさつ し、それ に対

ねて持つ。そして 、一番燈 籠の組が「 お

に西部組 が整列し 、お互 いの菅笠 を重

る。向か って右側 に中東 部組が、 左側

の組が集ま り、
「開灯 の挨 拶」が行われ

など、伝承 に必要 な資金 を捻出する ことが 最も大 きいという 。その ほか、

り」と答え る（写 真１）。一番燈籠と 二

組織

近年の保存 会では 、行人 資格などの 規約の 変更を 緩和するな どの取 り組

番燈籠は 、中東部 組・西 部組の間 で、

五

みを実施す ること で、戦 略的に伝承 を続け ていこ うとしてい る。

毎年入れ 替わる（ 二〇一 八年度は 、一

番燈籠が西 部組、二番燈 籠が中東部 組）。

ケトロン 念仏で は、
「 中東部組」と「西部組」の二つの組 織が念 仏の奉
納を行なっ ている 。過 去 には、中東部組 はそれ ぞ れ「中 部組」
・
「東 部組」

山門をくぐ ってす ぐの場 所から出発 する。 九人の 行人が隊列 を組み 、四

一番燈 籠は、一 八時三 〇分ごろ に、

る。そして 、それ ぞれの 組織は、前 述のと おり、 九人の行人 と九人 の世

隅には回り 燈籠が 配置さ れる（写真 ２）。一 団は、念仏を唱え ながら 石段

を登り、そ して、 本堂前 まで進んで いく。 途中、 石段の途中 などで 進行

施する。練 習は、 それぞ れの日に、 一九時 から二 時間ほど行 われる のが

念仏の練 習は、 中東部 組・西部組 ともに 、八月 七日から一 三日ま で実

役が笠や 鉦などを 回収す る。その 後、

は奉納が 終了する 。終了 すると、 世話

納する（写真 ３）。一九時 三〇分ごろ に

が止まるこ ともあ る。一 九時ごろに は本堂 前に到 着し、そこ で念仏 を奉

通例である 。練習 の形式 は、前述の 通り、 念仏行 人に対して 、世話 役が

本堂に入り 、和尚 から祈 祷を受ける 。

祭 り ・ 行 事の 内 容

指導を行う という 形式で 実施される 。中東 部組と 西部組では 、念仏 を唱

二番燈 籠は、一 九時三 〇分ごろ に出

八月一四 日の当 日には 、行人は九 時ごろ から集 合し、一一 時ごろ まで

差異があ る。同じ ように 、一九時 五〇

を唱える ために立 ち止ま る場所な どで

発する。 一番燈籠 の西部 組とは、 念仏

練習を行う 。その 上で、 精進料理を 食べ、 水垢離 、着替えを 行ない 、本

二〇時一 五分ごろ に奉納 が終了し 、同

分頃には本 堂前に 到達し 、奉納を行 う。

当日一七 時三〇 分ごろ には、準備 をした 上で宝 山寺の山門 の前に 二つ

番に備える 。

においても 差異が あると いう。

える音程、 衣装な どの表 現に差異が あるほ か、練 習の形式な ど、運 営面

六

話役を中心 に構成 される 。

という別の 組織で あり、 三つの組織 が念仏 の奉納 を行なって いたと され

開灯の挨拶

写真１

9 人の行人と４つの回り燈籠

写真２

じように道 具の回 収と、 和尚からの 祈祷が 行われ る。
また、ケ トロン 念仏の 終了後は、 例年、 抽選会 が行われて いる。 その

基本の所作

時間には、 境内は さらに 賑やかな雰 囲気に 包まれ る。

七
前述の とおり、 九人の 行人は三 かける
三の正方 形の形状 で隊列 を組み、 本堂に
向かって いく。そ れぞれ の年齢お よび役
割によっ て場所が 決まっ ている。 周囲に
は、世話 役の人び とが就 き、
『念仏 書』を
読み上げ る手伝い をする ほか、子 供に水
分補給を させる、 子供を 扇ぐなど のサポ
ートを行う 。
本番では 、
『念仏書』に 書かれてい る念
仏を、三 回繰り返 し唱え る。一回 念仏を
唱えること は、「ひ とくり 」、三回念仏 を繰り 返し唱 えることは 、「みく り」
と呼ばれて いる。練 習の 期間には、
「 ひとくり 」の 練習が行わ れる。そ の
上で、最終 的には 本番と 同じ「みく り」の 念仏が 奉納できる ように 練習
が行われる 。
回り燈籠 には、 民話を 表現したよ うな海 女や海 岸の絵が描 かれ、 ラメ
や花によっ て飾ら れてい る。回り燈 籠は紙 製であ り、中には ろうそ くが
二本入れら れてい る。
行人は、 海女の 衣装を 模した衣装 を着用 する。 まず、浴衣 を着用 し、
白い襷と黒 い帯を 結んだ 上で、黒い 菅笠を かぶる 。これは、 海女の 黒髪
を表象して いるの だとい う。その上 で、袴 を身に つける。な お、足 は裸

本堂の前で念仏
写真３

足であり、 何も身 につけ ない。その ほかに 、行人 は、鉦と撞 木を持 つ。

一 九五七 「民俗 的念仏の系 譜」

参考文献

八年目の行 人は、 締太鼓 を持つ。

八
五来重

『印度學佛 教學研 究』五 巻二号

二〇一 八

伝統 文化を後世 に継承 してい くために』

一 九九四 『たか らづかの民 話 第二 集』

『ケトロン まつり

宝塚市大原 野ケト ロン保 存会編集
宝塚市

名称

池 尻春 日 神 社

一

オトウ
三隅

貴史

池尻春日 神社氏 子会が 作成し、成 員の間 で参照 されている 『年中 行事

『心 得』による と、池 尻地域は 、天 平年間（七 二九 七
- 四 九）に行基 に
よって開墾 された ことに よって、人 が住み 始めた とされてい る。そ して、

その頃に 、池 尻春日神 社 が創建され たとい う。
『兵 庫県近世社 寺建築 緊急

調査票』に よると 、池尻 春日神社は 、慶安 三年（ 一六五〇） ごろに 再建

されている 。そし て、現 在の社殿は 、昭和 五三年 （一九七八 ）に建 造さ
れたもので ある。

池尻春日 神社の 御祭神 としては、 春日大 神のほ かに、行基 が開墾 した

宮當番の心 得』（ 以下、『 心得』とす る）は 、本行 事を「おと う神事 」と
表記してい る。ま た、本 行事は、氏 子の間 で「お とう」と称 されて いる

特色

とされる下 池の鎮 護のた めに祀られ ていた 市杵嶋 姫命も祀ら れてい る。

三

（これにも とづき 、以下 では、本行 事のこ とをお とうと表記 する）。成員
は、おとう に漢字 を当て ると、「お 当」で あると 語る。「当 」と表記 する
理由は、「 お当屋と いう 当番」に関 する行 事だか らだという 。

