播磨地区概論

一 播磨地域の概要

埴岡真弓

播磨地区は前方後円墳を含む多くの古墳、古代寺院・窯跡などの遺跡が点

在することが知られているが、古代吉備、古代出雲との関係も深く、
「播磨国

風土記」からも推測されるように渡来人の定住も多く見られた。千種川流域

に広がる秦河勝伝承も、そうした背景を持つ。秦河勝を祭神とする大避神社

赤穂郡・讃容郡・宍禾郡・神前郡・託賀郡・賀毛郡・美嚢郡である。なお、

は一二の郡（こおり）があった。赤石郡・賀古郡・印南郡・飾磨郡・揖保郡・

れ、都の権門、有力社寺の荘園が多く立券された。七世紀中ごろ、加古川以

よって経済的にも優位に立つ地域だった播磨国は、平安時代も「上国」とさ

渡来系文化が早くから浸透し、先進的な農耕技術や製鉄関連の技術などに

の秋祭りが、坂越の船祭である。

平安時代に入って、賀毛郡は加東郡・加西郡に、飾磨郡は飾東郡・飾西郡に、

東の地は住吉大社直轄の「椅鹿山領神領地」とされ、加古川中流域には住吉

和銅五年（七一三）の官命によって成立した「風土記」の時代、播磨国に

神崎郡は神東郡・神西郡に、揖保郡は揖東郡・揖西郡に分割されたため、中

鴨川住吉神社神事舞」として国指定無形民俗文化財となっており、境内で田

神社が数多く鎮座する。その一つ、上鴨川住吉神社（加東市）の秋祭りは「上

奈良時代、国衙は現在の姫路市本町に所在し、播磨南部には都から太宰府

楽・王の舞など中世に都で流行した風流を継承する芸能が繰り広げられる。

世以降の播磨国は一六郡となった。
へと続く山陽道が、播磨西北部には支路である美作道が通っていた。各地と

このように、畿内と接する播磨国の伝統芸能は、少なからず荘園制の影響

住吉大社の支配との関係から、中央の祭礼風流が移植され、定着したと推測

めたことを忘れてはならない。播磨地区の海岸部には「播磨国風土記」にも

を受けたと考えられる。たとえば、御津町室津は京都・上賀茂神社の御厨で

の交流が深まるにつれ、但馬道、丹波道、室津道など陸上交通の発展が見ら

記された神功皇后伝承が広く分布し、神功皇后による創建を伝える魚吹八幡

あり、県指定の無形民俗文化財である賀茂神社の小五月会は上賀茂神社との

されよう。

神社では正月の千本搗行事の起源を神功皇后に求めている。また、平安時代

関わりが深い。荘園鎮守社は荘園領主が都で行っている祭礼を行い、在地の

れたが、播磨地区においては播磨灘という水の道が古代以来大きな比重を占

以降には菅原道真伝承が広がり、播磨地区でも海岸部を中心に多くの天神社

‐ヒトツモノをめぐって‐』
（平一八年）
『播磨の王の舞』
（平成一九年）は、

有力者層がその担い手となった。兵庫県教育委員会がまとめた『稚児の祭礼

政治的にも経済的にも瀬戸内海交通は重要な役割を果たし続け、伝統文化

中世の祭礼風流であるヒトツモノ・王の舞についての調査報告であり、都の

が祀られた。
の形成やその伝播においても、海と山間部から海へと注ぐ河川が一定の役割

中世の播磨地区からは播磨・美作・備前の守護大名となる赤松氏が出現し

祭礼文化が荘園制を通して流入し、地域の伝統文化として定着したことを示

る程度の特色があったと考えられる。たとえば、播磨地区の特色の一つであ

たが、赤松氏もその一人とされる「悪党」の跋扈したことが、室町時代の地

を果たした。播磨地区の主な河川は、明石川・加古川・市川・夢前川・揖保

る屋台祭礼において、屋台の形状を見ると、加古川流域では主として平屋根

誌『峯相記』に記されている。在地領主の存在は播磨各地に残る、大小さま

している。

および反り屋根型布団屋台が、市川および夢前川流域、千種川流域では主と

ざまな中世城郭や構居の存在からも推測され、彼らが荘園領主に替わって祭

川・千種川である。祭り・行事においても、それぞれの河川の流域ごとにあ

して神輿屋根型屋台が分布している。

注意すべき視点と思われる。

確にすることはむずかしいが、特定の家筋が一定の役割を果たす場合など、

役を特権的に勤める形は消滅した。祭り・行事における在地領主の関与を明

されていた。しかし、羽柴秀吉の播磨攻めによって香山城が落城すると、頭

始まる頭役帳が残っているが、頭役は在地領主である香山氏・家氏氏に独占

祀に関与したと考えられる。たつの市新宮町の香山大歳神社には戦国期から

祭（棹の歌）
（以上、たつの市）
、甘地の獅子舞（神崎郡市川町）
、恵比須大黒

幡神社秋季例祭風流、
（以上、姫路市）
、梛八幡神社神事獅子舞、室津小五月

獅子舞、真浦の獅子舞、松原八幡神社秋季例祭風流（灘のけんか祭）
、魚吹八

獅子舞、播磨総社（射楯兵主神社）の「一ツ山」
「三ツ山」神事、大塩天満宮

上神社なまずおさえ神事（西脇市）
、曽根天満宮の一ツ物（高砂市）
、犬飼の

ー神事（三木市）
、住吉神社龍王舞（加西市）
、大蔵谷の獅子舞（明石市）
、石

落運営を行う「惣村」が生まれ、荘園鎮守社はそうした村々が連合して祀る

を取り上げた。実地調査を踏まえた上で、播磨地区において重要と思われる

本調査報告書では、国・県指定を受けたもの以外の、特色ある祭り・行事

舞、平成十七年赤穂八幡宮獅子舞（以上、赤穂市）がある。

産土神へと変貌していく。豊かな農業生産を基盤に、播磨地域でも同様の傾

祭り・行事について、六つの項目に分けて記述してみたい。

室町時代、畿内の先進地帯では、荘園制が衰退していく中で、自治的な村

向が見られたと考えられる。前述した上鴨川住吉神社も荘園鎮守社から上鴨
川一村の鎮守社となり、祭礼芸能を担う形も惣村で見られる年令階梯制に変

塩田地主や塩田労働者との関わりが指摘される祭り・行事は少なくない。こ

や毛獅子で知られる姫路市の無形民俗文化財である大塩天満宮の秋祭りなど、

れる。赤穂市の無形民俗文化財となった赤穂市塩屋の屋台行事やヒトツモノ

おける屋台祭礼の隆盛は、背景の一つとして、播磨灘沿岸の製塩業が考えら

づけられよう。屋台祭礼の広がりは江戸後期以降と考えられるが、海岸部に

区では秋祭りに見る屋台祭礼は、近世以降に成立してくる祭り・行事と位置

幡神社・延命寺（姫路市）
、笠形寺（市川町）
、佐用都比売神社（佐用町）
、楊

社のように節分行事として新しく始めた事例もある。また、広峯神社・正八

寺院で行われている。鬼追いは鬼会、鬼踊り、追儺などとも称され、姫路神

祭など神社でも行われている。寺院では、真言宗・天台宗のいわゆる密教系

として行われることが多いが、神仏習合の時代が長く、魚吹八幡神社・武神

（一七件）
・摂津（一三件）に集中している。寺院における修正会の結願行事

喜多慶治『兵庫県民俗芸能誌』によると、兵庫県内に三三例を数え、播磨

（一）鬼追い

うした生業との関係も、播磨地区の祭り・行事を考える上で不可欠な要素で

柳寺（多可町）
、荘厳寺・西仙寺（西脇市）など、鬼面などの残存や記録によ

化したと推測される。複数の村を氏子とする神社における祭礼、特に播磨地

ある。

って、かつては鬼追いがあったと考えられるところも少なくない。

播磨地方の寺院において、天竺から飛来した法道仙人を開創とする伝承が

社神事舞（加東市）
、東光寺の鬼会（加西市）
、坂越の船祭（赤穂市）があり、

播磨地区の無形民俗文化財を概観すると、国指定としては、上鴨川住吉神

蓮花寺（三木市）なども法道仙人開基を伝えている。特に東播の山岳部に濃

との関わりが考えられているが、朝光寺（加東市）の他、高薗寺（稲美町）
・

は中世に隆盛となる山岳（山林）寺院と結びついて発展したとされ、修験道

六〇ヶ寺以上に伝わっている。一乗寺（加西市）を起点とする法道仙人伝承

播磨国総社一ツ山・三ツ山神事が選択無形民俗文化財となっている。県指定

密に分布する法道仙人伝承と、鬼追いを行う寺院との関係が注目されている

二 地区の祭り・行事の特色

としては、秋津百石踊・朝光寺鬼追踊（以上、加東市）
、吉川若宮神社のヤホ

に必ず松明を手に持って舞うが、足を踏みしめ松明の火を振り回して踊る鬼

間を創り出す意味を持つと考えられる。したがって、鬼は鉾や鈴などととも

るが、これは閉扉によって暗闇、つまり目に見えぬ神々の世界を象徴する空

が行われる。円教寺では鬼は本堂と白山神社舞堂との往復の際、黒い布を被

される。一般的に、式の開始前に本堂の扉は閉じられ、暗がりの中で鬼踊り

花、大鏡餅、牛王杖（牛王宝印、円教寺では「鬼の箸」と呼ぶ）などで荘厳

社、鶴林寺では本堂で鬼が舞う。中心となる本堂は、
「鬼の花」と呼ばれる造

花寺の追儺式鬼踊り」の三例を取り上げた。円教寺・蓮花寺では本堂・鎮守

本報告書では、実地調査で「書写山円教寺の鬼追い」
「鶴林寺 修正会」
「蓮

田吉道」では鬼追いの由緒との関わりが謡われている。蓮花寺でも、かつて

区の住人が鬼役を務めることになっており、鬼追い前に奉納される謡曲「安

才村との歴史的なつながりが推測される。鶴林寺では同寺の所在する安田地

する習わしとなっている。内陣には「才村席」が設けられており、書写山と

鏡餅三枚は、その表に「英賀西村中」の墨書があるように、広畑区才が奉納

株など、特定の家筋が伝えられている。また、円教寺の荘厳に用いられる大

備し、鬼役を勤める。八葉寺（姫路市）には鬼講、随願寺（姫路市）には鬼

は護法童子・若天の子孫という伝承を持ち、牛王宝印・鬼の花・鬼の箸を準

写山麓の東坂に住む梅津家など「六人衆」が承仕役を世襲している。梅津家

いはかつて務めていた事例の少なくないことである。円教寺の鬼追いは、書

興味深いのは、鬼追いの担い手を特定の地域、特定の家筋が務める、ある

は悪霊や穢れを祓う役割を担う。そうした神聖性からか、円教寺では赤鬼・

は門前の村である蓮花寺村のみが鬼踊りに関与したという。

ことを指摘しておきたい。

青鬼は開基である性空上人の護法童子若天（毘沙門天）
・乙天（不動明王）の
化身とされている。神積寺（福崎町）など、他にも鬼を神仏の化身とする事

そのしなり具合によってどの稲がよく実るかを占う。また、前机に置かれた

床の間や玄関先に置く。鶴林寺の三本の鬼の花は早稲・中稲・晩稲に相当し、

て一年の豊作を願った。鬼の花も参加者が持ち帰り、家内安全などを願って

牛王杖は鬼追いが終了した後、参加者に配られ、かつては水田の水口に立て

が荘厳に用いられるのは正月の餅と同様の意味を持つと考えられる。また、

られて、はじめて新しい年神が訪れると信じられたのであり、穀霊である餅

会を執行する一月・二月に行われる新年の行事だった。鬼踊りによって清め

鬼追いの時期は、現在一月から五月に及んでいるが、本来は修正会・修二

に一八例が分布している。摂津地区ほど濃密な分布ではないが、播磨地区の

篠山市）に八例、淡路地区に二例、そして、播磨地区（主として加古川流域）

津北西部、神戸市北区・西区、三田市に約四〇例、丹波地区（主として丹波

イ」に相当する村落の正月行事の一つがハナフリであり、兵庫県県下では摂

を引く「オコナイ」と呼ばれる正月行事が広く分布している。この「オコナ

と同じ意味を持つ行事のあったことが記されており、近江地方にはその系譜

宝絵詞』には山里の村々で潔斎と造花による荘厳が行われ、修正会・修二会

義を持つ、村落における正月行事の一つがハナフリである。平安時代の『三

寺院における修正会・修二会の結願行事として行われた鬼追いと同様の意

（二）ハナフリ

一二の灯明皿はその燃え具合によって一月から一二月までの降雨・日照りを

正月行事を特色づけるものの一つであり、本報告書では「ハナフリ」
「雨散々

例が見られる。

占う。こうした年占を伴う点は、予祝神事としての側面を表す。鬼追いの持

（ゆうばらばら）
」を取り上げた。

を叩いて新しい年の五穀豊穣を祈る神事である。多可町八千代区の下三原・

ハナフリは、榊や樒などの枝を神前で振って、あるいは社殿や堂の床など

つ農耕儀礼的な側面をよく示しているのが、国指定の無形民俗文化財となっ
ている東光寺の鬼会（加西市）で鬼追いの前に行われる、田起しや種まきな
ど稲作の過程を模擬的に演じる田遊びである。