民俗学は 、オト ウ行事 に関する多 くの研 究蓄積 を有する。 それら の研

究において 注目さ れてき たのは、主 に、① オトウ 行事の伝承 組織は 、ど

のような入 会資格 を有す るのか、② 頭人は 、どの ような義務 を有す るの

実 施 期 間 ・実 施 場 所
毎年一一 月二三 日（日 付固定）の 一〇時 より、 伊丹市池尻 六丁目 に鎮

かという二 点であ ろう（ 詳しくは、神戸新 聞社学 芸部編 一 九七一、浦西

二

座する池尻 春日神 社の本 殿にて儀式 が、そ して、 一一時ごろ より、 池尻

二〇〇〇、 関谷 二 〇〇 〇などを参 照）。

一点目の 入会資 格に関 しては、池 尻春日 神社の おとう組織 は、厳 格な

二丁目にあ る池尻 会館に て、氏子会総 会、そし て、
「おとうや」と呼ばれ
る会食が行 われる 。一四 時ごろには 、会食 が終了 し、解散す る。成 員へ

は、成員に よると 、①元 々地域に関 係して いる家 の人間であ ること 、②

入会資格を 持たな い村座 的な組織で あるこ とを指 摘できる。 オトウ 行事

過去の記 録によ ると、 おとうは、 一二月 一五日 に行われて いた（ 神戸

現在、池尻 地域に 実際に 居住してい ること の二点 であり、家 柄や本 家／

の聞き取り による と、池 尻会館の完 成（戦 前のこ と）までは 、当番 の家

一九八 九）。 しかし近年 、事前 準備の

を伝承して いるの は、池 尻春日神社 氏子会 である 。氏子会へ の入会 資格

新聞社学芸 部 一 九七一 、伊丹市

分家に関す る条件 は存在 しない。し かし、 独立し 、地域から 離れた 人や

で会食が行 われて いたと されている 。

大変さなど に配慮 した結 果、一一月 二三日 に、新 嘗祭と同時 に行わ れる

ど存在して いる。 そして 、それらの 世帯の 中で、 毎年五軒ず つ宮当 番が

現在、池 尻地域 には、 これらの入 会資格 を満た す世帯が一 〇〇世 帯ほ

会するため の加入 儀礼な どは、特に 存在し ていな い。

新住民は、 氏子会 に入会 することが できな いとい う。また、 氏子会 へ入
祭り・行 事の内容 、基本の 所作」

こととなっ た。そ のため 、今日では 、本行 事のこ とを「新嘗 祭」と 呼ぶ
成員も見受 けられ る。そ れゆえに、
「六

にて詳述す る本行 事の流 れは、この 二行事 が混在 したもので あるこ とに
留意された い。

任命される 。以上 の理由 より、当番 を担当 するの はおよそ二 〇年に 一度

一九九一）。また 、おと うが行われ る前日 には、 成員に対し て、『あ すは

西ノ宮・東 ノ宮・ 南ノ宮 の三組に別 れてい たとさ れる（伊丹 市立博 物館

（二六八） まわっ たとい う。

お頭におみ きがあ がって ますから 、お 参りにな っ とくれやす 』と告げて 」

のことにな る。
二点目の 頭人（ 池尻地 域では、宮 当番と いう） の義務に関 しては 、現
在のおとう におい ても、 いくつか指 摘でき る。当 番は『心得 』を読 み、

四月三日の 祈年祭 、八月 五日の湯立 大祭、 一〇月 一五日の秋 季大祭 、そ

灯の設営な どの準 備を行 う。『心得 』には 、毎月 一日の月並 祭のほ かに、

は、
「真っ黒に たきこ んだ 大根、コンニ

学芸部（ 一九七一 ）によ ると、過 去に

膳に特徴 があった ようだ 。神戸新 聞社

さらに 、過去の おとう では、神 饌や

して一一月 二三日 の新嘗 祭・おとう 神事な どの一 二の行事が あげら れて

ャクに大 豆をまぜ てたい たジャジ ャ豆、

それにした がって 、様々 な行事にお いて祈 祷や神 饌の準備、 テント や提

いる。当番 に選ば れた五 軒は、それ ぞれの 祭り・ 行事の実施 に際し て、

大根と人 参、あげ を入れ たみそ汁 、サ

に対して 出すこと が決ま っていた よう

各家二人ず つ働き 手を出 す。この二 人にな るため の資格など はなく 、誰
心身の清 浄を期 するた めの禁忌に ついて 、『心 得』は、「 出来るだ け不

である。 伊丹市立 博物館 （一九九 一）

バのさしみ 」
（二六八）と いう膳を成 員

浄を避ける べき」 として いる。しか し、別 火や葬 式への出席 の拒否 など

にも、同様 の献立 が「お 頭の本膳」
（二

でも良いと される 。

について、 現在、 厳しい きまりは存 在して いない という。

六一）と いう表題 のもと に、イラ スト
おとうに ついて 、その 起源や近世 期・近 代期の ありようを 文字で 記録

ち、かみし も姿で 下座に つき、あい さつを すます と、給仕が 出て年 長順

膳をいた だく際 にも 、年長順に着 席した 上で、
「 頭屋の主人 が扇子 を持

で説明され ている 。

したものは 、伝承 者に対 する聞き取 りおよ び、管 見において 、発見 する

に杯をまわ す。お みきを 受け、ご洗 米を一 粒いた だくと、つ ぎにイ ッカ

歴史と概要

ことが叶わ なかっ た。そ のため、い つ頃か らこの 行事が行わ れてい るの

イメシとい い、お わんに ひと杓でよ そった ご飯が 出て」（二 六八）き て、

それに手を つけた 上で飲 み食いを行 うとい う順序 があったこ とが指 摘さ
れている（ 神戸新 聞社学 芸部

一九 七一）。加えて 、宮への御 供や成 員へ

（一九七一 ）と、 伊丹市 立博物館（ 一九九 一）の 二つがあげ られる 。こ

の配布物と して利 用され る料理「ミ ゴク」に も特徴 がある。ミ ゴクと は、

一九 七一）。

こでは、そ れらの 記述や 、聞き取り にもと づき、 過去のおと うのあ りよ

れたものを さすと いう（ 神戸新聞社 学芸部

餅二つ・う るちも ち二つ ・米粉団子 一つの 計五つ を一組とし て重箱 に入

現在は池 尻地域 を一組 とした単位 で行わ れてい るおとうは 、過去 には、

うについて 述べて いきた い。

過去のお とうに ついて 記述した調 査報告 として は、神戸新 聞社学 芸部

かといった 問いに 対して 、明確な回 答を行 うこと は困難であ る。

四

神饌

写真１

当日の池 尻春日 神社で の神事には 、池尻 会、当 番、氏子会 、そし てこ

役職者を補 佐する 。役員 会は、おと うの開 催に対 して、①宮 当番が 神饌

しも明るい 見通し を有し ていない。 その理 由とし て、まず、 高齢者 一人

れらの組織 に所属 しない 「一般の人 」とい う四種 類の立場の 人びと が参

前述した とおり 、池尻 地域は、当 屋制度 を利用 した諸々の 祭りが 、現

暮らしの世 帯が増 え、宮 当番を引き 受ける ことが 困難になっ ている こと

加する。池 尻会と は、池 尻に古くか ら居住 する一 一の一族を まとめ る組

として利用 する餅 や米を 購入するた めの金 銭的な 援助、②開 催に必 要な

があげられ る。ま た、氏 子会の中で 、
「なぜ こんな に多くの祭 りを行 わな

織であり、 株座的 な性質 を有する。 当番と 氏子会 役員は、紫 色の法 被を

在でも数多 く残さ れてお り、祭り・行事の伝 承は順 調のように 思われ る。

ければなら ないの か」と いうような 疑問も 出され つつあると いう。 たし

着用する 。これ は 、二 、三 年前に作ら れたも のであ る。氏 子会の成 員は、

物の購入や 当日の 料理の 手配、③案 内の送 付など の実務を執 り行う 。

かに、サラ リーマ ンにと っては、月 によっ て朝八 時ごろまで 執り行 われ

ス ーツ 等 の 礼服 を 着 用し た 上で 、 誰で も 儀 礼に 参 加す る こ とが で き る。

しかしなが ら、成 員たち は、これら の祭り ・行事 の維持につ いて、 必ず

る月並祭に 参加す ること は困難であ ろう。 現在は 、定年退職 後の高 齢者

礼が行われ ている 最中に 、池尻春日 神社に 参拝に 訪れる。

「一般の人 」は、 新住民 などの周辺 に居住 する人 びとであり 、当日 、儀

組織

が、このよ うな月 並祭を 支えている という 。

五

祭 り ・ 行 事の 内 容 、基 本 の 所 作

前日まで の準備 として 、当番は、 本社・ 末社・ 小社に供え るため の神

六

世帯から毎 年五軒 ずつ選 ばれる五軒 一組制 を採用 している。 一一月 二三

饌（写真１ 、本社 へ供え るための神 饌）を 用意す るほか、提 灯や旗 、テ

特 色」で も述べ たが、当番 は、条 件に合 致する一〇 〇軒ほ どの

日の氏子会 総会に て、当 番が選任さ れ、一 一月二 三日の準備 と片付 けを

ントなどの 設営を 行う。 また、餅や 酒など の氏子 会員に配分 するも のを

「三

終えると、 翌日か らは次 の五軒一組 に当番 が移る 。当番の順 番は、 名簿

当日、八 時ごろ より、 当番と氏子 会役員 が集ま り始め、当 日の準 備を

用意する。

まり、近隣 の家が 名簿の 前後になる 。その ため、 二〜三年前 から、 自分

行う。九時 五〇分 ごろに は神主が到 着する 。神主 は、尼崎の 富松神 社の

によって決 定され ている 。名簿は、 池尻地 域の南 端に位置す る家か ら始
が居住する 地域に 近づい てきている ことが わかる ようになっ ている 。名

関係は必ず しも緊 密では なく、東西 の関係 で招く ことが多い ことを 意味

宮司である 。伊丹 では、 このように 、東西 に離れ た神社から 宮司を 招く

氏子会に は、七 人の役 員が存在す る。こ れは、 氏子会の成 員の中 から

するという 。九時 五五分 ごろには、 一〇時 の開始 に備えて、 参加者 が座

簿にしたが うため 、五軒 一組を構成 する家 は、固 定的な組み 合わせ には

三年に一度 の選挙 で選抜 された人た ちだ。七人の 役員のうち には、会長・

席に着く。 右側に は、氏 子会役員、 左前に は、池 尻会、左後 には、 宮当

ことが多い 。これ は、水 利関係があ るがゆ えに、 南北の付近 の神社 との

副会長・一 般会計 担当・ 特別会計担 当の四 つの役 職が存在し 、七五 歳で

番と一般氏 子会成 員が着 席する。儀 礼に出 席する のは、世帯 主が中 心だ

ならない。

定年を迎え ること になっ ている。役 職に就 いてい ない役員は 、これ らの

が、誰が出 てもよ いとさ れる。
一〇時 より、神 主の挨 拶があり 、新
嘗祭とお とうとを 併せて 行なう旨 が伝
えられる 。大祓の 祝詞が 奏上され 、そ
の後、榊を 用いた 清めの 儀が行われ る。
そして、 宮司・参 加者が 起立・一 礼を
行なった上 で、再 び祝詞 が奏上され る。
祝詞は、 一〇時二 〇分ご ろに終了 し、
それ以降は 、玉串 の奉納 に移る。ま ず、
氏子会役 員、次に 、池尻 会、そし て、
平成三〇 年度の宮 当番代 表者三人 が、

そして、会 食の間 に抽選 会などが行 われた 上で、一四時ごろ に解散 する。

る料理は、仕出し 弁当で ある。これ らの参 加者は、七〇〜八〇 人であ る。

了し、
「お とうや」と称さ れている会 食が始 まる。現在はこの 際に出 され

特別な儀礼 などが 行われ るわけでは ないと いう。 一時ごろに は総会 が終

け軸などの モノの 引き継 ぎは特に行 われな い。そ のほかにも 、この 際に

その上で、 宮当番 の交代 が宣言され る。宮 当番の 引き継ぎに 際して 、掛

から挨拶が あった 上で、一般会計お よび特 別会計 の会計報告 が行わ れる。

池尻会館 では、 一一時 ごろから氏 子会の 総会が 行われる。 氏子会 会長

館に向かう 。

そして、一 〇時三 〇分ご ろには儀礼 が終了 し、参 加者はこの まま池 尻会

終了後、撤 饌が行 われ、周 囲にいる人 びとに 対して お神酒が振 舞われ る。

玉串を奉納 する（写真 ２）。玉串奉納の

玉串を奉納する参列者
写真２
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多太神社秋季例大祭

た ぶと

名称

多太神社秋の祭礼

一

二
ひがし た

（一）実施期間
ひ らの

や とう

村山

美生

平野・ 東 多田・新田・矢問の四ヶ村（地区）揃っての太鼓台・だん
じりによる多太神社の宮入は三年に一度実施されている。かつては、
多太神社の秋季大祭日である一〇月二九日（二八日に宵宮）が行われ
ていたが、現在は一〇月二九日に近い一〇月末の土曜日（宵宮）
・日曜