・正月の火祭り‐トンド‐

「かくしほちょじ」は、一般的にトンドと呼ばれる小正月の行事で、町指

貴船神社で行われる「雨散々」は前者のハナを振る形態であるが、小野市黍
田の「ハナフリ」は大歳神社でハナを振った後、毘沙門堂の床を牛王杖で叩

ょじ」と共通する名称のトンド行事が見られる。
「かくしほちょじ」は輪番に

定無形民俗文化財となっている。毎年成人の日前日から当日にかけて行われ

「ハナフリ」では、自治会長によって「福徳再拝、福徳再拝、これ時○年

よって選ばれた当人九人によって行われるもので、この日に当人の引き継ぎ

く「ゴツキ」の行事が行われる。多可町でも中区天田のハナフリは、唱え言

正月三日吉日をもって、町内安全、五穀豊穣、息災延命起案のため、例年の

も行われる。
「法成就講」は「おとう」とも呼ばれており、市川流域で確認で

る「歳の当」という行事で、子どもが「ほちょじ（トンド）
」を隠すことから

ハナを振ります」という言葉が唱えられる。五穀豊穣を願う唱え言を伴う事

きる数少ないオトウの行事でもある。トンドは播磨地区で今も広く行われて

をしながら神社の社殿を叩く。西脇市の無形文化財である妙覚寺の「ワラワ

例が多く、新年の予祝神事としてハナフリは古くから村落で重んじられてい

いる火祭りだが、福崎町のようにオトウが主催する事例はほとんど知られて

「かくしほちょじ」と俗称されている。同町には、
「法成就講」という「ほち

たと考えられる。また、
「雨散々」という名称は、豊作につながる降雨を願う

いない。
「法成就」は「穂成就」とも考えられ、稲の豊作を願う正月行事とし

ラ」は、藤蔓で本堂の縁側を激しく叩くことで知られる。

ものと伝えられ、樒の枝に附ける三つの藤蔓の輪は「一反の田に三石の米が

て位置づけられる。

なお、
「かくしほちょじ」には、同じく小正月の行事としてかつては広く分

取れますように」という願いを表すという。民俗学的には、
「新しい年の初め
に稲穂を表すハナをふることによって稲の魂を活性化させ、豊作をもたらそ

また、一般的ではあるが、神河町などでは「サイトウ」と称して大晦日か

布していた狐追い行事が付随している点も興味深い。トンドと狐追いが習合

り、作物の豊穣を願う農作儀礼だったことをよく示している。
「ハナフリ」も

ら元旦にかけて「年越しの大火」を焚く風習がある。小正月が本来の正月だ

うとする呪術的要素を持った行事」
（久下隆史）とされる。神事の後、家に持

「雨散々（ゆうばらばら）
」もともに、この日にオトウの引き継ぎが行われて

ったことを考えれば、トンドこそ「年越しの大火」だったのであり、火によ

した事例は、多可町間子の加都良神社でも見られる。

おり、
地域におけるハナフリ行事の重要性を示している。
オトウについては、

る浄化が新しい年の歳神を迎えるために必要不可欠だったことを推測させる。

ち帰ったハナを水口立てる風習のあったことは、鬼追いの牛玉杖と同様であ

後述する。

鬼追いで鬼が振り回す松明も、
「年越しの大火」の変形であるかもしれない。

祭りである。本報告書では「かくしほちょじ」と「さいれん坊主」を取り上

の行事が行われることが知られている。その一つが、正月と盆に行われる火

日本の年中行事は、たとえば春と秋の彼岸のように、二期に分かれて同様

を描いた「火揚げ図」絵馬が同地区の稲荷神社に奉納されている。有名な行

が記されている。網干区津市場で行われていた火揚げと考えられ、その様子

なけたい松（投げ松明）とて、火おひたゝしうあくる（揚げる）
」という見聞

女流俳人として名高い田捨女の「貞閑尼出家後之自伝」に、
「文月十六夜に

・盆の火祭り‐ヒアゲ‐

げた。なお、火祭りに関連するものとして、虫送り・雨乞いについても触れ

事だったようで、幕末の「西讃府志」
（丸亀藩）にもその様子が克明に記録さ

（三）火祭り（正月・盆）

たい。

れている。また、田捨女は、余部地区など周辺でも同様の習俗が見られるこ

りものを伴う特色ある盆行事として「花だんご」があるが、平家の落人伝説

踊りとして貴重である。また、盆行事として「数珠送り」
（播磨町）を取り上

『お盆の火祭り』
（太子町立歴史資料館、平成二一年）では、たつの市揖西

が由緒として語られており、地域の歴史と結びついて継承されている点が興

とに言及している。現在の網干区では、近年復活した垣内の火揚げと朝日谷

町中垣内の井関三神社・恩徳寺を舞台とする「さいれん坊主」の他、
「原の松
味深い。

げたが、今も多可町や神河町など山間部にその事例が多く残っている。つく

明」
（太子町）
「破磐神社の奉点灯祭」
「朝日谷の火揚げ」
（以上、姫路市）
「新
・虫送り

の火揚げが行われている。

田山の万灯」
「町屋の弔祭」
「大道のお地蔵さん」
（以上、たつの市）が報告さ

デン」
「ホーネンヤ」といった唱え言葉・詞章である。
「河内神社のスッポン

これらの祭り・行事の共通点として挙げられるのが、
「ホウデンヤ」
「ホウ

られ、旧暦六月後の亥の日に田祭りとともに行うことが多かったという。興

年復活したが中断）
・下瀬加（同河内地区は昭和五三年に復活）の虫送りが知

甘地の他に下牛尾・上牛尾（平成五年頃復活、同岩尾地区は昭和五十五、六

豊作を願う火祭りの一つと考えられるのが、虫送りである。盆の送り火と

踊り」では、
「スッポンデンヤ、モウデンヤ」
（
「新田山の万灯」も共通）とい

味深いのは、甘地以外にも多可町奥中など、農薬が普及し中断していた虫送

れており、火祭りではないが、関連する祭り・行事として「河内神社のスッ

う言葉から、スッポンの妖怪退治の伝承が生まれている。
「モウデンヤ」は「ホ

りを復活させた事例がいくつかあることである。神河町東柏尾の虫送りも、

して行われる「ヒアゲ」は、虫送りの大火焼きとも通じたのである。本報告

ウデンヤ」の転訛だろう。また、多可町八千代区柳山寺の愛宕神社で、
「ポッ

復活したものである。いずれも地域興しとして取り組まれており、民俗行事

ポン踊り」
（たつの市）と本報告書でも取り上げた「お幡入れ・法伝哉」が紹

ポコネンジャ」という地蔵盆の火祭りがあるが、これも「ホウデンヤ」の転

の復権として注目される。

書では、
「甘地の虫おくり」を取り上げた（昭和六一年に復活）
。市川町では、

訛と考えられる。
「ホウデン」は「宝田」
「宝殿」と記されることもあり、
「ホ

・雨乞い

介されている。

ーネン（豊年）
」を願う言葉であることから、盆の火祭りにも正月のトンドと

陀仏」が入ることから、盆踊りにつながる念仏踊りとしての側面を指摘でき

と推測される。
「河内神社のスッポン踊り」も、唱え言葉の最後に「南無阿弥

も同じ詞章があり、
「修羅念仏」とも呼ばれていたこの行事は念仏踊りだった

なお、江戸時代まで播磨国総社で旧暦七月に行われていた「修羅踊り」に

神社もある。雨乞いの神として知られた下莇原・珎浪神社（たつの市新宮町）

を汚すと雨が降るという信仰も各地に残っている。雨乞い祈願の絵馬が残る

な神社への参拝も行われ、鹿ヶ壺（姫路市安富町）のように神聖な場所の水

りの大火とが習合することもあった。千種町の鍋ヶ森神社など雨乞いで有名

きなど山頂で火を焚くなど、種々の作法が見られた。雨乞いの火焚きと虫送

近年まで旱魃に対して雨乞いを行う習俗は日本各地に残っており、千駄焚

る。市川町東川辺・盛林寺にも「すっぽこ膳」という盆行事が伝わるが、大

には嘉永六年（一八五三）の雨乞い絵馬があり、江戸時代には雨乞い踊りが

同様に五穀豊穣の願いが込められていたことが推測される。

般若経を唱える仏教色の強いものである。

雨乞い踊りには、祈雨のための踊りと雨乞い祈願が叶った、つまり降雨に

奉納されたと伝わる。

に盆踊りの盛んな地域だった。その中でも、播磨地区における農村歌舞伎の

対する返礼の踊りがあり、本質的には後者であったとされる。兵庫県では、

付言すると、播磨地区は播州音頭・播州段文音頭の流行にも示されるよう
隆盛に影響を受けたと考えられる「平松武者踊り」はきわめて特色のある盆

よくとどめている。多可町でも、貴船神社を祀る天船地区で雨乞い踊りが行

文化財である秋津の百石踊り（加東市）があり、中世的な風流踊りの色彩を

市指定無形民俗文化財となっている。加古川中流域には、県の重要無形民俗

記録から地域社会の中で当役を勤めることが重要だったことがわかっている。

勤仕することが平安中期から起こり、寛治六年（一〇九二）の山城国八瀬の

「当役」などとして登場する。大寺社の神事頭役を荘園の有力者層によって

「オトウ」の歴史は古く、まず中央の大寺社における神事・祭礼に「頭役」

布していたオトウが離農や都市化などの社会変化により、南西部では早くに

われていた。多可町では平成二五年に踊りの再現を含む報告会が開催され、

荘園鎮守の祭祀に関わる史料は数少ないが、越部荘の鎮守社だった越部八幡

三田市の「百石踊り」や、朝来市・養父市の「ザンザカ踊り」などが知られ

『天船 雨乞い踊り』
（多可町）としてまとめられている。雨乞い踊りは趣向

神社（たつの市新宮町）に、天文二〇年（一五五一）の年紀を持つお頭札が

行われなくなっていったと推測される。

を凝らした踊り手が集団で笛や太鼓、鼓、鉦などに合わせて踊る風流踊りと

残っており、中世の名（みょう）を単位とする祭祀組織があったことがわか

るが、播磨地区にも揖保川上流域、宍粟市に「チャンチャコ踊り」があり、

され、輪踊りを基本とするが、宍粟市では横並びで踊るなど、各地でそれぞ

る。

また、
「河内神社オトウ」は栗栖荘の鎮守・河内神社の祭礼・行事であり、

れの発展を遂げている。なお、
「お幡入れ・法伝哉」にも雨乞いの要素が指摘
されている。

「トウボシ（頭人）
」を特定の家筋が勤める「トウザシ（頭差し）
」が指名す
播磨地区の祭り・行事の特色の一つが、
「お当」
「お頭」
「お党」
「お祷」な

な役割を果たし、祭神・秦河勝と深い関係を持つ家筋と伝えられている。播

と、特定の家筋が勤める「社家」のあることを想起させる。
「社家」は神主的

る風習が残っている。河内神社の事例は、坂越の船祭りの祭礼組織に「頭人」

どと表記される「オトウ」の存在である。本報告書では、
「貞守のオトウ神事」

磨地区においても、在地の有力者、在地領主層が荘園鎮守社の当役を勤めた

（四）オトウ

「河内神社オトウ」
「御形神社御当祭」を取り上げた。

古川市の民俗』
（一九八四年）を見ると、加古川町・神野町・野口町・平岡町

播磨地区では、加古川流域や揖保川流域の山間部に多く残っているが、
『加

宅に迎えられ、次の開当番祭まで床の間に厳重に祀られている。ただし、こ

ハケ」が作られる。
「御形神社御当祭」でも、奉迎祭で分霊を祭る祠が新当人

「貞守のオトウ神事」
「河内神社オトウ」では、神社の分霊を祭る仮屋、
「オ

歴史があり、荘園制度が衰退し、村連合の産土神化する過程で、荘園鎮守社

など、加古川下流域の平野部にも「オトウ」の習俗が濃密に分布していたこ

うした分霊の祀り型は河内神社にも見られ、それとは別に作られるオハケは

オトウは、正月行事、春祭り、秋祭りなど、村の年中行事と密接に結びつ

とがわかる。市川流域や千種川流域において「オトウ」という言葉を聞くこ

より古いオトウの習俗と推測される。現在も続くオハケの事例は少ないが、

の当役から村落を基盤とし、基本的にすべての住民が参加する形でのオトウ

とはほとんどないが、福崎町のトンド行事にはオトウが見られる。また、姫

加東市上鴨川、多可町山野部、高砂市荒井町などで見ることができる。なお、

いているが、こうした祭り・行事は基本的には五穀豊穣、引いては村落の安

路市飾磨区北条の天満神社にはかつて頭人があり、一月一〇日に頭神事のあ

現在三月に行われている「御形神社御当祭」は本来正月に行われるものであ

へ変化していったのではないかと推測される。

ったことが『飾磨郡誌』
（一九二〇年）に記されている。一月二五日には、武

り、牛玉杖によって本殿の長押を神主が唱え言をしながら叩く、ハナフリと

寧を祈願することを目的としている。

射講の神事が行われたという。こうした事例を考えると、播磨地区に広く分

（一つ物、一ツ物）は、
『稚児の祭礼‐ヒトツモノをめぐって‐』に九例が報

古態を示す獅子頭や田楽の「陣ササラ」があり、中世的な風流があったこと

同様の所作が残っている。貞守でも、二月六日の「堂の祷」で、ゴオウヅエ

こうしたオトウが今も濃密に分布しているのは、加古川中流域の山間部、

が推測される。ヒトツモノは大塩天満宮（姫路市）
、曽根天満宮・荒井神社・

告されているが、本報告書で取り上げた「波賀八幡神社 御幸祭」は平成十

多可町である。
『多可町の年中行事』
（二〇一四年）は町域の年中行事を悉皆

高砂神社・崎宮神社（高砂市）など沿岸部に多く見られるが、波賀八幡神社

で堂叩きが行われる。また、一月一日の「毘沙の祷」には、歩射の所作が伴

調査したものの一部をまとめたものだが、町域の集落の多くでオトウが今も

は揖保川上流の山間地にあり、加古川中流の山間部である吉川若宮神社（三

八年の時点では判明していなかった事例である。
「七十五役」の持ち物として

機能していることに驚かされた。地域における悉皆調査の重要性を再認識さ

木市）とともに、中世の荘園文化の浸透が播磨ではきわめて広範囲に見られ

う。

せる貴重な報告書である。
ずおさえ神事」
（西脇市）で見られる座の行事など、宮座と総称される祭祀組

り、ヒトツモノの古い形態を残す。大塩天満宮のヒトツモノは、かつて大塩

なお、
「波賀八幡神社 御幸祭」のヒトツモノは特定の家筋のみが勤めてお

たことを推測させる。

織のあり方はその地域の歴史・文化を反映するものとして注目される事例で

町は東西に分かれ、それぞれに「頭元」と呼ばれる五軒の家があって、毎年

なお、
「赤穂八幡神社 秋季例大祭」
（赤穂市）における頭人行列や、
「なま

ある。

輪番でヒトツモノを出す決まりだった。大塩の場合、
「頭元」はいずれも塩田
『播磨の王の舞』
には、
廃絶したものを含めると一四例が報告されており、

ツモノは、荘園の中心だった特定の四地区のみが勤めることができる決まり

荘の有力者、在地領主の関与していたことが推測される。曽根天満宮のヒト

地主であり、資料的には中世まで遡ることはできないが、近世以前には大塩

市川流域に五例、
他はすべて加古川中流域に分布している。
いずれも内陸部、

であり、祭礼における比重の高さが窺える。また、波賀八幡神社の神幸行列

（五）王の舞・ヒトツモノ

山間部に残っており、住吉神社龍王舞（加西市）は県指定無形民俗文化財と

には「七十五役」と呼ばれる持ち物の役割分担があり、本来は特定の家が特

「龍王舞」
（王の舞）が残る正八幡神社（姫路市）の記録によれば、神幸行

なっている。古代の播磨国において第三の宮に位置づけられた北条・住吉神

東郷は八地区、西郷は五地区からなり、見事な反り屋根の布団屋台が習合す

列には「壱ツ物・神子渡・練テイノ相撲・獅子頭・猿楽舞・龍音舞・流鏑馬」

定の持ち物を持った。その中には田楽に用いた「陣ササラ」などもあり、ヒ

る村連合の祭りという側面を持つ。姫路市船津町の正八幡神社は蔭山荘、加

が組み込まれていた。ここでの「獅子頭」は播磨の秋祭りには欠かせない伊

社の春季例祭、
「節句祭り」の中で披露される。祭礼の最後に、勅使塚の上で

西市谷口町の八幡神社は坂田荘、加西市池上町の日吉神社は多可荘、福崎町

勢神楽系統の獅子舞ではなく、上鴨川住吉神社で見られる場を清めるための

トツモノ以外の中世的な風流があったことを推測させる。

西田原の熊野神社は田原荘など、王の舞を伴う祭礼は荘園鎮守社だった歴史

獅子と考えられる。近世の獅子頭より扁平な形をしており、この古い形状の

東郷の横尾、西郷の西上野が鶏を合わせる「住吉神社 鶏合せ」が行われる。

と深く結びついているが、質的には村連合の祭りとなっている点には留意せ

獅子頭が神河町比延の日吉神社に残っている。記録にはないが、同社にも中

世的な芸能があった可能性を窺わせる。
正八幡神社の神幸行列の内、「壱ツ物」

ねばならない。
また、田楽・王の舞とともに『年中行事絵巻』に描かれているヒトツモノ

日大祭」に行われる「五種の神事」である。あと二種は「競馬」
「弓鉾指」で、

文化財である播磨国総社一ツ山・三ツ山神事で、六〇年・二〇年に一度行わ

播磨地区は古い置山の祭りが残ることで知られている。国の選択無形民俗

考えられている。

中世的な風流のあり方を偲ぶことができる。なお、
「練テイノ相撲」は、県指

れる式年祭である点も注目されている。この神事は播磨国一の宮の伊和神社

「神子渡」
「流鏑馬」を伴うのが、播磨国総社の三ツ山・一ツ山大祭で「中の

定無形民俗文化財である「なまずおさえ神事」の「ねってい相撲」との関連

（宍粟市）で行われている一つ山・三つ山神事を、平安時代末に総社となっ

た射楯兵主神社に移したものと伝えられるが、伊和神社の一つ山・三つ山神

が推測される。
全国的にも貴重な王の舞・ヒトツモノを伴う祭り・行事が、市川流域、加

事は同社の周囲にある四つの山を祀る神事である。つまり、自然の山から置

させる祭り・行事も存在する。

魚吹八幡神社の秋祭りに見られる「壇尻（芸屋台）
」など、曳山の系譜を推測

できない。ただし、荒井神社の神幸行列における「お先（壇尻・山車）
」や、

山へという流れを見ることができるが、播磨地区では大きな曳山祭りは確認

古川流域に分布していることは、播磨地区の大きな特色として注目される。
（六）屋台行事
兵庫県教育委員会『播磨の祭礼‐屋台とダンジリ‐』
（平成一七年）では、
県指定の松原八幡神社秋季例祭風流・魚吹八幡神社秋季例祭風流など、一〇