されていたと伝えられており、祭礼屋台の推移を考察する上にも貴重な
存在である。

またこの祭礼において、太鼓台とだんじりの巡行とともに、東多田の

獅子舞と新田の「にわか」が多太神社に奉納されている。特に、新田の

だんじり上で演じられる「にわか」はだんじり芸を今に伝える貴重なも

歴史と概要

のとされている。

四

祭礼が伝承されている多太神社は、延喜式の式内社に比定されている。

また、祭礼を伝承している地域は、北摂の丘陵を穿って流れる猪名川と

その小支流である塩川によって作られた多田盆地の一角を占めている。

猪名川と塩川沿いの能勢街道は古来からの街道であり、多太神社はこの

能勢街道（現国道一七三号線）に隣接している。この地は、清和源氏発

祥の地であり、古代から中世に存在した多田荘の中心地である。

高度経済成長期以降、能勢電鉄の沿線沿

日に行われている。平成三〇年度は一〇月二七日（土）・二八日（日）
に実施された。

いに宅地開発が進み、低丘陵地にもニュー

である。

タウンが建設され急速に都市化が進行地域

（二）実施場所
多太神社及び能勢電鉄多田駅前、平野地区・東多田地区・新田地区・
矢問地区等で二日間にわたって行われる。

多太神社の祭礼を伝承しているのは、平

多太神社の氏子である平野の太鼓台、東多田の太鼓台、新田のだんじ

代に尼崎から購入したという伝えや矢問の

区）である。新田のだんじりは明治二〇年

野・東多田・新田・矢問の氏子四ヶ村（地

り、矢問の太鼓台と祭礼屋台が混在して祭礼が行われる。太鼓屋台とだ

太鼓台には明治一二年（一八七九）年に購

特色

んじりは大阪湾周辺で江戸時代後期に現れ、だんじりがやや早く出現し

入したことを示す墨書が遅くても明治の初

三

たとされている。現在は太鼓台を私用している平野にもだんじりが格納

期には伝承していたことが類推できる。かつては七地区が参加していた

写真１

六

祭り・行事の内容（衣装・付属する行事等）

とも言われているが、三年に一回行われる宮入も含め、伝承の変遷等は

宵宮の前日若しくは前々日に消防団関係者が、各地区の格納庫から屋

（一）祭礼の準備及び行事

二七日（土）の宵宮では、多太神社の氏子である平野の太鼓台、東多

台を出して組み立てておく。なお、屋台等の乗り子、獅子舞の演者、
「に

分からない。

田の太鼓台、新田のだんじり、矢問の太鼓台が各地区から能勢電鉄多田

わか」の演者等は、祭礼の一ヶ月ほど前から、各地区の自治会館等で週

宵宮の各地区では、屋台等の巡行に先立って、多田神社宮司による安

駅前に集合し、多太神社に揃って宮入する。多太神社での神事の後、東

二八日（日）の本宮では、平野は太鼓台の地区内巡行、東多田は地区

全祈願等が行われる。平野では午後一時より多太神社で行われ、その次

に一回程度練習している。

内における獅子舞、新田はだんじりの地区内巡行、矢問は太鼓台の地区

第は次のとおりである。一、宮総代挨拶 一、平野大太鼓保存会長挨拶

多田の獅子舞のと新田の「にわか」が境内で奉納される。

内巡行が行われる。

一、多田神社宮司による安全祈願（四地区の自治会長・保存会長・宮総

平野では神事等が終わった後、午後二時から能勢電鉄多田駅に向かっ

代・消防団長・副団長が登壇） 一、太鼓台のお祓い

高度経済成長期以降、急速に都市化が進んだ地域である。かつては、

て太鼓台の巡行を始める。太鼓台には六人の小学生が乗り、四人が太鼓

組織

各村（地区）の青年団が祭礼を担っていたが、現在では各地区の消防団

を叩く。
太鼓台の前後に各二五名程度の担ぎ手が「ヨイサー サッサ サ

五

が主体となって実施している。しかし、各地区の消防団も一一名が定員

ー

東多田は、同じように安全祈願を東多田公民館で行った後、午後〇時

ヨイヤセー」の掛け声と太鼓囃子で肩に担ぎ上げ出発する。

が決められているとともに、実際にその地区に居住する団員も少なくな
っている。祭りでは、消防団員とそのＯＢ、それぞれの知人等が主体と

地区内を巡行してから多田駅に向かっていく。矢問は、矢問自治会館で

三〇分に太鼓台が出発し、
地区内を巡行してから多田駅に向かっていく。

また、屋台の乗り子や獅子舞の「ソバエコ」等の小学生も祭り関係者

安全祈願を行い、午前一一時に太鼓台が出発し地区内を巡行してから多

なって運営しているが、太鼓台やだんじりの担ぎ手（曳き手）地域住民

の子供もしくは公募で募っている。東多田の獅子舞と新田の「にわか」

田駅に向かう。

新田は、新田ふれあい会館で安全祈願を行った後、だんじりが出発し、

の演者は、消防団関係者が行っている。一方、各地区の自治会、宮総代、

（二）多田駅前四ケ村（地区）集合

の知人や地域の企業関係者への以来や公募でまかなっている。

祭り保存会が祭礼を強力に支援している。

各地区を出発した太鼓台とだんじりは、午後三時に能勢電鉄多田駅前

に集合する。多田駅前橫には、平野の太鼓台が最初に到着し、他の地区

の到着を「迎える」ことが決まりとなっている。また、駅前の集合順も

宮総代挨拶 一、来賓挨拶

宮入の行事が終了すると、東多田の獅子舞

東多田・矢問・新田・平野と決まっている。

と新田の「にわか」が奉納される。

三方吹き抜けで唐破風の大屋根・小屋根が前

新田のだんじりは、梁間一間・桁行二間の

車に乗せて曳行できるようにしている。

五十人ほどで担いで巡行する。なお、矢問の太鼓台は、車輪のついた台

太鼓台の下部に直径二十センチ・長さ十メートル程度の丸太を取り付け、

り下げられ、
子どもの囃手四人が四方の各縁に座って太鼓を叩いている。

本柱の上に切妻形式の屋根を乗せている。太鼓は、台部の中央内部に吊

平野・東多田・矢問の太鼓台は、台部の上に縁と高欄が付けられ、四

（四）太鼓台及びだんじりの形式等

で巡行して宵宮を終える。

事を全て終わり、東多田・矢問・新田・平野の順に各地区の出発地点ま

駅前で「あばれた」後、東多田地区消防団長の挨拶と大阪締めで宵宮行

東多田・矢問・新田・平野の順に多田駅前に到着した四つの屋台は、