となっており、他の氏子地区との競い合いが大きな楽しみの一つとなってい

されるように、屋台練り、屋台の練り合わせ、屋台の差し上げなどが見せ場

恵美酒宮天満神社の「台場練り」
、浜の宮天満神社の「台場差し」などに代表

行われることで知られる。
姫路市の無形民俗文化財である飾磨津の屋台祭礼、

播磨灘に面した播磨南西部では、
「灘のけんか祭り」など勇壮な屋台練りが

れるようになった。
布団屋根や神輿型屋根などまずその形態に工夫が見られ、

や王の舞、ヒトツモノといった中世的な風流は廃れ、より動的な屋台が好ま

るいは村連合の祭りが津々浦々で行われるようになって以降、中世的な田楽

姫路市恵美酒宮天満神社における享保二年（一七一七）の記録である。村あ

の原型と考えられるのは、
「屋台」に先んじて現れる「神輿太鼓」で、初見は

屋台は、江戸時代後期に登場する。現在一般的な太鼓を乗子が叩く形の屋台

音頭や踊り、古くは芝居などを神前に奉納し、
「壇鶴」などと表記される芸

る。多くの場合、それぞれの氏子地区で年令階梯を基本とする祭礼組織が成

経済的に豊かだった地域では屋台自体を伊達綱や高欄がけ、金銅細工や狭間

例が報告されている。

立している。したがって、歴史的には惣村成立以降の祭り・行事の形態と考

などの木彫で華麗に飾るようになっていったと考えられる。それと同時に、

屋台の運行自体を風流化する、練りや練り合わせ、差し上げの工夫が競い合

えられ、近世的な村連合の祭りであることを一つの特色とする。
王の舞を継承する加西市北条町の住吉神社や姫路市船津町の正八幡神社な

ような自然の山を祀る信仰を出発点とし、大嘗祭の「標山」のような人工の

の本質は「ヤマの祭り」とされる。
「ヤマの祭り」は、大神神社（奈良県）の

の面からは中世的な色彩は消失している。こうした屋台行事も、祭礼として

さらに、神前だけでなく、町の辻など巡行の途中で屋台を止め、仮設の舞台

大河ドラマをテーマとした造り物を屋台にしつらえる点が大きな特徴である。

上げた。荒井神社の仁輪加太鼓は、幕末からの記録を持ち、歌舞伎や近年は

本報告書では、
「荒井神社 仁輪加太鼓」
「国安天満神社の秋祭り」を取り

われ、現在の屋台行事の形に発展していったと推測される。

山、置山の祭りが起こり、京都の祇園祭に代表される曳山祭りへと発展、さ

をしつらえ、芝居の一場面を歌と踊りで表現する。幕末以降に人気を博した

どでも、各氏子地区が出す屋台が祭礼の大きな比重を占めており、祭礼組織

らに山車を曳くのではなく、人が担いで回る舁山の祭りが一般的となったと

んか祭り」における三基の神輿のぶつかり合いと同様に、屋台行事の発展の

う。この地域の特性といえる溜池に神輿を投げ入れることが行われ、
「灘のけ

屋台が出るが、ここでは神輿が「みそぎ渡御」と呼ばれる特色ある所作を行

俄芝居が、その名の由来と推測される。
「国安天満神社の秋祭り」では二基の

組みである。

成することを目的とした事業で、祭り・行事の継承を考える上で貴重な取り

三年度も同様の催しが予定されている。伝統文化を見つめ直し、後継者を育

門前獅子保存会・南野中獅子舞保存会・折方獅子舞保存会が実演し、令和二・

子獅子舞保存会・木津獅子保存会・大津獅子舞保存会、横尾獅子舞保存会・

え・穂揃え神事については、その関係性が注目される。

にも及ぶ広い信仰圏を持ち、中世から御師の活動があった広峯神社のお田植

広峯神社と類似の形態を持つ。
「西の天王さん」と称される高嶺神社と、他県

ておく。
「高嶺神社のお田植祭り」は、お田植え・穂揃え神事を行う姫路市の

実地調査した祭り・行事で、概説できなかったものについて簡単に付記し

中でこうした神輿行事が生まれてきた可能性を指摘しておきたい。

三 その他特記事項
最後に、本報告書に掲載しなかった、祭礼・行事における芸能について述
べておきたい。播磨地区における祭り・行事の大きな特色の一つとされる、

代から知られており、夏越の祓との習合が興味深い。神輿を池に投げ入れる

海を舞台とする祭り・行事としては「おしゃたか舟神事」
「相生ペーロン祭」

そのほとんどは、県の無形民俗文化財である梛八幡神社神事獅子舞（たつ

「国安天満神社の秋祭り」と同様に、禊ぎの意識があると考えられる。
「相生

獅子舞についてである。主として秋祭りに伴う獅子舞は、県では四件、市町

の市）に代表される、伊勢太神楽系の獅子舞である。中世の祭礼風流に現れ

ペーロン祭」は近代以降の成立であるが、競漕という要素は古い。坂越の船

を取り上げた。他には、坂越の船祭や、
「だんじり船」が出る家島神社の天神

る獅子がその起源と考えられるが、伊勢太神楽の回檀により、娯楽性の強い

祭でも二艘の櫂伝馬が競うように浜に漕ぎ寄せる光景が見られる。かつては

では一四件が指定を受けており、
「播州獅子どころ」といわれるように播磨地

獅子舞が地方に定着したとされる。播磨地区でも、多くの演目を持ち、肩車

室津の小五月会にも船渡御があった。播磨地区最南部には、漁民など海を生

祭（姫路市）などがある。明石・岩屋神社の「おしゃたか舟神事」は江戸時

や梯子などを用いた芸獅子など、祭礼の観客を意識した発展を遂げた。どこ

活の場とする人々が楽しんだ、競漕を伴う祭り・行事がもっと広く分布して

区の多くの秋祭りで獅子舞が演じられている。

そこの村から教わったという伝承を持つ獅子舞も少なくないが、演目などは

いたのではないだろうか。

もう一つ、
「鞴祭」
（三木市）は、鍛治という生業にかかわる祭り・行事で

共通しても、地域が主体となる獅子舞にはそれぞれの土地柄が反映している
ように感じられる。しかし、少子化などにより、獅子舞の担い手不足に悩む

伝統文化祭」での実演に取り組んでいる。これまでに上浜市獅子保存会・新

九年から「地域伝統文化保存事業」として獅子舞の記録保存および「赤穂市

赤穂市では約三〇ヶ所の神社で獅子舞が行われているが、同市では平成二

磨地区北部の山間地に広く祀られている。多可郡の式内社・天目一神社は西

風土記」にも登場する天目一箇命（天目一神）は、産鉄・産銅地帯である播

創建だが、祭神は鍛治、製鉄、鋳物の神々で、とりわけ記紀神話や「播磨国

に、産業面で地域と深く結びついている。神事の場となる金物神社は近代の

ある。かつて「三木金物まつり」の一環として行われていたことが示すよう

田居村獅子舞保存会・西有年獅子舞保存会・中広獅子舞・周世獅子舞保存会、

脇市の平野神社とされているが、隣接する多可町内には播磨二宮である荒田

地域も多い。

木生谷獅子舞保存会・新田西部獅子舞保存会・福浦本町東獅子舞保存会・砂

神社近くに祀られた天目一神社をはじめ、境内社として多くこの神を祀る。
佐用町の式内社、天一神社もこの神を祭神としており、特別な祭り・行事は
残っていないが、播磨地区の民俗を考える上では重要な指標の一つである。
多様な祭り・行事が残る播磨地区であるが、その維持・継承に課題を抱え
る地域は少なくない。本報告書が、地域に暮らす人々に、興味関心を持って
地域の祭り・行事に目を向けてもらう一助となれば幸いである。

名称

おしゃたか舟神事

一

出口

晶子

「おしゃたか」とは、青年たちが立ち泳ぎをしながら舟を前に飛ばす

とき、唱える文句である。その意味は、
「おしやったか」とか、「おじゃ

たか（おいでになったか）
」などと様々で、定まった説はない。本名称は、

明石市指定無形文化財の指定でも使われ、正式名称として定着している。

岩屋神社も社殿が焼けたため、戦前の資料が少なく、舟模型も戦前にさ

明石市街は第二次世界大戦で大空襲があり、一帯はその被害をうけた。

明石市岩屋神社の祭礼で、一八世紀の『播磨鑑』にも登場し、当時は

かのぼるものは存在しないが、祭礼については、明治期の宮司記録や江

おしゃたか舟神事
「おゝの祭」と呼ばれていたという。昭和五〇年（一九七五）二月、
「お

歴史と概要

霊貴・月読尊・蛭子尊・素戔嗚尊の祭神六座があり、祭礼は九月一三日、

明石郡神社の筆頭に岩屋大明神が登場する。伊弉諾尊・伊弉冊尊・大日

宝暦一二年（一七六二）ころ成立した平野庸脩の『地志播磨鑑』には

四

登場し、以前は九艘あったが、近ごろは四艘だけだと記している。

（一九五八）の『郷土明石』には「おしゃたか舟」として今日の名称が

戸時代の記録があり、来歴とその変化を辿ることができる。昭和三三年

七月第三日曜日とその前日の二日間。

実施期間・実施場所

しゃたか舟神事」として明石市の無形文化財指定をうけている。

二
（一）実施期間

古くは旧暦の六月一五日、大潮の日に実施していたが、昭和六十年
（一九八五）より七月の第三日曜日に変更された。
（二）場所
明石市材木町 岩屋神社、神社の参道に続く前浜と松江海岸

名越祓は六月一五日、社家は井上・大井・大薮の三家とある。縁起は寿

も数多く、神輿をのせた船による海上渡御や船漕ぎ競漕、精霊流しや雛

がらほおり投げ、泳ぎ進める所作にある。船が登場する祭事は、全国に

事で構成される。特色は、小型の木造船模型を青年が手にもち、泳ぎな

輪くぐりとおしゃたか舟神事、松江海岸への船渡御をともなう一連の神

本行事は、名越の祓と結びついた神事で、宵宮の禊式から本宮の茅の

そのあたりで一夜を過ごした。
翌日風波静まり、現在の場所に鎮座した。

に着くことができないため、西方の林崎庄岸崎の海中に赤い石があり、

船二艘で淡路島に渡り、神様を船に遷して帰帆のおり、八百潮速く、浜

ような詳しい説明がある。淡州岩屋の神を勧請し、願主二人、水主四人

起や宝物は失ったとされるものの、勧請由来と名越祭については、次の

四四一）の和坂合戦で紛散し、ご神体が一体だけ残るとする。中世に縁

永年中（一一八二～一一八五）源平の乱で紛失し、宝物は嘉吉年中（一

流し、陸上での船だんじりなどが各地に展開するが、青年が小型の木造

このとき、浦人六人で遷宮し、祭所六座、舟六艘で遷し、明石浦より迎

特色

船模型をかかえて、飛ばし、泳ぐ所作をともなう神事は大変珍しく、今

え船一艘、淡州より送り船一艘都合八艘で到着、これにより岩屋明神の

三

日この行事以外に管見していない。

オノ祭というが、それは、神事に先立ち、警蹕の声をあげるのを見て、

れたことから、以来東浦まで漕ぎだし、今に至っている。この祭りをオ

船六艘で淡路島に渡る。しかし、中古高麗人来朝のとき、渡海が停止さ

人となっている。名越の祓のおりには、このご神体の勧請にちなみ、神

前浜を八艘浜というようになり、総人数一二人いた浦人が毎年正月の頭

だ。

八〇〇年代から一九〇〇年代初めにおける船の数は九艘の船だったよう

ても一〇〇年以上前から様式化されていたことが確認できる。なお、一

か舟神事の所作が見い出せ現代のおしゃたか舟神事は、少なく見積もっ

従ふことゝなれり」とある。すなわち、小舟を押して泳ぎ渡るおしゃた

に渡し、又船毎に泳ぎつれて、ともに渡れり、是めざましきわざなり、

所巡覧図絵』には岩屋神社の図中に「六月十五日、船九艘を淡路の岩屋

元年（一八〇四）の作者秦（村上）石田、絵師中井藍江による『播磨名

つまりこれには「おしゃたか舟」という名称は登場しない。一方、文化

っていたが、東浦に変更してオオノ祭が実施されている経緯が伺える。

ここに六人衆の存在が確認でき、かつ当初は故事にちなみ淡路島に渡

に伝える第一三代天皇、成務天皇が淡路島岩屋より勧請した神社である

赤石アリ」として記載されているのが注目される。
『古事記』
『日本書紀』

當社人皇十三代成務天皇御宇十三未年六月十四日林崎ノ庄岸崎前海中ニ

伝記では『播磨鑑』には明記されていなかった成務天皇からの由来が「抑

司っていたことを伝える記録である。一方社家であった大井陸奥の奉社

久七、六兵衛」の名が明記される。六人衆が江戸から明治にかけ祭礼を

衆が自願六人として登場し、「惣左衛門、嘉右衛門、太兵衛、沖右衛門、

また、明治三年（一八七〇）の岩屋神社大井家文書の日記には、六人

此神もとは淡路にましませしと

との文脈に沿って、その後昭和四年（一九二九）の『明石郷土史』では、

俗誤ってオオノ祭というようになったようだ、としている。

ぞ」とある。つまり、舟ごとに

野田猪佐雄が、成務天皇が淡路から乗って渡ってきたのは磐楠船である

おしゃたかが今の形、すなわち東浜ではなく、西の松江海岸にむかう

成過程が伺える点でも興味深いものとなっている。

もとづく行事の実践によって具体的な形があたえられており、民俗の生

一層強調された近代以降、故事や考古遺物による類推、さらにはそれに

われていたという。おしゃたか舟神事は、神代の代にさかのぼることが

デルにしたおしゃたか舟が保存されており、以前はそれも神船として使

はいない。社殿には宮崎県西都原から出土した古墳時代の船形埴輪をモ

ったことを暗示しているようだとする。しかもこれらは推論に留まって

の船は、丸太をくりぬいてつくった舟であり、以前の形がうつぼ舟であ

という説を展開している。さらに黒田義隆は、
『郷土明石』のなかで、そ

泳ぎつれる人がおり、目覚まし
い技と記しており、おしゃたか
舟を思わせる。九艘の船が現在
のような小舟であったかはなお
不明だが、伴走する船と泳ぎ手
が不可欠な祭礼要素であったこ
とが読み取れる。さらに、明治
四四年（一九一一）の『明石と
舞子』には、
「今は唯此風習に則
りて、神社前より大蔵谷まで小
船九艘浮べ、漁夫水泳して之に

写真１ 古いおしゃたか舟

ようになったのは、先代宮司のときからだという。戦前に六人衆だった
（一）六人衆と保存会

五

組織

家系をたどり、古い家をまわってしばらく中断していたのを復活させた。

るとのことで、三〇～四〇年前から先にするようになった。行事の次第

てから執り行っていたという。しかし最初に行うほうが人の関心が集ま

の輪くぐりは古くからの行事であるが、もとは神事に出た船が帰ってき

座りが悪いというので、三〇年ほど前からお結び形になったという。茅

を胴となる綱に取り付け、曲げてお結び形にする。以前は丸だったが、

みにし、綱に結いあげる。これを四本作る。頭が三本、首が一本、これ

茅の輪くぐりに使う茅は、明石市内の湿地で刈り取られた茅を三つ編

ら見ても最近は「いい感じ」で進化しているという。たとえば前浜まで

で運営されている。おしゃたか舟保存会ができたことで、宮司家の目か

られている。現在神事は、宮司家と六人衆、おしゃたか舟保存会の有志

平成二九年（二〇一七）からは二家の協力がえられ、存続に期待がかけ

認された。しかし、昭和五〇年代には、萬治家一家のみとなっていた。

くなっていたのを戦後、おしゃたか舟神事の復活にさいして、四家が確

では、代々その子孫が夏祭り行事を司ってきた。そのゆくえがわからな

遷する役目を担った故事に伝えられる名主の子孫であり、明石岩屋神社

六人衆とは、淡路岩屋社から明石岩屋社にご神体六座を六艘の船に奉

は人びとの関心度や参加度にあ

の行列が以前はばらばらだったのが、整列しようということになり、
「い

現在も六人衆を継承する萬治氏はその旧家の一家系である。

わせ、少しずつ組み替えられて

い風」に進化させてくれている。見学の人や写真を撮りに来る人も増え

抜きの穴があり、忠実に現実の船を再現しており、筒ばさみ、船尾幅に

造した昭和三二年（一九五七）一月のおしゃたか舟が残る。これには水

いた船大工筋と伝えられている。また近い年代のものに、宗田造船が建

をもって明石市松江に住んでいた。江戸時代には御座船などを建造して

氏は、日向から江戸時代に明石に移り住んだ人といわれ、日向屋の屋号

銅釘を使い、扇の細工、はぎつけ、櫓棚などもみられる。船大工の小牧

七年の年号が入る小牧熊吉作のおしゃたか舟は、もう一艘ある。これは、

特徴があり、後者は細部のめんとりがみられ、奉納前浜とある。昭和二

宗田造船作の舟模型が保管されている。前者はシキを前後二材に継いだ

現在岩屋神社には、昭和二七年（一九五二）七月小牧熊吉作と、同年

（二）おしゃたか舟の来歴と変遷

てきて、
見られることにも配慮した取り組みも主体的に進められている。

いく。
戦前・戦後の夏祭りでは、
旧暦の六月一四日より一週間出
店が続き、境内も大層にぎやか
だったという。本来は神遷しの
祭りであり、にぎやかな太鼓で
はなしに、しずしずと執り行う
ものと現宮司は語る。派手にな
れば「本来はかくあるべき」と
の考えや記録をもとにやり方を
変える。そのようにして今に引
き継がれてきた道筋が伝わる貴
重な祭事である。

写真２ 猿田彦の茅の輪くぐり

は、昭和二〇年の空襲で社殿等を焼失しており、昭和二九年に再建され

る。むろんこれらはおしゃたか神事に使われた。先述の通り、岩屋神社

いずれも近在の船大工自らが模型を造ったとみられ、精巧な仕上げであ

はり出しがみられる。これらが岩屋神社に残る古いおしゃたか舟である。

艘だった。ご神体のお柱は六なので、六艘でいいだろうと宮司は語って

が浜にちなみ、九艘いるということで、九艘造ってくれたが、もとは六

現役船が多数残っているため、その新調は今後も不可能ではない。九艘

課題のひとつになる。
製作者の角田進氏は、
二〇一七年亡くなられたが、

祭り・行事の内容

いるように、船の数などは今後変化する可能性もありそうだ。

六

た。つまり神社の再建にともない、おしゃたか舟も在地の船大工の手で
新造・奉納され、おしゃたか舟神事が再興されたのである。
昭和三二年の宗田造船の銘をもつ模型は、昭和五一年（一九七六）こ

ともにその継承に心を砕いた人物である。鋳物の木型づくりが専門で、

氏は、おしゃたか舟神事を戦後復活させた角田又三郎氏の息子であり、

運ぶもので、平成一七年（二〇〇五）七月に角田進が奉納した。角田進

なお、これ以外に小型のおしゃたか舟がある。行列の際子どもたちが

によって茅の輪を製作する。材料と

屋神社にもどると、神職と六人衆ら

の、白酒、ヤマモモが供される。岩

いて蒸し、はったい粉をまぶしたも

禊をする。神饌には、小麦を白く突

祭は宵宮と本宮の行事が二日にわたって催行される。宵宮は、松江海

手先の器用さからおしゃたか舟の製作を手掛けてきた。現在のおしゃた

なる茅は明石市内で採取したもので、陸生の茅は細くてすぐ茶

ろに修理がなされたあと、昭和六一年（一九八六）に角田進氏が大修理

か舟は、船尾が広く、底板と両舷側板をはぎあわせた三枚板の単純な構

色く変色するが、水生の茅はもちが

岸における禊式である。神職、六人衆、
「おしゃたか舟保存会」有志らが

造で、シキ厚は一、三センチほどあり、頑丈にできている。長さも一七

よいという。昔は、茅の輪づくりは

をしたと記録されている。現在、神事に使われている九艘は、いずれも

五センチとやや長い。一人の作者によるため、統一的な形だが、昔は大

怒られながらやっていた。代がかわ

朝八時に神社を出発し、赤石の浜（松江海岸）で茅を三つ編みにしたひ

小製作者によって形もばらばらだったという。荷船や漁船の形状に加え、

って入ってきた人には教えるでなし、むしろ隠してやる。盗

この修理を手掛けた角田進製作の舟模型であり、
昭和六三年（一九八八）
、

先述したとおり西都原の埴輪船をモデルにしたものもあり、それも最近

み見ながら、技を学んだものだった

もろぎ七体がたてられる。
神主の祝詞のもと、六人衆たちは海に入って、

まで投げていた。しかし、重いというので、統一的なおしゃたか舟が角

という。刈り取った茅は三つ編みにし、四本で三角のお結び形に結い上

平成二年（一九九〇）
、平成三年（一九九一）製作のものである。

田氏によって製作され、そちらが使われることになった。
修理は欠かせない。祭りの継続にはこの木造船をどう維持新調するかも

おしゃたか舟は、ほおりなげるため、舟同士がぶつかることもあり、

榊に白いシデを垂らしたひもろぎをたてる。二日目の本宮では、十時こ

げる。おしゃたか舟神事に使う舟を社からおろし、境内に並べ、舟には

写真３ 前浜での神事

典に参列する。神様の御開帳にさいし、宮司は「おーお、おーお」と叫

れる。六人衆をはじめ、氏子代表らは、侍烏帽子・陣羽織を着用し、祭

ろから岩屋神社の社殿で来賓者らが集まり、神官のもと斎行が執り行わ

子供たちでにぎわう。

う。一三時ころには神社にもどり直会となる。夜には境内に屋台が出て

げ入れ、祝詞をあげる。それがおわると、帰岸し、前浜で帰祭神事を行

である。近くに到着すると、船を止め、宮司は糸のついた宝剣を海に投

本神事は、褌姿の青年が、おしゃたか舟の模型を投げあげながら、泳

ぶ。この声が「おゝの祭り」と呼ばれた語源とも解されてきた。祝詞を
猿田彦、六人衆、船をもった青年たち、宮総代らがくぐり、子供たちに

ぎ渡る所作に最大の特色がある。現在は、港の内でほぼ終了するが、も

七 基本の所作と行き先の変化

ひかれた神輿など行列をなし、社からおよそ四〇〇メートル先の前浜に

とは泳ぎの達者な若者が参加し、その距離もはるかに長かった。祭礼は、

あげ、玉串奉納ののち、境内に設けられた丸い茅の輪を宮司、先導役の

移動する。

事が行われる。岸壁からおしゃたか舟をほおりなげると、褌姿の青年た

り、氏子総代奉仕による餅まき、漁協の青年団らによるおしゃたか舟神

という。先輩が櫓をこいで、船

祭礼、
「漁師さんの娯楽だった」

見物客もなく、あくまで漁師の

旧暦の六月一五日、潮の流れが速くなる大潮の時期にあわせて実施した。

ちが海に飛び込む。そして泳ぎながら、
「おしゃたか、おしゃたか」の掛

上から見守る。一五、六歳から

前浜では、一一時ころから修祓、六人衆によるお結び形の茅の輪くぐ

け声とともに、舟を前に投げ上げ、

二二、三歳までの七、八年を参

写真５ おしゃたか舟神事

このように昭和三五年（一九六〇）ころまでは中崎にいっていたのが、

という。帰りも潮の流れに乗って帰ってくるのである。

までいったと話に聞いている」

中崎であり、さらに「昔は舞子

あわせて、進んだ行き先が東の

い。あくまでもその潮の流れに

にむいて流れる潮は、とても速

競争じゃない。
」
海峡の西から東

えねん、川のように流される。

当時をこう語る。「浮いてたらえ

加したという漁師の井上氏は、

舟を推し進める。湾の入り口付近
までその所作を繰り返し、伴走船
にあがる。ひきつづき、大漁旗や
吹き流し、提灯、紅白の幕などで
飾りたてた船団で赤石の沈む松江
海岸まで船渡御がなされる。宮司
と六人衆、報道船、氏子のグルー
プに分かれ、列をなして、松江海
岸へ移動する。赤石は、淡路島岩
屋社からご神体六座を奉遷したお
り、波荒く赤石に難を逃れて一泊
したとされる故事にちなんだ場所

写真４ 六人衆による茅の輪くぐり

り古くは淡路島に向かったと伝える江戸時代に伝えるやり方がいつころ

赤石にいこう」ということになって出向く方向が変わったという。つま

その後松江方面にむかうようになった。
先代の宮司のころに
「よっしゃ、

ている。他方、松江の海岸は、浜としても小さく、海水浴場もあるには

る場所であることから、観光的なことを考慮した判断だったと宮司はみ

子へむけて泳ぎ（流され）渡る行事の展開は、人の多い海水浴客が集ま

先代の宮司がここ岩屋神社の宮司を任されるようになったのは、戦後

あるが、人が少ない。むしろ松江海岸が故事にあらわれる地名であるこ

カーに弁当積んで、中崎の海岸までいって、そこで弁当食べたり餅まき

すぐのことである。戦災で焼けた神社を復興する責務を任され、家族そ

からいかに変化したかは不明な点も多いが、近代には東の中崎や舞子ま

したりしてた。海の家で休憩してね。朝一〇時ころからなら、東にむか

ろって引っ越してきた。故事にちなんだ祭礼の次第、他地域にはない小

とから、そちらの文脈を重視し、向かう先が変わったのである。

って潮は流れている。また三時ころになったら潮の流れが変わる。それ

舟をほおり投げる所作が大事に守られている。流れの速い海峡ならでは

でいくようになっていた。現宮司の記憶では「ぼくら子供のころ、リヤ

に乗って帰りよった。その時代は旧暦で祭りはやっていた」
。それが、日

おしゃたか舟保存会編 二〇一七『
「おしゃたか舟神事」式次第』
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の海の祭りとして独自の進化を遂げており、民俗行事として貴重である。

写真７ 松江海岸で宝剣を海中

七

曜のほうがいい、潮の流れを気にしなくてやれる方法がいいとなり、浜
の前で船をもって泳いで、あとは船に乗せて西の赤石のほうを向いて船
渡御をする、現在のやり方が先代の宮司の段階で整えられた。中崎や舞

写真６ 舟をほおり投げる

鶴林寺鬼追い
奥村

晃代

四

歴史と概要
（一）歴史

一八世紀の平野庸脩著『播磨鑑』に「正月八日鬼追

此鬼追ニ稲ノ

作り花を製へ五穀ノ熟不熟を見行法あり 又鬼形松明ヲ振テ月々ノ旱

湿ヲ試ルノ法式アリ」とある。鶴林寺に伝わる「修正会悔過作法」に

「正本嘉吉三発亥年十二月上旬筆者真慶ト有」「元禄十一年戊寅正月十

名称

鶴林寺修正会鬼追い、鬼追会式、鬼追式、追儺式、鬼踊り、鬼の舞と

二日持主刀田山玉泉坊室宝生院 教盛法印 書写之者也」とあること

一
もいう。加古川市指定無形民俗文化財「鶴林寺鬼追い」
（平成一三年四月

の奉納があり、その後、悔過法要が行われる。法要の後半に行われる

要。鶴林寺では、法要に先立って鬼追いの由来を伝えた謡曲「吉道」

修正会とは、正月に旧年の行いを悔い改め、その年の吉祥を祈る法

（二）概要

道」が伝わっており、内容は鬼追いの由来に関するものである。

また、鶴林寺には、文政一一年（一八二八）の年紀がある謡曲本「吉

から、修正会が嘉吉三年（一四四三）に遡る可能性もある。

実施期間・実施場所

一二日指定）
。

二

毎年一月八日、刀田山鶴林寺（加古川市加古川町北在家四二四）の本

特色

堂で行われる。

三

兵庫県において鬼追いは播磨に多く分布する。それらに共通する特

間に割り込むが、回を経るごとに、鬼は大人しくなっていく。鬼は、

二匹の親鬼が内陣を七回半廻る。その間、何度も外陣に出て参詣人の

「鬼追い」は、小鬼たちが柳杖で床を突いてリズムを刻み、赤・青の

徴は、大人の大鬼（親鬼）に対して、子供の鬼が登場することがあげ

仏の力により改心し、良い鬼となって人々の厄を祓うとされている。

（一）県内の鬼追いに共通する特色

られる。鶴林寺では、小鬼は鬼面をつけず、頭にシャグマ（赤熊）を

参詣人は口々に「どいやしょー」と叫んで、鬼を囃したてる。

組織

保存会の組織は、昭和四三年（一九六八）頃にできたという。正式

（一）保存会

五

被り、棒を持って床を突く所作でリズムを刻む。
（二）鶴林寺鬼追いの特色
鶴林寺には、能の五流派いずれにも存在しない謡曲「吉道」が伝わ
っており、当寺の修正会鬼追いの起源が語られている。
早稲・中稲・晩稲を表す稲穂が作られ、豊凶を占う儀礼が付随する。

に鶴林寺鬼追い保存会として発足したのは、昭和五八年（一九八三）

年一月八日である。当時は、宝生院の壇家総代が世話人となり、尾上

は、壇家総代が会長を兼任（任期三年）することになり、その他の役

町安田の在住のから鬼役を手配していた。平成六年（一九九四）から

なる子院では、謡曲「吉道」を奉納する加古川市謡曲同好会の接待準

東南軒から丸餅（直径約三〇センチ）を吊り下げる。鬼追いの当番と

午前一一時、謡曲同好会が到着し、着替え、直前稽古がある。鬼の

備、鬼一座の接待準備、粕汁（謡曲同好会、鬼一座らの弁当に添える）

親鬼は、二〇歳代の男性で、一一月頃に選ばれる。平成七年（一九

一座（鬼方一三人）は正午頃に集合し、昼食（弁当と粕汁）をとりな

員（四名）は、檀信徒会から選出している。いずれも、安田の住人で

九五）から、鬼役の任期は三年となった。小鬼も、同じ任期だったが、

がら酒も飲む。その途中、鬼役は潔斎のため順に丁子を入れた風呂を

の準備などである。

現在は、地元の少年団に依頼して、毎年違う子供が出仕している。

いただく。なお、謡曲同好会の食事は、奉納が終わってからとなる。

ある檀家（七〇数軒）である。

（二）寺院組織と檀家

（二）当日の次第

平成三一年（二〇一九）年の当日の次第は次の通り。

修正会の準備は、鶴林寺の子院である浄心院（西ノ寺。檀徒は新野
辺、別府）
、宝生院（中ノ寺。檀徒は安田）
、真光院（東ノ寺。檀徒は

曲同好会）
。「吉道」は、修正会鬼追いの起源を語るもので、昭和五八

午後一時、鶴林寺に伝わる謡曲「吉道」が奉納される（加古川市謡

鶴林寺は、教信寺（天台宗。加古川市野口町野口四六五）と、法会

年（一九八三）年頃から上演するようになった。上演の前に読経があ

北在家）が輪番であたる。

での協力関係にあり、修正会と太子会（三月春彼岸頃）には、教信寺

る。

午後二時頃、法要が始まる。

す。

午後一時四〇分、境内で説明アナウンスがあり、本堂では燈明を灯

の四つの子院の僧侶が出仕する。一方、教信寺の九月の野口大念仏会

祭り・行事の内容（衣裳・付属する行事等）

（九月十三日～十五日）には、鶴林寺から僧侶が赴く。

六

師作法、大導師登礼盤、大導師作法、牛王作法（五大願マデ）、密檀等

法要の次第は次の通り。入堂（数珠繰）、悔過作法、導師登礼盤、導

一二月二二日前後に、公会堂（公民館）で説明会を開催している。

移動、追儺式、鬼の花作法（散華乙様「願我 供養仏」）、松明作法（宝

（一）行事の準備

また、大晦日には、本堂の縁で、衣裳をつけずに所作の練習を行う。

剣ヲ用イル）
、鬼追い（七回り半）
、餅おとし、牛王作法、薬師宝印・

午後二時四〇分頃、
前机と燈籠を移動させ、鬼の花の作法が始まる。

院を出て、本堂の裏堂に待機する。

午後二時二〇分頃、親鬼（二人。赤と青）と小鬼（四人）が、浄心

牛王札授与、表彰式、法話、出堂、招福餅まき、牛王印押し。

修正会の前日（一月七日）は午後二時に鬼追いの当番となる浄心院
の関係者が集合し、本堂内陣の準備などをおこなう（約一時間）
。鬼の
道具（鬼面、経巻、宝剣、衣装、斧、槌、矛、小鬼の柳杖）について
は、寺（鶴林寺寺務所）と保存会が担当する。
当日は、浄心院の関係者が集合する。本堂では宮殿（くうでん）の

（一）鬼の所作親鬼の装束は、赤鬼は朱色の衣装に赤いシャグマ、青

基本の所作

持ち、世話人たちが先を持って山なりにたわませる。そのまま、読経

鬼は白藍色の衣装に黒いシャグマを着け、その上から白木綿をよじリ

七

のなか内陣を一周回って世話人たちが手を離すと、鬼の花はたわんだ

合せた太い綱を締め、鬼面を着ける。赤鬼は、左手に斧、右手に松明

早稲・中稲・晩稲をあらわす三把の鬼の花は、それぞれ僧侶が根元を

形のままになるが、その垂れ具合で作柄を占うとされる。読経が終わ

小鬼の装束も、親鬼と同じく赤鬼は朱色の衣装に赤いシャグマ、青

（約四五センチ）を持つ。青鬼は矛を持つ。

午後三時頃、衆僧は東の脇陣に移動し、松明作法が始まる。僧侶が

鬼は白藍色の衣装に黒いシャグマを着けるが、面はなく、綱も締めな

ると、僧侶は鬼の花を輪にして薬師如来の御宝前に供える。

宝剣で松明を切るしぐさでお祓いし、一礼する。その後、薬師如来の

い。手に柳杖（約一七〇センチ）を持つ。

親鬼は後戸から登場し、内陣の南東から南西まで、四股を踏むよう

御宝前に供えられていた鬼面を後戸に運び、親鬼が面をつけると、い
よいよ鬼が登場する。親鬼は、赤鬼、青鬼の順に内陣を七周半まわる。

な所作で移動する。赤鬼は、松明と斧を肩にのせて登場し、まず右手

松明を右に振りながら右足を踏み出し、腰を深く下ろす。再び立ち上

小鬼は二人組になり、須弥壇の隅で柳杖を持ち、床を突いてリズムを

午後三時三〇分頃、吊り下げられた丸餅を小鬼たちが柳杖で突いて

がって静止した後、松明を下げ、次に松明を高く上げながら左足も上

の松明を高く上げる。次に松明を左にかざしながら右足を上げ、次に

落とす。出仕した僧侶、鬼たちの額に牛王宝印が捺され、それぞれ牛

げ、次に左足を踏み出し、腰を深く下ろす。後ろの青鬼は、右手で矛

刻む。親鬼は、時折、外陣に飛び出し、群衆の中を進む。

王札が授与される。平成七年（一九九五）から、任期を終えた鬼役へ

の上のほう、左手で下のほうを持ち、前を行く赤鬼の足運びに合わせ

さ一間（約一．八ｍ）の柳杖を持って床をつき鳴らし続ける。二人の

下、須弥堂南東隅（吊り下げた餅の下あたり）と南西隅に分かれ、長

親鬼が七回半の登場をする間、四匹の小鬼（鬼童子）は宮殿の庇の

で進みながらも、あとずさりして退散する。

る。火をつけていた頃の名残だという。八回目の登場では内陣正面ま

いよう、立てて持つようにしている。後戸では毎回、松明を取り換え

す。赤鬼は、松明と斧を打ち鳴らし、青鬼は参拝客を突いてしまわな

内陣の所作は七回繰り返すが、毎回、外陣に出て斧や矛で人々を脅

大きな動きをするのが良いとされている。

て、同様の動きをする。頭にかぶったシャグマの毛が揺れるくらいの

の感謝状授与式を始めた。
午後三時四五分頃、本堂の東の縁か
ら餅撒きが行われる。僧侶のほか、鬼
役も餅を投げる。境内では、鬼追い御
祈祷の授与品として、
鬼の花
（大・小）
、
鬼の松明、
牛王札が頒けられる
（有償）
。

鬼の花
写真１

いて、今度は杖の下部を交差させて「カン」と打ち鳴らし、床を「ド

上部を交差させて二回「カン」と打ち鳴らし、床を「ドン」と一回突

小鬼が向き合い、まず二人同時に床を「ドン」と二回突いた後、杖の

いた。

お堂の準備などをしていた北在家の人が本堂で宿直をして火の番をして

られたという話もあるという。また、その頃は、鬼追いが終わった夜は、

なかった。ただ、脇や後戸から出たのか、門のあたりまで鬼に追いかけ
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八

うにと柵を外して以降、鬼が外陣に出るようになった。

火をつけなくなってからも、柵は設置していたが、鬼が良く見えるよ

に火をつけなる代わりに先端を焦がした松明を使うようになった。

その後、国宝の本堂で火を使うことへの心配もあり、鶴林寺では松明

ン」と一回突く。続いて、小鬼はそれぞれその場で右回りに一回転し
ながら、ゆっくり床を「ドン」と四回突く。仮に整理すると左のよう
になる。なお、
「 ××
」は休
符を示し、合計一六拍の拍子になる。
〈向かい合って〉ドン、ドン、カン、カン、ドン、カン、ドン、 ××
、
〈まわりながら〉ドン、 ××
、ドン、 ××
、ドン、 ××
、ドン、 ××
、

（二）かつての所作
昭和二〇年代までは、松明に火を付け
て行事をおこなっていた。その
頃は、取り外した格子を内陣と外陣の境
の柱にくくって柵にしており、鬼は外陣
に身を乗り出して、松明と斧を打ち鳴ら
して参詣人を脅したが、外陣には出てい

鬼踊り
写真２
外陣で参詣人を脅す
写真３

名称
荒井神社

特色

に

わ か た い こ

仁輪加太鼓

荒井 神 社 仁輪 加太 鼓

一

二

越智

みや 子

兵庫県明石市から宍粟市 にかけての播州地方は、 秋祭りがさかんな
地 域 で あ る 。 特 に 南 東 部 の 播 磨 灘 に 面 し た 地 域 は 、「 灘 の け ん か ま つ
り」など、勇壮な屋台練 りがおこなわれることで 有名である。
高砂市荒井町千鳥の荒井 神社では、屋台練りとは 別に仁輪加太鼓が登
場し、祭礼を一際盛り上 げている。
仁輪加太鼓の「ニワカ」 には「俄」という字を用 いるが、「仁輸加」