神社を出発し、再び能勢電鉄多田駅に向かって巡行する。

各屋台は境内で「あばれた」後、東多田・矢問・新田・平野の順に多太

平野地区消防団長が締めの挨拶と大阪締めで全ての宮入行事が終わり、

なお、多田駅に着いた時と出る時に、肩に屋
台を乗せた担ぎ手が膝の屈伸で揺さぶり、そ
の後に両腕を伸ばして屋台を持ち上げる「あ
ばれる」所作を繰り返すことになっている。
この時の掛け声と囃子は「ヨーサダヨー」
（平
野）となる。
四つ屋台が揃った多田神社駅前では、消防
団長間で酒を交換する「献酒の交換」が行わ
れ、休憩の後、東多田・矢問・新田・平野の順に多太に向けて出発して
いく。
（三）多太神社宮入
多田駅前を出発した四つの屋台は、囃子と掛け声に合わせて能勢街道
（国道一七三号線）を順に巡行し、多太神社に向かう。各太鼓台は多太
神社近くで休憩したのち、能勢街道を離れ、多太神社の参道を進み、鳥
居をくぐって急峻な石段を担ぎ上げて境内に入る。新田のだんじりのみ
は、能勢街道をそのまま進み、脇道の車道か
ら境内に曳き入れる。境内に入る順も東多

後に乗り、中間柱の両側に脇障子が付くもの

で高欄が前周囲に回っている。担ぎ棒の下に

台車があり、台車の前方に曳き綱・後方に舵

が付く。だんじりの上には恵比寿面と大黒面

を被った大人二名が前方に乗り、中央に太鼓

二名・鉦二名の囃子の子どもが乗っている。

子どもから大人の男女約五０名が曳き綱を曳

写真４

田・矢問・新田・平野の順と決まっている。
境内に入った屋台は「あばれる」を繰り返し
た後、宮入の行事が行われる。
宮入の行事は、次のとおりである。一、各
消防団長が酒を供える「献酒の儀」 一、乗
り子の参拝（大人に肩車された乗り子が東多
田・矢問・新田・平野の順に参拝）一、平野

写真２
写真３

いて曳行し、二〇名程度の担ぎ手が巡行を操作している。
「にわか」はこ

床団員肯んじる二人立ちの獅子舞である。囃子型も消防団員で、太鼓

と締太鼓で囃す。
「ソバエコ」と呼ばれる四名の子どもが「ヨーラ、シー

シ、ヨイヨイ シーシ、ヨイヨイ」と掛け声と楽器で獅子をあやす。
「ソ

のだんじりの上で行われる。
なお、
平野の太鼓台は平成二三年度、
新田のだんじりは平成二四年度、

なお、三〇年前の東多田地区の獅子舞調査では、元禄一六（一七〇三）

後半では動きが荒々しくなり幼児の頭を噛む所作が多くなってくる。

演目は伝わっていないが、舞の前半は邪鬼を払うような所作が多く、

持っている。

バエコ」は二名がささら、一名は手平鉦、一名は両端に鈴がついた棒を

基本の所作

矢問の太鼓台は平成二五年度に文化庁の補助を得て修理を行っている。

七
（一）太鼓台・だんじり
太鼓台とだんじりは、乗り子の囃子と担ぎ手（曳き手）の掛け声で運

だんじりの上で演じられる。忠臣蔵、清水の次郎長、森の石松、男の

の墨書がある太鼓があったという記録がある。

ばれる」時の四種類が基本である。平野・東多田・矢問では少しずつ言

情話、間抜け泥棒、湯島の白梅、遠山の金さん、地元に伝わる「九頭竜

行される。その囃子等は、①太鼓台を担ぎ上げて出発する時、②太鼓台

葉に違いがある。平野の場合、①は笛の合図で担ぎ手は担ぎ棒に肩を入

伝説」などの演目があり、各演目は十分程度で一回の上演で三演目が演

（三）新田のにわか

れ、ヨイサー・・サッサ・・サイヤー・セー・で担ぎ上げる。②はヨイ

じられる。平成三〇年度は狂言風の忠臣蔵、二人袴、森の石松は演じら

が動いて巡行している時、③止まって休憩している時（囃子のみ）
、④「あ

サー・・サッサ・・サーヨイ・ヤセー・ ・・・を繰り返す。③は囃子

れた。

男性と決まっているようである。
「にわか」

が担当し、演者は消防団関係者二～三名で

脚本・演出は消防団関係者の女性家族等

のみでドン・デン・ドン・を三回繰り返したのちヨイ・ヨイ・一回を繰
り返す。④はヨー・サダ・を繰り返して「あばれ」ヨー・で太鼓台を両
手で持ち上げる。（・：太鼓）。
新田のだんじりが、祇園囃子などの囃子で巡行し、ワッソーレの掛け

つては、男子に限られていたようであるが、現在では女子が多くなって

なお、太鼓台とだんじりには囃子の子どもが五～六名乗っている。か

毎年だんじりによる巡行を行っており、そ

社である。なお。新田では、大祭に限らず

ある新田ふれあい会館前と宮入時の多太神

が演じられるのは、だんじりの出発場所で

いる。乗り子は、時々、入れ替わるが、どのような時でも地面に足を付

の時にも「にわか」が演じられている。

声で方向転換を行う。

けない決まり決まりとなっており、大人が抱きかかえて移動させている。
（二）多田の獅子舞

写真５

八
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下相野の オトウ 行事

名称

下 相野 の オ ト ウ行 事

一

二

西尾 嘉美

一月三日に 、下相 野地区 に鎮座する 大歳神 社で、 オトウの受 け渡し が

大歳神社 は貞治 年間（ 一三六二～ 六八） の創祀 と伝えられ 、一六 世紀

の建築とみ られる 本殿は 市指定重要 文化財 建造物 である。
「慶長 国絵図 」による と村高四
四七石余り 、寛文 八年（ 一 六六八）
に高熊新 田が、 天明二年 （一七八
二）に溝 口村が 分離した 。明治七
年（一八 七四） に高熊新 田を吸収
合併した。
（二）行事 の変遷
御頭行事の始まりは永保年間
（一〇八 一～八 四）とさ れる。同
社に伝わ る「大 歳神社記 録」によ

特色

行われる。

三

下相野に おける オトウ 行事は、一 年交代 でトウ ニンを務め る。

ると、永 保年間 に虫害に よる飢饉

のばし餅 、掛け 鯛を供え 祈願した

んがため に神酒 、鏡餅、 くつ餅、

が起こり 、同社 神霊の加 護を受け

一月三日 の大歳 神社で の祈年祭・ハナフ リ行事 の後、新旧 のトウ ニン、
宮司、オト ウ総代 の四者 で受け渡し の儀が 行われ る。
江戸時代 から書 き継が れているト ウニン の名簿 「宮座頭営 帳」を 有し
ている。