実 施期 間・ 実 施 場所

砂神社の祭礼に登場する ほかに例はない。

三

荒井神社の仁輪加太鼓は 秋祭に奉納される。祭日 は、一〇月九・一

〇日におこなわれていた が、現在は体育の日に近 い土・日曜日になっ

ている。調査年（平成三 〇年）は、一〇月六日が 宵宮、七日が本宮で
あった。

仁輪加太鼓の奉納は、荒 井神社の境内から出発し 、氏子区域の何ヶ

歴 史と 概要

所所か決まった場所で上 演される。

四

仁輪加太鼓の創始につい ては不明であるが、文献 上でもっとも古い

記録 は 、荒 井神 社 文書 の 安政 七 年（ 一八 六 〇） 三 月付 の 記録 であ る。

神主から宗門奉行所宛に 「荒井神社祭礼にて俄踊 り奉納願」が出され

の 奉 納 す る 旨 の 許 諾 を 願 い 出 て い る 。「 俄 物 真 似 」 の 脇 に は 「 踊 り 」

てお り 、正 遷宮 と 御祈 祷 をお こ なう 三日 間 に村 方 若者 が 「俄 物真 似」

ニワカは、現在全国約三 〇ヶ所で伝承されている といわれるが、そ

という文字があり、歌舞 伎などの物真似、もしく は踊りの要素を持つ

「仁和歌」「仁和加」な ど字を当てることが多い 。

の多くは、方言を用いて 社会間題や時事的な話題 を寸劇風に演じる芸

芸能が奉納されたと考え られる。

また、地区に伝わる記 録 として、大正一四年（ 一 九二五）に地元の中部

能の一種である。出演者 は、役にあった化粧と衣 装を着け、ダンジリ
の上や前で演じるほか、 専用の台車を用いて町内 を流し、途中の辻で

そのなかの文久四年（ 一 八六四）の什物控に所 有 物として「俄太鼓」

義勇団が古帳簿を幣理 し て重要事項をまとめた 「 記録簿」があるが、

高砂市の仁輪加太鼓の特 色は、太鼓を打つ乗り子 と、毎年変わる題

が記載されている。ま た 、神社には神幸行列と 仁 輪加舞台が描かれた

演じるなど定まった方法 はない。

目を表現した大きな人形 などの造り物を、屋台に 載せたものを担ぎ手

江戸時代の板絵が伝わっ ているとのことである。

人・子供屋台あわせて計 八台が担ぎ出されていた 。

明治、大正期には仁輪加太鼓はますます盛んになり、最盛期は大

が担ぎ、その前で舞子が 三味線の伴奏に合わせて 担ぎ手と台詞を掛け
合う形で寸劇を見せる点 である。
兵 庫 県 下 で は 、 高 砂 市 の 荒 井 神 社 と 三 社 大 神 社 （ 小 松 原 神 社 ）、 高

師匠 の 顔合 わせ が おこ な われ 、 下旬 には 舞 子の 舞 踊の 練 習が 始ま る。

踊りの練習は、師匠につ いて平日を中心に一時間 半ほど、祭礼の直前

しかし、戦後の昭和三〇 年代以降は諸事情により 実施が断続的にな
り、事故で屋台が破損し たために取り壊されたの をきっかけに、昭和
まで続く。

捗状況によっては作業が 深夜におよぶこともある 。

の太鼓の稽古が始まる。 造り物の制作は休日を中 心におこなうが、進

のすすはらいなどの準備 が始まる。この日から造 り物の制作と、乗子

九月第二土曜日、荒井神 社のすぐ東側にある太鼓 倉の清掃と、屋台

四〇年から四九年までの 一〇年間は途絶えていた 。
その後、有志により荒井 青年会が発足、昭和五〇 年に仁輪加太鼓を

組織

復活させて現在に至る。 平成二二年に市の指定文 化財となった。

五

乗子・舞子の家や出立ち をする家の入り口に門型 に組まれ、御神燈が

祭礼の日の一週間前 、青 年会で笹取りをおこなう 。笹は太鼓倉の前 、

年会が中心となって運営されている。青年会は一三歳から四五歳の

吊るされる。また幟やシ デ棒に用いる竹取りもこ の時におこなう。

現在、荒井神社の仁輪加 太鼓は、昭和四九年に発 足した荒井神社青

人々 で 構成 され て いる 。 また 、 別に 仁輪 加 保存 会 があ る 。こ ちら は、

（二）地ならし

七時から新井神社境内に 、舞子、乗子、青年会、 保存会の人々が一堂

宵 宮 の 前 日 に は 、「 地 な ら し 」 と 称 す る 総 稽 古 が お こ な わ れ る 。 夜

荒井地区と三社大神社で仁輪加太鼓を奉仕する小松原地区の二地区
にわたる組織で、四六歳 以上の人が参加している 。どちらも仁輪加太
鼓を継承していこうとす る有志が参加している。

かつて、西所・中所・東所 の三地区から仁輪加太鼓 が出ていた頃は、

に会し、本番さながらの 予行演習をおこなう。

団・少年義勇団）、西所 （西武青年団・少年団）、小松原（小松原青年

各地区とも題目や意匠を 秘密にして稽古に励み、 地ならしの日にその

昭 和 四 〇 年 以 前 は 、 東 所 （ 東 部 青 年 団 ・ 少 年 団 ）、 中 所 （ 中 部 義 勇

団・少年団）の四グルー プがあって、それぞれに 大・小の二台ずつ仁

出 立 ち と な る 。「 ダ カ （ 鼻 高 ）」 は 、 天 狗 面 を つ け て 手 に シ デ を 持 つ 、

と呼ばれる男性二人が迎 えに行き、自宅玄関前で 記念撮影をしてから

八時半に舞子と乗子それ ぞれの自宅へ青年会担当 者と「ダカ（鼻高）」

もらう。身支度が終わる と青年会担当者が送迎し 、一旦帰宅する。

行き、舞踊の師匠宅へ送 り届ける。そこで着付け と化粧などを整えて

朝六時に青年会の担当者 が、舞子と乗子を乗用車 で自宅まで迎えに

（三）宵宮

まって大いに賑わったと のことである。

出来栄えを初めて披露し た。そのため地ならしの 日は村中の人々が集

祭 り・ 行事 の 内 容

輪加太鼓を所持しており 、祭日には計八台の仁輪 加太鼓が上演された 。

六
（一）準備

六月下旬に踊りを舞う舞 子一人、太鼓を打つ乗子 二人の選考が始ま
る。青年会からの 依頼、交渉などを経て七月下旬 に正式に決定される。
七月上旬には、その年の 題目が決定し、造り物の 意匠などの構想を
練る作業が始まる。
八月上旬、舞踊稽古場で 舞子、乗子およびその家 族、役員、舞踊の

いわゆる猿田彦の姿をし ており、舞子と乗子に各 二人付き従う。舞子

を進む。

行列の順序は次のとおりである。まず高さ約八メートルにもなる

「仁輪加太鼓」の幟を運 ぶ中学・高校生男子が仁 輪加太鼓に先行して

と乗子は祭礼の二日間は 地に足をつけないことに なっており、太鼓倉
まで 青 年会 の担 当 者三 人 が騎 馬 戦の よう に 腕を 組 んで ウ マを つく り、

行く。幟は、仁輪加太鼓 の先導や露払い、また芸 場の位置を知らせる

倉に入れ、舞子、乗子を ウマに乗せて自宅へ送り 解散となる。

氏子地区を巡って夜九時 を過ぎた頃に、太鼓倉へ 帰着する。屋台を

い方の三人はそれぞれ自 家用車で芸場へ向かう。

仁輪加太鼓の巡行とは別 に、舞子は両親と、舞踊 の師匠、三味線、唄

式の舞台を積んだ台車 、飲み物などを積んだ軽ト ラックが続く。な お、

たたき続ける。仁輪加太 鼓の後ろからは芸を披露 する際の折りたたみ

六人が行く。仁輪加太鼓 には常に乗子が乗ってお り、巡行中も太鼓を

目印 と なる 。続 い て仁 輪 加太 鼓 のす ぐ前 を 先導 役 とし て ダカ （鼻 高）

その上に舞子や乗子を 乗 せて移動す
る。その頃には青年会 の 担ぎ手たち
が太鼓倉前に集まり、 舞 子と乗子の
到着を待っている。
九時になると太鼓倉前 で 鏡割りを
おこなう。一合枡で乾杯 し、するめ、
煮干しがふるまわれる 。 その後、倉
から仁輪加太鼓が出さ れ 、そのまま
担いで荒井神社へ宮入り する。

参列する。神事の最後に 青年会長は長さ五〇セン チほどの御幣を神職

披露した後、舞子・乗子 ・父兄・役員・舞踊の師 匠が昇殿し、神事に

は舞子と乗子は帰宅せず 、そのまま舞踊の師匠宅 から出立ちをおこな

えに行き、舞踊の師匠宅 へ送り届けて身支度を整 えてもらう。本宮で

宵宮と同様に朝六時に青 年会の担当者が、舞子と 乗子を乗用車で迎

（四）本宮

から受け取り、仁輪加太 鼓上の乗子が座るスペー スの高欄に取り付け

宵宮 と同 じよ うに 倉出 し の後 、荒

う。

車に載せられ地区内を巡 るが、神輿の渡御列の後 ろを進むとされてい

巡行中に芸を披露する。 芸を披露する場所を芸場 と呼び、約一五ヶ

前日と は異 なる 巡行 路と 芸場を 巡っ

ず、殿 前で 芸を 披露 する 。この 後に

井神社 境内 へ入 り、 神事 はおこ なわ

所ある。芸場は舞子・乗 子・舞踊の師匠宅前のほ かに各町の自治会館

て地区 内を 進み 、約 一五 ヶ所で 芸を

る。

前、高額の協賛金を寄付 した方の家などである。 調査年からは、小松

披露する。この日の最大 の見せ場は、

合わせ であ る。 午後 六時 半、練 り場

「練り 場」 と呼 ばれ る公 園での 練り

原地区の三社大神社へも 立ち寄り、同社の仁輪加 太鼓と互いに芸を披
露しあうということがお こなわれた。
一行は途中で小休止や昼 食をはさみながら、徒歩 で約七キロの道程

写真２

舞子と太鼓の掛け合い

る。その後、仁輪加太鼓 は神社を出発し、芸を披 露する時以外は、台

神社に入ると、本殿前 で まず芸を

芸の披露（荒井神社・宵宮）
写真１

には仁輪加太鼓以外に各 町の屋台や獅子舞が一同 に会し、順番に芸の

を演じた。以下に調査年 に使用された台本の全文 を掲載する。

歴史に残る 名勝負

※（地）…担ぎ手、（差 歌）担ぎ手のうちの一人

宿敵 甲斐の信玄と

裏をかかれて 不利となり

妻女 山より駆けおりて

虎 視眈々の甲州軍

龍攘琥珀の戦いも

三尺斗の刀抜き
（舞子）牀机の上の信玄 公へ

月毛の馬にまたがりて

（地）てつふり包む白手 巾

（舞子）然ば萌黄の胴肩 衣着

両軍やがては乱戦に

鶴翼戦法にて迎え撃ち

兜うつ向け押し寄る

雄牛の如き越後軍

（中歌［武田節］・三味 線）狭霧の間よりも見え しもの

（舞子）鶴翼陣形整えば

（地歌）信玄公即座に対 応せんとして

（地）キツツキ戦法にて 備えるも

（舞子）報に接しし甲州 軍

（地）エイ陣立〳〵

（乗子）妻女山に

（差歌）越後軍車懸りの 陣形を

（地）エイ川中島へ

（乗子）決着つけんと

越後の上杉謙信は

（地）長月十日濃霧のな か

（舞子）永禄四年辛酉

（振込・地）エイ龍虎相 打つ戦いは

披露や屋台の練り合わせ をおこなう。
午後八時頃、屋台練りが 続いて祭りが佳境を迎え るなか、仁輪加太
鼓は一足先に練り場を後 にして、町内巡
行を再開する。
午後一〇時に荒井神社に帰着すると
最後の芸の披露をおこな い、屋台を倉入
れする。舞子、乗子をウ マに乗せて自宅
へ送って解散となる。そ の後、片付けも
おこなうため、倉の前か ら完全に人気が
なくなったのは日付が変わってからで

基 本の 所作

あった。続きの片付けは 翌日にもおこな
う。

七
（一）題目

題目は毎年変わり、それ に合わせて太鼓の上の造 り物や装飾も作り
変え ら れる 。調 査 年の 題 目は 『 上杉 謙信 ― 川中 島 の合 戦 』で あっ た。
題 材 は 時 代 物 が 多 い が 、 な か に は 『 防 空 隣 組 』（ 昭 和 一 七 年 ） の よ う
に 世 相 を 反 映 し た も の も あ る 。 近 年 は 『 黒 田 官 兵 衛 』（ 平 成 二 六 年 ）
など、ＮＨＫの大河ドラ マの影響によるものが多 く、時代の流行りを
取り入れていくという仁 輪加の精神が継承されて いる。
（二）台本
台 本 は 地区 内 の熟 練 さ れた 方 が 作成 す る。 大 体 決ま っ た 型が あ り 、
毎年題目に合わせて作詞 される。造り物が上杉謙 信、舞子が武田信玄

舞子・乗子の出立ち（本宮）
写真３

（地）エイ伐りかかる

（乗子）きっさきはずし に

は乗子経験者による指導 で継承されている。

子はこれらを全て習得し 、芸場に合わせて打ち分 ける。太鼓の打ち方

年会の人々で、四五歳ま での男性四〇人から五〇 人が勤める。

けないことになっており 、青年会の人が抱えて移 動する。担ぎ手は青

に参加している場合が多 い。舞子と乗子は祭礼の 二日間は地に足をつ

年生の男子から選ばれる 。その子供は、親や近親 者が青年会や保存会

踊りを舞う舞子は、毎年 地区内の小学四年生の女 子、乗子は中学一

（四）出演者・装束・楽 器等

歴史に残る 名勝負

（差歌）信玄公立ちて軍 配団扇で受けとめり
（乗子）馬上の武者こそ エイ謙信〳〵
（振込・地）エイ龍虎相 打つ戦いは
（三）芸態
舞 子 の 振り 付 けは 、 題 目に 合 わ せて 毎 年変 わ る 。昭 和 五 〇年 以 来 、
日本舞踊島田流の師範で ある島田幸桐氏が振り付 けを考案し、指導に

最後は軍配を持ち、約五 分間、舞台一杯を使って 激しく舞う。最後の

節の前半部分では白髪が 特徴的な信玄公の兜、続 いて刀に持ち替えて 、

太鼓の屋台と向かい合う ようにして立つ。最初は 扇を手に持ち、武田

舞子は芸場に設置された 舞台の上で芸を披露する 。その際、仁輪加

同じ構成で、頭に兜かぶ との下に折り込んで着用 する引立烏帽子を被

成であるが、宵宮と本宮 で着物の色と柄が変わる 。乗子も舞子とほぼ

で括り、足袋を履く。額 に鉢金がついた鉢巻を撒 く。二日とも同じ構

役として、着物に共布の 袴に袖なしの羽織を着用 する。袴の裾は脚絆

ザイン、制作も島田氏が おこなっている。調査年 は、舞子は武田信玄

舞子、乗子の衣装は毎年 題目に合わせて新調され る。その衣装のデ

振込の「エイ龍虎相打つ 戦いは」を言い終わり、 屋台に礼をして、青

る。

あたっている。

年会の人に抱えられて退 場する。

内の 人 々に 知ら せ 、担 ぎ 手が 屋 台を 担ぎ 上 げる 時 の調 子 をと るな ど、

巡行時も始終太鼓を打ち 続ける。仁輪加太鼓が巡 行して来たことを町

芸の披露の場以外では、 乗子による太鼓が主とな る。乗子は地区内の

には舁き棒を方から外し 、力強く屋台を天に向か って差し上げる。

担ぎ手は芸の間、基本的 に屋台を肩に担いだまま で、二回の差歌の時

は全員腕抜き姿になる。 下はまわしを締めて地下 足袋を履く。頭や首

に墨色で「仁輪加」と染 抜いたものに統一してい る。芸を披露する時

法被の下に着る、半纏の 丈と袖を短くした「腕抜 き」は、白地に背中

ループに所属している場 合は、連中で揃え た法被 を着ている。ただ し、

級生や自宅近所など懇意 な人で集まって構成する 「連中」という小グ

ともあり、素肌の上に町 で揃えた法被を着ている ことが多い。また同

担ぎ手は、基本的に自宅 のある町の屋台練に掛け 持ちで参加するこ

全体の士気を高めている 。基本的に太鼓の打ち方 は出発時など活動の

など、仁輪加太鼓のカラ ーである橙色の鉢巻を身 に着ける。

一方屋台側では乗子は、 最初の振 込 と 、 台 詞 の あ る 時 太 鼓 を 打 つ 。

再 開 を 呼 び か け る 「 寄 せ 太 鼓 」、 屋 台 を 差 し 上 げ る 時 の 「 上 げ 太 鼓 」、

（五）設備

仁輪加太鼓の基礎となる 屋台は、四本の角材を組 んで作った一メー

退場する時の「下 げ太鼓 」の三種類の打ち 方があ る。それに加えて「寄
せ太鼓」には東所・中所 ・西所それぞれ特徴のあ る打ち方がある。乗

のものかどうかわからな いが、嘉永二年（一八四 九）の年号が入った

芸 を 披 露す る 舞台 は 、 幅一 ・ 九 メー ト ル、 奥 行 き二 ・ 九 メー ト ル 、

トル程度の立方型の台に 太鼓を載せ、この上に担 ぐための舁き棒を屋

着座する床を載せ、四方 を高欄で囲う。高欄の正 面には「仁輪加」と

厚さ 十 セン チほ ど の分 厚 い板 を 脚の 上に 置 いた テ ーブ ル 状の もの で、

太鼓の箱が伝わっている 。

書かれた扁額、左右には 豪華な武者絵の刺繍が施 された高欄掛が掛け

高さは約一メートルであ る。舞台の床となる天板 は二分でき、移動の

台の進行方向に対して並 行に四本取り付ける。さ らにその上に乗子が

られる。播州地方の祭礼 で見られる屋台では、さ らにこの上に屋根が
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材を駆使した精巧な作り になっている。ただし、 馬の人形は使用頻度
が高いため使い回す。
造り物を乗せる台には人 形以外に、場面を演出す る小道具や、背景
画が付く。そして屋台の 後方部分には毎年の題目 内容に合わせた絵が
描かれた屋台絵が飾られ る。
太鼓は、かつての運営 組 織である中
所で使用されていた中太 鼓で、鼓面が
直径九〇センチ程度の大 きさ、平成二
七年に張替えされたばかりのもので
ある。この中太鼓とは別 に大太鼓があ
る。こちらも中所に伝わ るもので稽古
用に使用されている。ま た、この太鼓