トウニ ンをつ とめてい る一年間

という。

禊ぎをし、 松明を 掲げ、 神前・鳥居 に神饌 を供え るという儀 式を伴 って

は、「御守 護」と 呼ぶ木箱 を預かる。

年頭にト ウニン の家の 庭先にオハ ケを建 て、受 け渡しの前 日の深 夜に

いることが 特色で あった が、トウニ ンの負 担軽減 のため平成 二七年 から

正本が保 管され ている。 受け渡し

トウニン の名簿 で、神社 の本殿に

（一六四 二）か ら書き続 けられた

「宮座 頭営帳 」は、寛 永一九年

された帳面 が収め られて いる。

この木箱に は、
「宮座 頭営 帳」と題

歴史と概要

簡略化され た。

四

（一）地域 の概要
三田市下 相野は 市域の 北西部に位 置し、地区内 に大歳神社 、護国 院（曹
洞宗）があ る。

える。

ていた「御守護」

たところに寛永１９年（１６４２）の年号が見

真ん中がトウニンが預かっ

神饌

写真１

綴じ

「宮座頭営帳」表紙と冒頭部分

写真２

の儀の際に 、預か ってい たトウニン が「御 守護」 を持参し、 次年の トウ
ニンの名を 両方に 記入す る。
この「宮 座頭営 帳」に は、行事の 変遷が 分かる 記述が残さ れてい る。
当氏子の人 口増加 の為、 宮座頭受け る者多 数にな りたるに依 り、
本年（昭 和十三年 ）より 当分の間、 太陽暦 及び太 陰暦の正月 三日に
各営む事に せり
此の帳は三 部を作 製し、 一部を宮中 に、残 る二部 を太陽暦及 太陰
暦に受ける 者各一 部を奉 祀するもの とす
昭和十三年 一月
これによ ると、 昭和一 三年にトウ ニンを 受ける 人が増えた ため、 旧暦

なお、明 治一九 年（一 八八六）か らは、 当主で ある父の名 とトウ ニン

となる息子 （長男 ）の名 が連名で表 記され るよう になる。平 成一五 年か

らは、少子 化の影 響もあ ってトウニ ンを受 ける子 供がそろわ ず、当 主が

組織

受けるよう になっ たため 、表記が一 名にな った。

五

下相野の オトウ 行事は 、頭株を持 つ家が 五十軒 ほどあり、 その中 から

トウニンが 選ばれ る。代 表者はオト ウ総代 と呼ば れ、トウニ ンの選 出、

依頼、行事 の差配 などに あたる。オ トウ総 代は二 名で任期は なく、 辞退

したいとの 申し出 を受け て交代する 。

トウニンは 小学校 高学年 から中学生 の男子 で、父 親が補佐す る。ト ウニ

簡素化以 前には 、トウ ニンは頭株 を持つ 家で長 男が居る家 が選ば れる。

の保管と、 二人の トウニ ンがそれぞ れに護 持する ために二冊 の計三 冊作

ンを受けた 家は、 一年間 境内の掃除 や手水 舎の手 ぬぐい・榊 の入れ 替え

と新暦の正 月三日 の二回 受け渡しの 儀を行 い、そ れに伴って 神社本 殿へ

ったとある 。

供物や餅 つき、 会食な どの経費は 、トウ ニンの 家の負担と 受け渡 しの

などを行う 。

る。本殿に収 められ る一 冊は墨付四 十九丁 で、表 紙「宮座頭営 帳」、裏 表

儀の前に集 まった 頭株を 持つ家の当 主が持 参する「お年玉」
（金一封 ）で

調査時に 二冊の 帳面を 確認させて もらっ たが、 二冊とも横 帳形式 であ

紙「下相野 村／大 歳大明 神」とある 。もう 一冊は 墨付き三十 八丁で 、表

賄われる。

行事の内容

行事の次 第につ いては 、簡素化以 前の行 事の次 第について 記述す る。

（一）オハ ケ立て 、準備 など

平成一〇年 ・一一 年に行 った調査を 元にし ている 。

六

組を単位で 順番に トウニ ンを受ける ように なった 。

などの理由 でトウ ニンの 受け手がな いこと から、一組四～五 軒ずつ 分け、

近年でも 四五軒 ほどが 頭株を持っ ている が、親 世帯だけで 住んで いる

紙「宮座頭営 帳」、裏 表紙 は白紙であ る。二冊 の紙 の質、筆致等 を比較 す
ると、本殿 用の方 が古く 、トウニン 用の方 が昭和 一三年に筆 写複製 した
ものと見ら れる。
なお 、筆致か らみる と 、帳面 を作製し たのは 慶 安三年（一六五 〇 ）で、
その前の寛 永一九 年から の八年分を 遡って 記した ようである 。
昭和一三 年から 始まっ た年二回の 営みは 戦時中 も途切れず 続いた が、
昭和二三年 を最後 に、年 一回に戻っ た。
ちなみに 、複製 されて 三冊となっ たがト ウニン が一人にな って不 要と
なった一冊 は未確 認であ る。

の親戚や近 くの頭 株を持 つ家からも 手伝い に集ま る。一昨年 のトウ ニン

のトウニン の父親 、これ から受ける トウニ ンの父 親が集まる 。トウ ニン

一月二日 の朝、 一年間 トウニンを つとめ た家に 、オトウ総 代、一 昨年

供える。こ の神饌 は、松 の板にのば し餅二 枚、大 根なます・ 白豆を 載せ

ぶり身を清 める。 装束を 整えてから 、本殿 の屋根 、小宮の屋 根に神 饌を

と、シュウ トメ・ トウニ ンの父親・ 次のト ウニン の父親が井 戸の水 をか

鯛・米・塩 ・酒な どの神 饌を供え、 準備が 進めら れる。午前 〇時に なる

は、新年の 祭典を 行う。

近い川のシ オカケ バと呼 ぶ場所に行 き、手 を洗い 、身を清め る。神 前で

ケ祭りを行 う。そ の後、 神社に向か う。祭 典の前 に、トウニ ンは神 社に

一月三日 の朝、 神主・ オトウ総代 などが 集まり 、トウニン の家で オハ

（二）オト ウ受け 渡しの 儀

明けたとの 合図と いう。

祭典が始 まると 、手伝 いの一人が 「カア ー」と 声を出す。 これで 夜が

穴に火のつ いた松 明を立 てる。

たもの三組 ずつを 供える 。燈籠にも 一組を 供える 。鳥居前の 幟を立 てる

の父親はシ ュウト メと呼 ばれる。
午前中に 餅つき をする 。一斗五升 から二 斗のモ チ米を用意 し、搗 き初
めはオトウ 総代で 、儀式 用に用意し た立杵 で搗く 真似をする 。
最初に鏡 餅、次 にくつ 餅、そのあ とはの ばし餅 八〇枚を作 る。く つ餅
とは直径一 五セン チほど の餅二つを くっつ けたも ので、のば し餅は 直径
一〇センチ ほどで 竹で薄 くのばす。
餅つきが 終わっ た午後 からは、オ ハケと 松明を 作る。オト ウ総代 は、
オハケに立 てる御 幣と掛 け鯛を作る 。
オハケの 土台は 六〇セ ンチ四方の 大きさ で、赤 土をはさみ ながら 芝を
三段積みに する。 中心に 松杭を立て て御幣 を付け た竹を括り 付ける 。

昼頃から、 頭株を 持つ家 の当主が集

まる。オ トウ喜び といい 、新旧の トウ

の当主がトウニンと挨拶をする。

松明は、 長さ四 〇～五 〇センチの 肥松や 割り木 を束にし、 四メー トル
余りの竹 竿の先に 取り付 けたも

ニンに挨 拶をする 。当主 たちには 、お

間に飾っ たり、苗 代の種 まきをす ると

のハナで ある。ハ ナは持 ち帰り、 床の

たもので 、高さが 背丈ほ どもある 大型

ハナは榊 の枝をネ ジキの 木に括り 付け

持参した ハナを手 にハナ フリを行 う。

神事が終 わると、 参列し た当主た ちは

神前で御頭 渡しの 神事が 行われる。

られる。

下がりと して御供 の米と のばし餅 が配

ので、二本 作る。
掛鯛は 、鯛二匹 を向き 合わせ
にして、 エラから 口にワ ラを通
して括り 付ける。 糸を使 って、
尾びれや 背びれな どの形 を整え
るようにく くる。
供物等 が整うと 神社に 運び込
む。トウ ニンの家 で夕食 を済ま
せ、午後 一〇時に 神社に 向かう。
オトウ総代が神前に餅・掛

祭典の後のハナフリ

写真４

参集した頭株を持った家
オトウ喜び
写真３

きに苗代田 の端に 立てた りしていた 。
ハナフリが 済むと 、神主 ・オトウ総 代・新 旧のト ウニンで、 オトウ 受
け渡しの 儀が行わ れる。 各自の
前にのばし 餅・ご まめ・焼 豆腐・
黒豆など を載せた 膳が配 られ、
杯を汲み 交わす。 オトウ 総代が
謡曲の高 砂を謡い 、宮座 頭営帳
が収めら れた守護 の箱が 新トウ
ニンに渡 されて、 受け渡 しの儀
が終了する 。
平成二 十七年に 簡素化 後は、
オハケ立 て、くつ 餅・の ばし餅
の餅つき、掛け鯛 、前夜の 禊ぎ、
祭典、松明 などを 取りや めた。

（二）秋祭 り
一年間 のオトウ の期間 中、一
〇月の秋 祭りの御 旅所の 神事に
参列する のが大き な役割 である。
かつては 、祈年祭 などの 祭礼や
月並祭の 準備、境 内の清 掃など
をしてい たが、近 年は一 月のト
ウ渡しと 秋祭りだ けとな ってい
る。
秋祭りで は、御 旅所で の祭典に参 列する 。

左が神主とオトウ総代、右が新旧のトウニン
トウニンと翌年のトウニン

受け渡しの儀
写真５
秋祭り御旅所の儀で拝礼する
写真６
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三矢の儀式

三矢の儀式

一
（一）民田 八幡神社

久下

隆史

川辺郡猪名川町民田は、中世は多田荘に含まれていた。応安元年（一

に近い土曜日に行われるようになった。オトウ以外の祭礼は氏子総代の

四人組がお供えの準備をする。砂持ち祭は、大路地川の砂を神社の鳥居

の回りに撒き、氏子各家から料理を持ち寄って直会をしていた。ここで

は、三矢の儀式が行われる一月六日のオトウを平成二三年の調査に基づ

オトウの組織と仕事

いて報告する。

二

た永和（一三七五）の諸堂造営棟別銭郷村注文（多田神社文書）には「民

ウ）と相頭（アイトウ）からなる。相頭は前年初頭を務めたものがなり、

三矢の儀式はオトウによって行事が行われる。オトウは初頭（ウイト

（一）組織

田村九十四々（家）
」とあり、一四世紀後半には史料に登場している。近

初頭を助けるとともに、親は三矢の儀式の弓を射る。

三六八）の金堂供養棟別銭注文（多田神社文書）に「民田」とある。ま

世には幕府領、高槻藩領などになった。

オトウの任期は、一月六日のオトウの日から翌年のオトウの前日まで

になる。初頭は前年に氏子総代や自治会長が、一五歳になる長男や婿入

民田字宮ノ前に鎮座する八幡神社は、手力男命を祭神とする。
『兵庫県
神社誌』上巻には「創立年不詳花山法皇

りした者など村入りをする者を調べ、該当者がいれば前年の秋ごろに依

と出ている。ここでは三カ年を年期とあるが、現在は初頭と相頭を務め

し三カ年を年期として一人を祷人に充て一月七日弓箭の式を奉行せしむ」

前出の『兵庫県神社誌』には頭神事として「頭の講社ありて毎年交替

は辞退することになる。

披露する。また、受ける前に身内に不幸があった場合は、その年の初頭

く、十歳前後で受けた者もある。初頭が決まると新穀感謝祭の席で村に

なく次男にも依頼をすることがある。年齢も一五歳にこだわることはな

頼に行く。現在では、該当者の数が減っており、長男に限定することは

御休憩の地にして世俗に所謂「カサ」宮
は即ち花山の宮の転訛せしものならんか」
とある。今もオトウの席で出されるコベ
ラ餅を食べると、クサやデンポと言われ
るできものが治るといわれている。民田
には、川西市多田方面からの旧丹州街道
（池田道）があり、この道を花山法皇が
通ったという伝承もある。
（二）八幡神社の祭礼