造り物（上杉謙信）
写真４

名 称に つい て

国安 天 満神 社の 秋 祭 り
一
一九三八年発行の『兵 庫県神社誌

金子
中巻』によ ると、「郷社

直樹
天満

神社」の祭日として「春 祭」「夏祭」「例祭」一 九八二年発行の『稲
美町史』では「天満神社 」の祭日として「春祭並 びに祈年祭」「夏祭

されたと思われる「慶長 播磨国絵図」では、国安 村に隣接して禄期や

天保期の国絵図のような 社殿ではなく、池が描か れ「大池」とだけ記

されている（『加古川市 史』）。この状況から、 天満大池という名称

実 施期 間・ 実 施 場所

も神社の名称と同様に後 世になって命名されたも のと推測される。

二

国安天満神社の秋祭り は、現在では一〇月第二 土曜日に「宵宮」翌

日曜日に「昼宮」と実 施さ れているが、過去には 若 干の変遷があった。

神輿渡御」と記され ている。よって、時

期的には秋祭りだが、正 式には例祭とも呼ばれる ものである。祭礼に

前出の神社誌・町史およ び聞き取り、祭礼の構成 などを総合すると、

湯立神事」「秋祭（例祭 ）

参加する氏子には祭り、 あるいは秋祭りと呼称さ れているが、関係文

一九〇九年（明治四二） から太陽暦（新暦）一〇 月一四日・一五日、

一九〇八年（明治四一） までは太陰暦（旧暦）の 九月八日・九日、翌

また神社の名称も、神 社誌や町史にあるように 、正式には天満神社

体育の日が制定された一 九六四年（昭和三九）か ら一〇月九日・一〇

書には「平成三十年国安 天満神社秋祭り」などと 表記されている。

であるが、一般的には鎮 座地を付与した国安天満 神社と呼称・表記さ

が参詣し、祭儀を行う一 方、舞殿

日、体育の日が一〇月第 二月曜日に変更され二〇 〇〇年（平成十二）

三年（寛保三）寺社明細 帳では「池大明神 天満 天神 辨財天」、一七

での獅子舞奉納や屋台の 練りなどが

れている。ただし国立公 文書館所蔵の一七〇二年 （元禄一五）と一八

六〇年（宝暦一〇）寺社 明細帳では「池大明神 天満天神 辨財天」と

行われる一方、昼宮の午 後から神

以降は、現在の日程に変 更された。

ともに「氏神天神」「氏 宮天神」と記されており 、社名については一

輿を中心にした渡御が実 施される。

三八年（天保九）の「播 磨国絵図」では、国安村 に隣接して社殿が描

様ではない。これらのこ とから、天満神社の名称 は、後述する神仏分

これは「みそぎ渡御」と も呼ばれ、

祭礼は神社に屋台など ともに氏子

離が行われ、郷社の社格 に列せられた明治初期以 降に定着したと考え

神輿を天満大池に投げ入 れること三

かれ「天神」と記されて いる。兵庫県神社誌に所 収されている一七四

られる。

古の歴史を有し、構築時 期は白鳳時代と伝えられ 、天満神社の祭神で

天満大池に関連するもの と想定される。天満大池 は周辺のため池で最

（稲美町六分一船引）。 ここは六分一地区の東端 にあたり、神輿を安

するが、御旅所は南西端 に位置する

国安天満は天満大池の北 西端に鎮座

回行ってから、行列が御 旅所に進む。

ある菅原道真の時代より 二〇〇年以上さかのぼる 。慶長末期頃に作成

一方、池大明神は「大年 神」として祭祀されては いるが、隣接する

御旅所での神事

写真１

他、一三五六（延文元） の銘がある地蔵菩薩が祭 祀されている堂があ

び込む担ぎ手が危険なた め、近年では事前

また池の水位が深すぎる と一緒に池に飛

いう。

る。国安天満神社の由緒 （兵庫県神社誌・稲美町 史）によれば、同社は

に池の水を多少抜くなど して水位を調整し

実施

有

置するための石造の台座 が設置されている

六五三年（白雉四）創建 されたが、場所は今より 東側の場所（岡東公民

いるという。結果として 、神輿を投げ入れ

有

実施
実施
実施

唐破風屋根型屋台

館周辺）で、現在地は御 旅所であった。その後八 九三年（寛平五）に社

後の落差となっており、 大変荒々しく所作

に感じられる。ただし、 かつては池の堤体

により、稲美町や周辺の 播磨町・明石市・三

神輿屋根型

る池の堤体上の道路上か ら水面まで三ｍ前

国 安天 満神 社 の 秋祭 り の特 色

自体が今より低くなって おり（拝殿に掲示

神輿はこれに備えるため に、渡御直前に担ぎ棒と ともに神輿全体に縄

木市域などでは、祭礼に 平屋根の布団屋根型

神輿屋根型屋台
有

殿が今の場所に移され、 御旅所も新しく船引に設 定されたという。

三
①神輿の投げ入れ

されている写真から一ｍ 程度の落差と推

②屋台

という。

たため、現在のように放 り込む形になった

強化した結果、水面と大 きな段差が発生し

に道路を拡幅した際に、 堤体自体を盛土・

ったようである。それが 昭和三〇年代後半

定）、神輿を現在のよう には放り投げなか

国安天満神社の秋祭りで 特筆され
るのは、御旅所への渡御 の際に神輿
が隣接する天満大池に投 げ入れる点
である。これは現在「み そぎ渡御」
や「みそぎ行事」などと も呼ばれて
いるが、兵庫県神社誌で は「渡御の
途中大池に神輿を三四回 浮沈せし
む」、「此の大池は天満 村大部分の

神輿の投げ入れの一方、 祭りには播磨各

地と同様に屋台（屋台太 鼓とも呼称）が登

が締められ、屋根の鳳凰 の飾りもあえて外される 。池には現在三回投げ

の舁く屋台が登場する一 方、隣接する加古川

布団屋根型

蛸草
国岡
北山
向山
下沢
中一色
幸竹
中村
森安
六分一

岡西地区の布団屋根型屋台

用水溜にて満水保願の信 仰により之
を行ふ」とし、稲美町史 ではこれに加えて「五穀 豊穣を願う」とも記し

入れられるが、神輿は一 回投げ入れられる前に社 殿を右回りに三周する。

市域では、これに加えて 、反り屋根の布団屋

場し、また獅子舞も奉納 される。先行研究等

三周する間に神輿をひっ くり返すような所作が何 度も行われる。こうし

根型屋台や姫路市方面で 一般的な神輿屋根型

布団屋根型屋台
有
有

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

写真３

ている。

た状況により、しばしば 神輿の損傷が発生し、毎 年修繕が必要になると

岡西
岡東
十七丁
出新田

岡

警備

屋台

獅子舞 宵宮宮入 昼宮宮入
有
実施
実施
有
実施
実施
有
実施
有
実施
実施
有
実施
有
実施
実施
有
実施
実施
実施
実施

「子供神輿」

2

国安天満神社秋祭りにおける当番地区ごとの状況（平成30年度）

表１

地区

平成30年度
当番

当番地区
1
国安

天満大池に投げ込まれた
神輿御旅所での神事
写真２

絵巻「例年九月九日祭礼神事順」）

絵巻「例年九月九日祭礼神事順」）

八六四年（元治元年）の 「祭禮神式之絵図」には 、神社境内に一二台の

かれている。また江戸期 まで同社の別当寺であっ た円光寺が所蔵する一

菱形で布団屋根のように 修正が加えられている、 森安村・中一色村）描

六分一村・北山村・国安 村）、唐破風屋根の屋台 が二台（ただしこれも

このうち屋根が薄い平屋 根の布団屋根型屋台が五 台（岡村東・岡村西・

現・国岡）があり、後に 「やっさ太鼓」と記され た屋台七台が続くが、

的なものとして、車輪で 曳く「御先太鼓」と記さ れた屋台（国岡新村＝

磨の文化財』）。ここに は御旅所への祭礼行列が 描かれているが、屋台

九月九日祭礼神事順」と 記された祭礼図絵巻が所 蔵されている（『東播

一方、国安天満神社には 江戸後期の頃を描いたも のと思われる「例年

で練る際に車輪が外され る。

基本的に舁くものである が、すべてに車輪が装着 されており、神社境内

緯によるものである。た だし国安天満神社の秋祭 りに出される屋台は、

れてきたことになる。布 団屋根以外の屋台が存在 するのも、こうした経

台はほとんど失われてい たものが、平成に入って から徐々に復活が図ら

という。よって稲美町域 では、岡西地区のものを 除けば四〇年前には屋

在したものの、第二次大 戦後に衰退し、岡西地区 の屋台のみが残存した

ない」と記されている。 聞き取りによれば、昭和 初期まで屋台が多数存

すべて廃止され、わずか に一台くらいが残ってい るところがあるに過ぎ

日露戦後の経営上費用節 減のために、天満神社も 住吉神社も八幡神社も

されたものという。稲美 町史には「屋台の方はす でに明治の末に近い頃、

しかし現在の屋台は、記 録や聞き取りによると多 くは平成以降に導入

唆している。

かがわせる一方、すでに 平屋根布団屋根の屋台が 中心であったことを示

型屋台となっている。こ れらは、江戸期における 屋台の形態的変化をう

屋台が描かれているが、 こちらは現在に近い三段 の平屋根の布団屋根

絵巻「例年九月九日祭礼神事順

屋台などが混在している とされる。表１に示した 通り、現在の国安天満
神社の秋祭りには、氏子 一二地区のうち、岡西地 区に平屋根の布団屋根
型屋台、国岡地区に神輿 屋根型屋台、さらに六分 一地区には近年に導入
された唐破風屋根の屋台 が一台存在し、やはり混 在した状態となってい

御先太鼓（国安天満神社蔵 祭礼図
写真６

る（子供神輿とされるも のにも岡西地区では布団 屋根型屋台、国岡地区

やつさ太鼓２（国安天満神社蔵 祭礼図

写真８

やつさ太鼓１（国安天満神社蔵 祭礼図

写真７

では神輿屋根型屋台とな っている）。
六分一地区の唐破風屋根型屋
写真５

国岡地区の神輿屋根型屋台
写真４

かつ近年では行政の地域 活性化関連事業

現在では各地区とも保存 会を組織し、一〇

③獅子舞

半は伊勢大神楽の影響で 江戸期に広まったと考え られるが稲美町史では

～三〇代を中心にその伝 承活動が行われ

の補助金を受けや す い 背 景 が あ る と い う 。

「この地域における獅子 舞がいつ頃から始まった ものか明らかに分から

ている。国岡天満 神社の 秋祭りでは、昼宮

播磨地方では、様々な祭 礼・行事の際に獅子舞が 多く演じられる。大

ない」としつつも「百数 十年以上二百年くらい前 から」としている。ま

の午前中に二〇一四年（ 平成二六）に再建

された神楽殿で地区ごと に獅子舞が奉納

頭から尾まで黒い毛にお おわれた毛獅子に類似し た獅子舞を創設してい

高砂市出身の住民が中心 となって、姫路市の大塩 天満宮祭礼に登場する

例えば六分一地区では、 近年まで獅子舞や屋台を 持っていなかったが、

あった菅相院から、別当 であった円光寺に贈られ たものであるという。

によれば、これは一八五 四年（安政元）に二見（ 現・明石市二見町）に

け軸「天神曼荼羅」が所 蔵されている（稲美町指 定文化財）。稲美町史

なお同社には、室町末 期から江戸初期に作られ たと推定されている掛

獅子舞の奉納（天満神社境内神楽

写真 10

た「どこから伝わったか については、印南の東地 区の神出町紫合（現・
神戸市西区神出町紫合） の地域からであろうと想 像されている」と記し

される他、午後の 渡御行 列にも参加し、御

国 安天 満神 社 の 秋祭 り の歴 史と 概 要

兵庫県神社誌にある縁起 によれば、国安天満神 社 は六五三年（白雉四）

創建とされるが、この時 は王子権現という錫杖地 蔵を勧請したものであ

った。その後、九〇一年 （延喜元）に菅原道真が 太宰府に左遷された際

「二見の宮地」に上陸し 、当社にも立寄り休憩し たが、彼の死後京都北

野に天満宮が創建されて から、上記の縁により道 真を勧請したとされて

いる。縁起はその年号を 記載していないが、北野 天満宮は九四七年（天

暦元）に社殿が造営され 、九八七年（永延元）に 初の勅祭が行われ、「北

野天満宮天神」の勅号を 受けている。よって、国 安天満神社でも神社創

る（同様に姫路市域の一 部で見られるダンジリに 近い唐破風屋根型の屋

一方、祭礼については兵 庫県神社誌の記載（実施 日や神輿を池に浮

建から三〇〇年以上後に 菅原道真が祭祀されたと 考えられる。

台も導入）。これには獅 子 舞の道具類が屋台に比べ て安価で入手可能で、

るかと思われるが、全体 として屋台ほどは衰微せ ずに現在に至っている。

四

）。 旅所でも舞を行っている 。

ているが、紫合にある池 下大歳神社では「稲美町 印南より伝承したと伝
えられている獅子舞 」と およそ真逆に伝えられて いる（兵庫県神社庁
獅子舞の起源については 不明瞭である
が、前出の祭礼図絵巻 に は岡村と蛸草新村
の獅子頭を収納する祠が 獅子神楽」として
描かれており、江戸後 期 にはこの二地区に
おいて獅子舞が行わ れ て い た と 思 わ れ る 。
稲美町史には「国安・岡 西・十 七丁・蛸草・
国岡」の五地区 、現在で はこれに岡東・北
山・六分一の三 地区が加 わり、八地区で獅

HP

絵巻「例年九月九日祭礼神事順」）

獅子舞を行う地区の中に は、途中で中断したもの や復活したものもあ

子舞が行われている。

獅子神楽（国安天満神社蔵 祭礼図
写真９

別当寺であった円光寺所 蔵の一八六四年（元治元 年）
「祭禮神式之絵図」

沈されること等 ）、神社 所蔵の祭礼図絵巻（例年 九月九日祭礼神事順 ）、

職が参加するようになっ た。

うした変化により、渡御 には別当寺に代わって神 社の神

新たに造られた社格制度 の中で、郷社に 列せられ た。こ

国 安天 満神 社 の 秋祭 り に関 する 組 織

から江戸期の状況をうか がうことができる。それ らから、当時の祭礼（秋
祭り）は基本的に現在と 同様の構成であったと推 定される。すなわち、

五

国安天満神社秋祭りは 、神社関係者および氏子 代表の

祭礼日には氏子が地区ご とに屋台を舁きながら参 詣する。境内では獅子
舞が奉納され、拝殿では 総代らにより祭儀が執行 される。その後、藏か

者は、各地区が 一名選出 され合計二四名からなり 、拝殿

宮総代、神社周 辺地区の 自治会代表者が中心とな り、周

表２は祭礼図絵巻に描か れた江戸後期の渡御行列 を列記したものであ

や社務所での祭儀・直会 は彼らが参加する 。氏子 の地区

ら神輿が出され、御神体 を遷移させた後。御旅所 までの渡御を行うが、

る。榊・金幣・長持・弓 など現在の渡御でも存在 するものがある一方、

辺一二の地区で執行され ている。氏子総 代・自治会代表

毛槍・提灯・鉾などは現 在 では確認できない。また 大きな相違点として、

について、前出の神社誌 所収の一七六〇年 宝
(暦十 寺
)社
明細帳では一〇地区とな っており、周辺地域の人 口増加

あったものが、一七八九 年から明治初年頃まで現 在の神社社務所の位置

別当寺であった。当初は 国安天満神社より一〇〇 ｍ北の八坂神社東隣に

三年（天平五）創建とさ れる真言宗寺院で、江戸 期には国安天満神社の

社の別当寺の円光寺の僧 侶が乗っていたものと思 われる。円光寺は七四

当番村が負担するという 。当番は一年一地区で、 現在は一二年に一回担

われるため、しばしば破 損し、毎年のように修理 されるが、この費用は

神輿は池に投げ入れらた り、境内でひっくり返さ れる激しい所作も行

烏帽子中啓持」と記載さ れるが、特別な存在であ ることを感じさせる。

先頭を榊や御幣を持って 歩く。前出の祭礼図絵巻 では「頭人

※現在は国安天満神社神職が参加

下線部は現在の渡御にも参加

その途上で前述した「み そぎ渡御」が行われる。

江戸期では「御先太鼓」 や「やっさ太鼓」と記さ れた屋台が渡御に参加

や社会変化に対応して増 加してきたようである。

これら地区のうち 、毎年「当番村」と 呼ばれる地 区が

しているが、現在では渡 御には参加せず、同時刻 に神社境内で「練り」
を行っている。前述した 屋台が明治末期、あるい は第二次大戦後に衰微

る神輿を担ぐ「十 六人方 」を始め、渡 御を中心に 宮総代

中心となり、特に「みそ ぎ渡御」で天満大 池に投 げ入れ

については「御神輿拾六 人」と記され、後述する 「十六人方」によって

した状況が、この変化に 影響したとも推測される 。これに対して、神輿

担がれている点に変化は ない。

らとともに祭礼の準備や 運営を行う。地区の年配 者 名
1
が「トウニン 」と呼ばれ る総責任者となり 、渡御 行列の

に移転し、その後、神仏 分離令により神社とは分 離され、国安地区に隣

当する。ただし祭礼の円 滑化や安全を図る「警備 」役は、翌年の当番予

白衣狩衣

接する中村地区に移転し ている。この結果、国安 天満神社は「神官によ

定の地区が担当する。

（猿田彦）・御先太鼓（曳く屋台）・（猿田彦）・獅子神楽（獅子舞）・花
笠子供・やつさ太鼓（舁く屋台）・杖拂・物菰・神輿台・御膳長持・提燈・
幟・毛槍・台笠・立傘・弓・杖拂・□□・別当寺（圓光寺）※・太刀・長
刀・太鼓・頭人・白幣・榊・金幣・鉾・猿田彦・警護・神輿（十六人方）