表が掲示されている。この表によると、平成元年から四年は村、五年か

て二年になる。民田の公会堂には平成時代の「御頭執行者」を記録した

三月一五日の祈年祭、九月一五日の放生（砂持ち祭）
、一〇月一七日の例

ら一〇年は個人、一一年から一九年は村、二〇年から二五年は個人、二

八幡神社の祭礼は、
一月六日のオトウ、

祭、一二月一五日の新穀感謝祭（新嘗祭）がある。例祭は一〇月一七日

写真１ 民田 八幡神社

り、村は村お頭のことで、該当するものがいないため村の大人四人で仮

六年から三〇年は村とある。ここでいう個人が、本来の初頭と相頭であ

セット、裏に鬼と書き、表に二重丸を書

ねた千本矢と一メートル程度の白幣を六

漬けた漬物、小さな矢五〇本を水引で束

（二）オトウの行

の親子をつくり輪番でオトウを務めることをいう。民田では、子どもの
数が少なく今後この村お頭が増加することが予測されている。
（二） オトウの仕事
初頭を受けると一年間の仕事として、月の一日と一五日の神社の掃除
（宮掃除）、年末の神社の注連縄づくり、
一月一五日のトンドの準備がある。注連
縄は、鳥居（トリイサン）
、御神水（ゴコ
ウスイ）
、薬師如来の石塔、小宮三社のほ
か、稲荷神社と五輪塔の八か所分を準備
する。そのほか、オトウに行う三矢の儀
式の、初頭、
相頭の父親が着る直垂と袴、
弓矢は相頭が自宅で管理し、オトウの当
日に初頭に引き継いでいたが、最近は自

オトウの神事

治会館に置くようになった。

三

事

いた折り紙程度の大きさの的をつくり床

の間に置いておく。オトウの直会で出す

料理は、相頭が準備する。もとは自宅で

料理を作っていたが、仕出しの料理を使

用するようになっている。料理と燗場の

担当は相頭という。

初頭は前日準備した、コベラモチ、千本矢、御幣、的、弓矢を十時ご

衣装が整うと、拝殿で、神事がある。本殿に向かって右手の間に、神

正装で臨む程度で特別なものはない。

鶴の刺繍の紋、相頭は亀の刺繍の紋がついている。初頭と相頭の衣装は

一月六日をオトウ祭り、単にオトウという。オトウの準備は前日の午

ンチほどの餅約百枚、皿に盛った大豆の水炊きと白菜をそのままの形で

準備するものは、コベラ（コベラ餅）という薄く伸ばした直径二〇セ

おり、隣近所のほか、兄弟分の関係を結んだ者もいる。

ろに神社に運ぶ。神社に着くと、拝殿の東の間で、弓を射る初頭、相頭

千本矢と御幣の奉納

前十時ごろから、初頭の家で相頭の指導で行う。その時には、付き合い

写真４

の父親がウグイス色の直垂と袴を着け、烏帽子をかぶる。初頭は背中に

（一）オトウの準備

写真３ コベラづくり

筋という五・六軒の者が手伝う。付き合い筋は、村の中で家が決まって

写真２ 注連縄づくり

主、初頭親子、相頭親子が座り、左の間には自治会長、氏子総代（四人
組）、村の役員が座り、修祓、献饌、祝詞、玉串奉奠、撤饌の順に神事が
進められる。

なった。

この間、神社に参拝する人たちにはコベラ一枚程度を渡している。こ

のコベラは皮膚病に効くといわれている。

三矢の儀式はオトウ行事の一環として

（三）三矢の儀式

照皇大神社、出雲神社、春日神社）、薬師如来の石塔、御神水に千本矢と

行われる。直会が終わると、初頭と相頭

神事が終わると、初頭親子と相頭親子で五輪さん、古株さん、小宮（天

御幣を供えに回る。古株さんは、現在の杉の木とは別の桜の古木で雛人

の親子は鳥居の東側に移動し、ムシロを

エの字形に敷き、南側の境内端に的を立

形などを納めていたという。
一方、手伝いの者は御酒と神饌を拝殿に下げてきて、コベラ三枚を氏

直会は本殿に向かって左手に長机を逆コの字に並べ、神主、自治会長

が直垂、烏帽子姿で座る。親に対して的

に的に向かって東に初頭、西に相頭の親

てる。
エの字型のムシロの北側（神社側）

を上座に氏子総代と手伝いの者が座に着く。直会は相頭の役割で、料理

を背にムシロの南側に初頭と相頭が座り、

子の数だけ半紙に包む。

の準備と一升徳利などの準備をするが、最近は仕出し料理になり、徳利

半紙で三本の矢を持ち相頭から親に渡す。

同じように半紙で挟んで受け取る。

次いで初頭が同じように親に渡す。親も

も一回り小さなものを購入して自治会館で保管している。
オトウのお供えの中で特徴的なものは、大豆の水炊きと白菜をそのま
まの形で漬けた漬物である。この二品も上座に置かれている。その長机

に流し、各自この盃の酒を順番に飲

あと、神主と自治会長から順番に下

て初頭の親が放す。初頭と相頭は親が放

親が恵方の空に向かって矢を放し、続い

こうして二本の矢を的に射ると、相頭の

まず、相頭の親が二メートルほど離れ

む。その最初に鶴亀の謡が流される。

した矢を探しに行き、三本を束にして半

の前に初頭、相頭親子が座り、相頭、初頭の順に父親が挨拶をする。そ

再び上座に戻ると、相頭、初頭が難

紙で持ち相頭の親、初頭の親に手渡すと

た的に矢を射る。次いで初頭の親が射る。

波の謡で盃を受ける。これがオトウ

三矢の儀式は終わる。

手に持ち、急いで家にもどり、玄関上の屋根に的の鬼と書いた方を下に

初頭はすぐに鬼と書いた的を下にして

の引継ぎになる。最近はこれで三矢

酒があき終わってから三矢の儀式に

の儀式になるが、本来は一升の御神

（上段右手）

写真６ オトウの初頭と相頭

写真７ 三矢の儀式

のあと、手伝いの者が足の低い折敷に大きな盃をのせ、お神酒をついだ

写真５ お供えのコベラと白菜

して固定して置いておく。この戻る途中
で後ろを向いてはいけないといい、走っ
て戻ったという。的は次の年のトンドで
燃やす。家に不幸があると、神社に預け

特色と課題

ている。

三
民田のオトウは氏子で構成される村座
である。本来、初頭を務める者はその年
に成人を迎える者、新たに村に入った者

るとあるが、今回の調査では聞くことはできなかった。

第二巻には、この神事の始まりを寛文一〇年（一六七〇）と伝承してい

の銘がある。
このころには、
既に行われていたといえよう。『猪名川町史』

寄付された古い「冠装束入箱」には、文政三年（一八二〇）正月吉祥日

このオトウの成立年代は史料がなく明確には出来ないが、猪名川町に

害をもたらした。そのため翌年のオトウを中止して現在に至っている。

特に平成二九年、三〇年の台風で神社のヒノキやスギが倒れ大きな被

増えてきた。

なっている。近年は、それさえ難しく、村がオトウを務めることの方が

ることとなり、長男に限らず男子であれば次男以下も任じられるように

こうしたオトウを執行する初頭と相頭は、村に青年がなく少年を任じ

れ、村の会議や用務に出ることができた。

であった。いわば、このオトウを務めることによって村人として認知さ

写真８ 屋根に上げた的

四
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