って差配される」（稲美 町史）ことになり、一八 七四年（明治七）には

また絵巻には、「別當寺 」と記された籠も描かれ ているが、これは神

国安天満神社祭礼図絵巻に描かれた江戸後期における渡御行列

表２

の長男などに限定してい た地区もあったという。 現在ではこの世代の人

六人方に選ばれることは 、この地域では名誉なこ ととされ、かつては家

れも赤鉢巻を締め、お旅 所へ渡御の往復に奉仕」 する（稲美町史）。十

体二十歳から三十歳くら いの者十六人」が選ばれ 、「他と区別していず

神輿担ぎの十六人方はこ の祭りの中核的存在であ り、当番地区から「大

方は「白シャツに白パン ツの軽装」

一九八二年発行の稲美町 史で十六人

いは宮総代の法被を着用 している。

が、他はそれぞれの地区 ごと、ある

黒の和服に烏帽子の姿と なっている

法被となっていた。聞き 取りでも明

としているが、二〇一八 年では当番

一方、当番となる地区は 自治会を基本単位とされ るが、複数の自治

確ではなかったが一九七 〇年～八〇

口は少なく、こうした制 約は存在しない。また神 輿の重量が重いため、

会で一地区にまとまって いる地区や、逆に当番村 としては一地区である

年代に現在のように地区 ごとの法被

地区「国安」の地名が入 った専用の

が、祭礼時の宮入（参拝 ）や、これに付随する屋 台や獅子舞などでは個

が定着したものと推測さ れる。

実際には一人より多く選 出されているという。

別の自治会単位となって いる地区も存在する（表 １）。このため、当番
村としては一二地区であ るが、実際に宮入する地 区は一となっている。

七

参 考文 献等

このうち屋台については 現在三地区が所有、獅子 舞は八地区が行われて

稲美町史編集委員会編一 九八二

兵庫県神職会編一九三八

一九八七『加古川市史５ 』加古川市

加古川市史編さん専門委 員編

『稲美町史』稲美町

いるが、これらも宮入す る地区ごとに保存会など が組織され、その維持

国 安天 満神 社 の 秋祭 り の内 容

にあたっている。

六

二〇一八年（平成三０） の秋祭りの次第は以下の 表３にあげた通りで

国立公文書館所蔵「播磨 国絵図」一七〇二（元禄 一五）

二〇〇七『東播磨の 文化財』

加古川総合文化センター 博物館図録

加古川総合文化センター 編

（国立公文書館デジタル アーカイブ）

国立公文書館所蔵「播磨 国絵図」一八三八（天保 九）

や獅子舞が奉納される地 区がある一方、氏子が宮 入するだけの地区も存

『兵庫県神社誌中巻』臨 川書店

境内警備終了

（国立公文書館デジタル アーカイブ）

ある。宮入する地区は一 五地区であるが、前述の ように屋台が出る地区

境内警備開始

在する。また宮入りの順 番も十六人方を除けば、 明確に決まられておら
ず、およそ神社に到着し た順となっている。渡御 については、江戸期の
絵巻で渡御行列に描かれ ていた屋台が、現在は参 加せず、渡御の間に神
社境内で練りを行ってい る。祭礼に参加する服装 について、渡御に参加
する御幣などを持つ宮総 代の一部やトウニンは、 江戸期に類似した白や

境内警備開始
神楽殿
社殿内
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表３

備考

社務所

禊渡御

境内警備終了

時間
行事
15:30〜 子供神輿奉納
屋台太鼓（岡西・国岡）宮入
18:30〜
各自治会の宮入
宵宮 10月6日（土）
19:00〜 屋台太鼓の練り
19:30
十六人方の宮入
22:00
初宮参り
8:30〜 屋台太鼓（岡西・国岡）宮入
各自治会の宮入
9:15〜 屋台太鼓の練り
10:00〜 十六人方の宮入
10:15〜 獅子舞奉納（岡西・国安・十七丁・蛸草・国岡・六分一・岡東・北山）
11:00〜 祭儀（氏子総代・自治会長ら参加）
昼宮 10月7日（日） 12:15〜 屋台太鼓の練り
12:30〜 直会（氏子総代・自治会長ら参加）
13:15〜 渡御・禊神事準備（神輿を社殿に運ぶ）
13:45〜 神輿の練り（社殿を3周、天満大池に投げ入れなど等）
渡御行列・御旅所での神事・獅子舞奉納
15:30〜
屋台太鼓（岡西・国岡）宮入
16:45〜 渡御神社に戻り、神輿の練り
17:00

月日曜日

祭礼

名称

数 珠繰 り

一

金子

直樹

なっている 。

数珠繰り は前項 の通り 愛宕神社（ 愛宕権 現）の 行事である が、同 社の

祠は古墳時 代に造 られた 円墳の上に 鎮座し ている 。このため 、この 古墳

の名称は愛 宕塚古 墳（兵 庫県指定史 跡）と 呼ばれ ている。二 四日に は同

社の前にブ ルーシ ート（ 昔は筵 む
( しろ ）
)を敷い て、数珠繰 りを行 うが、
雨天などの 際には 地区内 の公民館で 実施す る。二 〇一八年（ 平成三 〇年）

既存の郷 土誌等 では「 数珠繰り」、あるいは「愛 宕盆」と表記 されて お
り、地元の 方々へ の聞き 取りでも確 認でき た。前 者は数珠を 回す所 作に

と一九年（ 令和元 年）は 、雨天のた め両年 とも公 民館で行わ れた。

数 珠 繰 り の特 色

数珠繰り の特色 は、地 蔵盆や寺院 行事な どで行 われる念仏 を唱え なが

ら行う数珠 回しを 愛宕神 社の行事と して実 施して いる点にあ る。前 述の

三

由来、後者 は祀ら れてい る愛宕神社 （愛宕 権現） の行事であ ること に加
え、神仏習 合的理 解では 祭神の本地 仏が勝 軍地蔵 である点、 近畿地 方で
広く確認さ れる「 地蔵盆 」の行事に おいて 、同じ ような数珠 回しが 行わ
れる点など から付 与され た名称と考 えられ る。一 方、地元で は愛宕 神社
の祭礼とい うこと で、単 に「アタゴ サン」 と呼ぶ とも聞かれ た。

ように、愛 宕権現 の本地 仏が勝軍地 蔵であ り、実 施期間が重 なるこ とか
数珠繰り は毎年 八月二 四日の夕刻 から夜 に行わ れている。 この日 は近

暦）の地蔵 祭を愛 宕祭と も呼称する 例（日 本民俗 大辞典）や 、京都 府・

実際、現 ・京都 府京丹 後市峰山町 周辺で は江戸 後期に七月 二四日 （旧

ら、特に地 蔵盆行 事との 関連性を強 く感じ させる 。

畿地方で一 般的な 地蔵盆 が行われる ことか ら、祭 神を地蔵と 理解し てい

兵庫県にま たがる 丹波地 域・兵庫県 の但馬 地域な どでは、地 蔵盆と 同時

実 施 期 間 ・実 施 場 所

たと考えら れる。 ただし 、この行事 を行っ ている 播磨町野添 の鹿の 川地

期に各地の 愛宕権 現を勧 請した堂社 に関連 する行 事が行われ ており 、両

二

区には、地 蔵二躰 （聞き 取りでは一 躰はダ イシサ マという） を祀る 地蔵

ただこれ らの行 事の多 くは、愛宕 特有の 火防せ のカミとい う性格 にも

者が密接な 存在で あるこ とを感じさ せる。

う。通常、 地蔵盆 では二 三・二四日 の両日 か、二 四日のみ実 施され るこ

とづき松明 などを 燃やす 火祭りであ り、地 蔵盆の ように地蔵 の彩色 や供

堂が公民館 に隣接 し、こ ちらでは前 日の二 三日に 祭祀を行っ ている とい
とが多く、 二三日 のみと いうのは珍 しい。 これに は、行事の 類似し た愛

物や花など を飾り 、時に 数珠回しを 行うと いった 点を見出す ことは でき

も、あくま で地蔵 盆に類 似した行事 と捉え られる 。

ない。この ことか ら数珠 繰りは、愛 宕と地 蔵の親 和性に影響 を受け つつ

宕の数珠繰 りの存 在が影 響した結果 と思わ れる。
一般的な 地蔵盆 は、地 蔵が子供を 守護・ 救済す るという理 解から 、子
供中心の行 事とい う性格 が明瞭であ るが、 数珠繰 りは鹿の川 地区で 組織
されている 愛宕講 の関係 者（大人） による 行事と なっていた 。ただ し、
約三○年前 から地 区の子 供会の行事 として 数珠繰 りが導入さ れるよ うに

く。さん まんだ。 ばさら だ。せん だ。ま

かろしやだ（ まからし や あたん）。そわ た

数 珠 繰 り の歴 史 と 概要
数珠繰り がいつ 頃始め られたか、 その歴 史を示 す具体的史 料は確 認で

や。うんた らた。かん ま ん。」と、不動 明

以上のこ とから、 郷土誌 では江戸後 期の天 明

たとみられ る（蓋 には本 願人や施主 名が記 載）。

二二日（ 当時の暦 では八 月八日）に 作成さ れ

があり、 これが一 七八四 年（天明四 年）九 月

行われるが 、これ はネン ブツコウと もいい 、女性 が中心に念 仏を唱 える

に祭祀され ている ダイシ サマ（地蔵 二躰の 一躰） に関してダ イシコ ウが

している。 現在で も鹿の 川地区では 、毎年 三月二 一日に前述 した地 蔵堂

別の行事 にも使用 されて いたこと を示唆

たであろう とは想 像され る。

めることは できな いが、 複数の行事 の一つ として 数珠繰りも 含まれ てい

という。よ って厳 密には 、この数珠 のみで は今回 の数珠繰り の創始 を決

（『阿閇の 里』）。
ただし 数珠の作 成日は 、数珠繰り の期日 と

は、表に ①と

らに箱の 中に

ている点 、さ

梵字が記 され

は不詳だ が、その 他のも のは大半 が近代

た棟札な どが確認 できる 。地蔵の 作成年

一九八三 年（昭和 五八年 ）に祠を 改築し

都の愛宕 神社のも のと思 われる守 礼や、

ている他、
「阿 多古祀 符

愛宕神 社の祠に は小型 の厨子に 石にレ

して数珠 繰り

以降のも のと思わ れる。 また二〇 一九年

は異なる 秋の彼岸 となっ ている点や 、数珠 を

の際に唱 える

（令和元 年）は、 雨天に より鹿の 川公民

リーフ状 の地蔵が 御神体 として安 置され

写真３ 数珠を入れた箱の底面
に記載された梵字

入れた箱 の内底に 大日如 来を示すと 思われ る

「なむあ たご

館で数珠 繰りを実 施した が、この 際に普

火迺要慎」と 京

さんだい ごん

段は使用 しないも のの公 民館に保 管して

いる「愛 宕大神宮 ・勝軍 天熊人大 神・若

げ」、裏 に②と
して「の うま

鹿の川公民館に保管されている掛け軸

写真５

四
きないが、 愛宕神 社につ いては、一 七五〇 年（寛 延三）の野 添村明 細帳

メモ書き が入れら れてい る。これ らは、

王と思わ れる真言 がマジ ックで記 された

行事に使 用する数 珠を保 管する箱の 裏に「 天

数珠が必 ずしも数 珠繰り だけでは なく、

には記載さ れてい るとい う（「二三 〇年続く 愛宕 塚の数珠繰 り」）。 また、
仲秋 八月彼 岸中日調之 」の記 載

明四甲辰 歳

愛宕神社の祠内

写真４

年間には 数珠繰り が行わ れていたと してい る

数珠を入れた箱の裏書き
写真１
数珠を入れた箱（蓋）の裏書
写真２

と推定され る。

の記載はな いが、 大神宮 などと記さ れてい ること から、近代 以降の もの

宮火皇産大 神」と 記され た掛け軸を かけて 行事を 行った。こ れも年 代等

事の維持が 困難に なって きていると いう。

農家層の若 い世代 はこう した行事等 に関わ らない 人も出てき ており 、行

せざるを得 ない状 態とな ってきた。 しかも 世代が 変わるにし たがい 、旧

一方、約 三〇年 前から 子供会の行 事とし て数珠 繰りを行う ように なっ

により近年 では一 〇軒弱 に減少した という 。これ に対して、 主に高 度経

いる。かつ ては三 〇軒以 上の家で構 成され ていた が、転居や 高齢化 など

で組織され ている もので 、ほぼ二つ の名字 のメン バーのみで 構成さ れて

鹿の川地区 が現在 のよう に住宅地化 する以 前から 定住してい た旧農 家層

数珠繰り は、愛 宕講に 所属する人 々によ って担 われてきた 。これ は、

配られる。 当初は 子育て 世代が多か ったの で、参 加する子供 も五〇 人以

講関係者の 主導で 行われ 、終了後に 参加し た子供 に子供会か らお菓 子が

わせて、子 供用の 細い数 珠が新しく 用意さ れた。 数珠繰り自 体は、 愛宕

に類似して いたこ とも背 景にあった と思わ れる。 子供会行事 の開始 にあ

本的に大人 中心の 行事で あるが、そ の実態 が子供 も多く参加 する地 蔵盆

が自治会や 子供会 との合 意により始 められ たよう である。数 珠繰り は基

た。これは 人口増 加によ る地域社会 の変貌 に対応 して、愛宕 講の関 係者

済成長期以 降に転 居して きた新住民 などは 加入し ていない。 鹿の川 地区

上にのぼり 、数珠 繰りを 二・三回実 施して いたが 、近年は一 〇～二 〇人

数 珠 繰 り の維 持 組 織

限定の人口 推移は 未確認 であるが、 播磨町 全体で は昭和四〇 ～五〇 年代

前後の子供 が参加 してい るようであ る。子 供会の 参加により 、数珠 繰り

五

にかけて人 口が三 倍以上 に急増した 。これ は町内 臨海部の工 場地帯 の整

以下は 二〇一 九年（令 和元年） 八月二四

数 珠 繰 り の内 容

はより地蔵 盆に近 似した 行事となっ ている 。

六

備、および 神戸・ 大阪へ の通勤圏化 などに より、 播磨町全体 で急速 な住
宅地化が進 展した 結果で あった。鹿 の川地 区も昔 は農村であ ったが 、現
在、一体は ほぼ住 宅地と なっている 。よっ て、愛宕 講による数 珠繰り は、
現在の地区 全体で はごく 限られた家 の関係 者によ って維持さ れてい る状

所属して、 毎年ト ウバン を決めて、 その維 持管理 を行うとと もに、 祭礼

だが、彼ら は同時 に稲荷 講や地蔵講 など、 旧来か らの信仰組 織に同 時に

取りによれ ば、数 珠繰り に関しては 確かに 愛宕講 という組織 による もの

これは旧 農家層 が新住 民に対して 排他的 であっ たためでは ない。 聞き

周囲に照 明ライ トを取り 付け、数 珠繰りを

川愛宕講 」と書 かれた提 灯を祠に二 つ掲げ、

具類を出し て準備 を始め る。「御 神燈

り、愛宕 神社の 祠内部に 保管され ている道

当日の一 六時頃 から愛宕 講の関係 者が集ま

日に行わ れた数 珠繰り行 事の次第 である。

日には全員 で祭祀 行事を 行っている という 。つま りこれらの 講は、 特定

座って行 うため に祠の前 にブルー シートを

態である。

の信仰とい うより 、農村 であった鹿 の川地 区の社 会的な組織 の一部 と考

敷く。子 供会の 行事は一 六時四〇 分に集合

鹿の

えられる。 このた めに、 数珠繰りは 特定の 家の関 係者のみに よって 維持

愛宕神社前での数珠繰りの準備

写真６

所を変更し 、用意 した照 明やカバー は祠に 収納さ れた（二〇 一八年 （平

して、始め る予定 であっ たが、雨が 降って きたた め、近隣の 公民館 に場
を行った）。

となった （関係者 はその 後直会的 な飲食

成三〇年） は台風 接近の 影響で最初 から公 民館で 実施）。

分頃から数 珠繰り が開始 された。数 珠を回 す回数 は本来一〇 八回だ とい

民館に集合 した。 一階の 広いフロア に子供 用の数 珠を用意し 、一七 時五

ながら、 数珠を回 す。数 珠の中に 大きな

り、
「なむあた ごさん だい ごんげ」と唱 え

数珠繰 りは、数 珠の周 りに参加 者が座

基本の所作

うが、長い ので五 〇回に 短縮して行 われた 。直接 的な参加者 は子供 一六

数珠があ り、これ が回っ てきた参 加者は

七

人、保護 者二人 、愛宕講 関係者で 主導約一

数珠を持 ち上げて 祈りを 行う。主 導役が

一七時前 に子供 たちと 保護者、片 付けを 行って いた愛宕講 関係者 が公

人と数え 木で回 数を確認 する一人 、計二〇

最初に大 きな数珠 を持っ て始まり 、これ

八
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一九 九九『日本 民俗大 辞典』 吉川弘文館
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靖
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一九八二 『阿閇 の里』 播磨町

数珠を丸め 、唱え ごとを 発しつつ参 加者の 背中を なでて回る 。

ち一度に五 〇回分 数えら れる）を動 かして いく。 その終了後 に主導 役が

が戻ってき たこと で一回 とし、回数 の確認 役が数 え木（五〇 個、す なわ

人であっ た。数 珠回しの 終了後、 主導役が
数珠をま とめ、 魔除けと して参加 者の背中
をなでて 回り、 行事は終 了した。 子供たち
は子供会 の役員 から用意 されたお 菓子をも
らって一 七時三 〇分頃に 一旦解散 となっ た。
一九時前 になって 、今度 は愛宕講 関係者
九人が公 民館二 階の和室 に集合し た。数珠
を用意し 、また ここに保 管されて いる「愛
宕大神宮 ・勝軍 天熊人大 神・若宮 火皇産大
神」と記 された 掛け軸（ 通常の祠 の前で行
う場合は 出さな いものと いう）を かけて、
一九時過 ぎに数 珠繰りを 開始した 。ここで
も五〇回 に省略 して行わ れ、終了 後にやは
り主導役 が数珠 をまとめ 、参加者 や見学し
ていた播 磨町立 郷土資料 館関係者 や筆者の
背中をな でて回 り、一九 時三〇分 前に終了

数珠繰りの数え木

写真９

No.
542

数珠繰りの様子１
写真７
数珠繰りの様子２
写真８

小栗栖

健治

四

祭り・行事の歴史と概要

が、鬼踊りの教本や記録など史料は伝えられていない。明治の初め頃と

鬼踊りは寺伝によ れば平安時代 の末期に始まったと伝え られている

祭り・行事の名称

戦時中の昭和一八年に一時中断したと伝えられている。昭和四一年の奥

実施期間・実施場所

年二月の第一日曜に行われることになった。かつては、正月三日に追儺

の院の落慶法要を機に復活し、昭和四八年から旧暦の正月に合わせて毎

追儺式鬼踊り

蓮華寺の追儺式鬼踊り

一

二

式と鬼踊りが行われていたと伝えられている。

転読法要

法要終了後、大鬼子鬼が鎮守社の鎮守社に参拝する。一四時

当日の概要は次のとおり。一三時三〇分頃に僧が出仕し、大般若経の

二月三日（毎年二月第一日曜）
蓮華寺（三木市口吉川町蓮花寺一八八 真言宗）
本堂・鎮守社（祭神：牛頭天王）

三〇分頃から大鬼子鬼による鬼踊りが始まる。大鬼は踊りを終えると柱

の一つである。当日の行事は、大般若経の転読、鬼踊り、花取り、面か

行事として行われるもので、蓮華寺の追儺式鬼踊（以下、鬼踊り）もそ

鬼追いと総称される行事が伝承されている。鬼追いは、修正会の結願の

兵庫県の播磨・摂津・丹波地方には天台・真言の密教系寺院を中心に

花を取り合う。この花を財布に入れておくと小遣い銭には不自由しない

桜の花を飾り付けた桜の枝が降ろされ、参拝者は「花とり」といって、

た一五時一五分頃、
「花とり」が始まる。本堂外陣の天井に吊された紙の

から逃れることができるお守りとして信仰されている。鬼踊りが終わっ

って松明を拾う。この松明は鴨居や玄関の上に置き、その下を通ると厄

に松明を叩きつけて火を消し参拝者に松明を投げつけると、参拝者は競

ぶり、餅まきとなっている。鬼追いは、大般若経等の転読、鬼、餅、花、

お守りになると伝えられている。この後、一五時二〇分頃、厄除けとし

祭り・行事の特色

牛王宝印を基本要素として構成される。蓮華寺の鬼踊りでは牛王宝印は

て希望者には大鬼の面を被せる「面かぶり」が行われる。最後に行われ

三

用いられていないが鬼追いの基本構成を受け継ぎ、本堂の内陣と外陣の

る餅撒きは一五時二五分頃、本堂の縁から紅白の餅が撒かれ、鬼踊りは

「面かぶり」は、昔は子どもの虫おさえと言われていた。また、昔は

荘厳も鬼追いとしての情景をよく伝えている。子鬼が登場する鬼追いは

なお、参考文献が記す「鬼株」については現在では行われておらず、伝

鬼踊りに女性が来られることもなく「面かぶり」もしていなかった。今

終了する。

承も受け継がれていない。
「勘兵衛さんでないと赤鬼は踊れない」という

は厄除けとして行っているという。

いくつか見られるが、芸能としての役割を整えているのは気象である。

伝承については、赤鬼を勤める家は代々世襲されていたと伝えられてい
る。三木市指定文化財（平成一四年四月一九日指定）
。

きさは直径五六～五七㎝くらい。餅の

六升取りの餅と言われている。餅の大

鬼踊りは、かつては門前の村である蓮華寺村のみで行ってきた。復活

上に樒の枝を置き、その上から２枚の

祭り・行事組織

後も大鬼は蓮華寺村において行ってきたが、平成九年から蓮華寺の檀家

板で挟み、両端を藤蔓で括る。餅を挟

五

のいる蓮華寺、馬場、殿畑、大島、桾原、桃坂、大柿、東、保木、東中、

む板の表には「奉転読大般若経六百巻」
、

至法界平等利益」と墨書されている。

西中、桃津の一二か村（追儺式鬼踊り奉納者名簿）で行うようになった。

から六年生の男子が選ばれていたが、子どもの減少により平成十八年か

大鏡餅は現在では餅屋に依頼するが、

裏には「天下泰平五穀成就万民豊楽乃

ら女子も参加するようになった。

のは大鬼の役であったという。長押に吊すのは、現在も大鬼の役となっ

かつては寺が米を蒸して用意し、搗く

六

大鬼は、赤鬼一、黒鬼一、青鬼二の四匹が登場する。赤鬼と黒鬼は夫

①大鬼

（二）鬼の衣裳

いる。

大鬼を出す地区と蓮花寺地区が準備していたが、現在は業者に発注して

鬼が持つ松明は一五束準備される。木の種類はハゼの木で、かつては

た外陣の四本の柱と内陣と外陣を仕切る長押の間である。

地区と総代によって行われる。鬼踊りの舞台となるのは、注連縄を張っ

に設けられた滑車によって吊り下げられる。吊り下げは、前日に蓮花寺

は千五百本である。花は金具によって打ち抜かれる。完成した花は天井

ラは大鬼の地区が奉納し、花は寺が作る。紙縒りは外注するが、その数

桜の花に打ち抜いた花を作り、紙縒りをとおして結びつける。ヤマザク

外陣の天井に鬼の花が吊り下げられている。ヤマザクラの枝に色紙を

け、寺院や村の人に分けた。

ている。大鏡餅は鬼踊りが終わると五〇（昔は二五〇）くらいに切り分

内陣と外陣の仕切りの仕切りに大鏡餅が吊り下げられている
（写真２）
。

支度は宮殿裏で行われる。

設けられ、右方は鬼踊りの際に叩かれる太鼓と半鐘の場所となる。鬼の

六百巻を一五の座席に分けている。内陣左方には「大鬼子鬼家族席」が

護摩段の左右には、
大般若経を転読する結集・法類の僧の座が設けられ、

の束、餅撒きに用いる紅白の餅がある。

「大般若祈祷札」
「厄除たいまつ」
、松明

いる。護摩段の左右には、開運厄除けの

いる。供花には紙の桜の花が添えられて

護摩段との間に鬼面（四面）が奉られて

六善神（般若菩薩）の軸を掛け、手前の

と外陣に仕切られている。宮殿に釈迦十

は次のようである（写真１）
。本堂は内陣

当日、鬼踊りの場となる本堂の荘厳等

（ 一）準備

祭り・行事の内容（衣裳・付属する行事等）

長押に下げられた大鏡餅

写真２

その背景には過疎等の人口減少があるようである。子鬼は小学校四年生

写真１ 本堂内陣の荘厳

褌、黒鬼は晒木綿をねじり合わせた帯をする。赤鬼は打ち出の小槌、黒

上下続き（つなぎ）衣装を着る。赤鬼と青鬼は晒木綿をねじり合わせた

婦、青鬼は家来と言われる。鬼の衣裳はそれぞれの面の色にちかい麻の

つ」・
「てんとう」は短い棒を使う。最

子鬼の持つ棒は「四方拝」と「いくない」は短い棒、
「こめつき」
・
「てん

⑨子鬼の「てんつ」
、⑩赤黒青青の四匹、⑪子鬼の「てんとう」と続く。

鬼の「いくない」
、⑥赤鬼と青鬼、⑦子鬼の「こめつき」、⑧黒鬼と青鬼、

鬼踊り次第

鬼は斧、青鬼は太刀を取り、踊りに応じて松明を持つ。赤鬼の面の内側

後の⑫赤黒青青の四匹による「餅切り

の踊り」の最後の場面では、赤鬼が松 一、鎮守社参拝
明と打ち出の小槌で大鏡餅を清めると、 一、清めの踊り

赤

赤青

子鬼

一、てんつ

一、大鬼

一、こめつき

一、大鬼

一、いなくい

赤黒青青

子鬼

黒青

子鬼

赤青

子鬼

黒青

一、大鬼

子鬼

以上

如意山蓮花寺

二月第一日曜吉辰

一、餅まき

一、面かぶり

一、花とり

一、餅切りの踊り 赤黒青青

一、てんとう

黒鬼は斧を取りだして餅を切る所作を 一、大鬼
終えると、鬼踊りは終わる（写真４）
。 一、四方拝
一、大鬼

全

に「本地愛染明王面本願積善坊老僧宥順、作者御木所伝右衛門為守、于
時慶長一二年（一六〇七）八月吉日」の墨書銘がある。なお、鬼踊りに
は使われないが、同作と推測される雨乞い祈願に用いられる「山の神」
の面が伝えられている。
②子鬼

写真４ 黒鬼の餅割り

子鬼は四人登場する。紺絣の着物に朱色のモンペ（股引き）をはく。
頭に鳥兜を被り、白鉢巻きをする。白襷に手甲を着け、白足袋に草鞋を
履く。口に樒をくわえる。
それぞれ長短どちらかの綾巻きした棒を持つ。
（三）鬼踊り
本堂内陣での大般若経の転読法要が終わると、鬼踊りが始まる。本堂
に張り出された鬼踊りの次第は下記のとおり。
まず、大鬼と子鬼は鎮守社へ向かう。大鬼は返閇を繰り返し、子鬼は
四方拝を踊る。本堂に戻ると、外陣で
の鬼踊りが始まる。大鬼・子鬼は内陣
右から外陣へ入場する。杖を持つ役の
者に先導されて入場し、この杖で床を
叩く音を合図によってそれぞれの鬼踊
りが始まる。最初は赤鬼による本堂を
清める①「清めの踊り」が行われる。
この後は、②赤鬼と青鬼、③子鬼の「四
方拝」
（写真３）
、④黒鬼と青鬼、⑤子

子鬼の「四方拝」
写真３

この後、四匹の鬼は内陣右方の柱に結んだ鬼の花の綱を解き、外陣天

八
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井の鬼の花をゆっくりと下ろし始める。観衆はわれさきにと花の取り合
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いがはじまる（写真５）
。あらかたの花が無くなると、鬼の花は天井に戻
される。続いて、赤鬼と黒鬼の役をした者が面を持って踊り場に立ち、
「面かぶり」が行われる（写真６）
。
「面かぶり」が終わると鬼役や役員
は縁に出て餅を撒き、活況のうちに全ての行事を終える。

基本の所作

ら入場し、踊りが終わると外陣の北側から出て行く。

外陣の北側から出て行く。また、子鬼も杖の者に先導されて内陣右方か

る。観衆は、それを拾おうとしてひしめき合う。投げ終えた後、大鬼は

柱の所へ来ると同様に松明を柱に叩きつけた後、観衆に向けて投げ上げ

ほど叩きつけた後、観衆の頭上に投げ上げる。また、踊りが終わり北の

央に立つ。踊りが進むと、まず南の柱に燃えさかる松明を三回から五回

七

面かぶり
写真６

大鬼は杖の持つ者に先導され、内陣右方（南）から入場し踊り場の中

写真５ 鬼の花（桜の花）を取り合う

鞴祭

一

名称
ふいごまつり

岡本

真生

三木市の金物神社における「 鞴 祭 」は、神事、火入式、刃物供養祭

三

特色
（一）三木市 の金物産 業

三木市の主要 産業の一 つ として、大工 道具を中 心 とする金物産 業が挙

げられる（ 註２）。「 播州 三木打刃物 」は経済 産業 大臣から伝 統的工芸 品

として指定 されてい る。 また「播州 三木の鍛 冶用 具と製品」 は文化庁 か

ら登録有形民 俗文化財 と して登録され ている。
（二）鞴（送 風機）を 用 いた祭礼
かつて鞴 と呼ばれ る送 風機は金物
の鍛錬工程 のなかで 必要 不可欠であ
ったが、機 械化がす すみ 、現在では

実 施 日・ 実 施 場 所

の総称である 。

二
（一）実施日

実用されて いない。 しか し、金物の
まちとして 知られる 三木 市では、三

鞴祭といえば 、かつて は 一一月八日で あった。 そ の後、三木市 を代表
するイベント「三木金物 まつり（註１）」とあわせ 、一一月の第 一日曜日

木金物古式 鍛錬技術 保存 会の内部の

こ

り

ど め の みこと

か な や ま ひ こ の みこと

歴 史 と概 要
（一）金物神 社

金物神社 の創建に つい て、当時の 詳細な資 料は 現存してい ない。小 西

の番匠が出場 して厳か な 火入式が行わ れる」と い う。

祭（原文マ マ）には 、三 木鋸工業、 三木利器 工匠 具の両組合 から三名 宛

以て、本社 前に瓦葺 鍛練 場が新築せ られ、そ の後 毎年十二月 八日の吹 子

神社が建立 せられ、 越え て二十五年 十二月中 、業 者の寄附金 十數万圓 を

（一九五三 ）による と、「昭和十年 三木町上 の丸 公園に金山 （原文マ マ）

四

番制で「火入 式」を実 施 する。

いまでも送 風機（鞴 ）を 用いて、年

五部会（鋸・鑿・鉋・鏝・小刀）が、

に実施され ていたが 、二 〇一六（平 成二八） 年以 降、現在に 至るまで 、
』〕。
NEXT

一二月の第一 日曜日に 実 施されている 。〔「昔 なが らの鍛冶作業 再現 鞴 ま
つりで古式鍛 錬奉納」 二 〇一六年一一 月三〇日 『 神戸新聞
（二）実施場 所
現在、三 木市の「鞴祭 」と いえば、金物神社 で実施 される祭礼を 指す。
金物神社は、一九三五 （ 昭和一〇）年 に創建され た神社であり 、国指定

あ め の ひ と つ め の みこと

史跡の三木城 本丸跡の 南 側、三木 上の丸稲荷 神社 の東隣に位置 している 。

し

祭神は、鍛冶の神 とされ る天目一箇 命 と、製 鋼の神と される 金山毘 古 命 、
い

鋳物の神とさ れる 伊斯許理度売 命 の三神 である。
境内にある古 式鍛錬場 で 、鞴祭の一特 色である「火 入式」が行わ れる。

火入式

写真１

て替えられ た。一九 九〇 （平成元） 年には、 その 規模を拡張 して建て 替

一九六〇（ 昭和三五 ）年 に台風で倒 壊し、一 九六 五（昭和四 〇）年に 建

瓦葺の古式鍛 錬場は、 一 九五〇（昭和 二五）年 、 境内に建てら れた。
社に詣る」と ある。

品物は仕事 の取引先 にも 配る。八日 は鍛冶仕 事も 休みで、近 隣の稲荷 神

以前は三木 城跡にあ る府 内中将稲荷 大明神） に詣 り、供える 。これら の

の神域に六 四基、境 内に 四基、あわ せて六八 基の 「お塚」が 存在して い

ところで、上 の丸稲荷 神 社の社殿を囲 む直径約 四 〇メートルの 円状丘

現在、金物神 社での鞴 祭 は、久留美の 八雲神社 の 宮司が兼務し ている。

る。鞴祭の 日には、 各地 の稲荷神社 だけでな く、 こうした「 お塚」へ も

えられ、現在 に至って い る。
しかし、か つては金 物神 社の西隣に 隣接して いる 、上の丸稲 荷神社の 宮

参拝したこと が記録さ れ ている。該当 箇所を引 用 する。

上の丸稲荷神 社に着く 頃 には丁度参拝 者のピー ク 刻で長い石段 は人で

司（岡村貞治氏）が 兼務 していた。岡村宮 司が発 行したリーフ レット「金
物神社古式 火入式神 事に 就て」の「 金物神社 祭典 」の項には 、一二月 八
日の「例祭 」以外に 、四 月八日の「 春祭」、そ し て毎月八日 に「月次 祭」

冶の景気を 祈り、弟 子た ちは早く一 人前の職 人に なれますよ うにと神 様

一杯で、押 し合う様 にし て石段を登 り社頭に 佇め ば、お供物 の赤飯と 揚

しかし、現在 、金物神 社 における祭礼 は鞴祭の み である。

にお願いす るのであ る。 上の丸神社 には他に 百体 くらいのけ ん族さん の

との記述が あること から 、少なくと も昭和五 〇年 当時までは 、金物神 社

（二）上の丸 稲荷神社

稲荷さんが 祀られて いる ので、ぐる っと一回 りし てお参りを 終わり、 い

げの三角の 山で凄ま じい お賽銭の雨 に打たれ なが ら、親方や 職人達は 鍛

上の丸稲 荷神社に は、 保食神、蒼 魂神と稚 産霊 神の三神が 祀られて い

よいよ帰路 になる雲 龍寺 伝いに月輪 寺に出て 、境 内に祀られ ている知 恵

では祭礼が年 三回執り 行 われていたと 思われる 。

る。上の丸 稲荷神社 の創 建時の経緯 等は明ら かで はないが、 戦国時代 に

の文殊さん にお詣り して 、次に羽場 の一本杉 稲荷 神社に立ち 寄り、三 本

一九九一

つまり、 かつて鞴 祭の 日には、鍛 冶屋たち が、 上の丸稲荷 神社をは じ

八〇〕。

後は氏神社で早暁詣りの打ち止めとなるわけである〔澤田

弟子達はぼ つぼつ顎 を出 し始める頃 、在所の 村の 稲荷神社を まわり、 最

しかしその頃 には夜明 け の寒気と空腹 と、そし て 歩き疲れも加 わって

覆われて、ま ことに清 浄 な夜明けであ る。

松稲荷社に お詣りす る頃 には白々と 明け始め て来 て、一面真 っ白な霜 に

別所長治が京 都の伏見 稲 荷から勧請し て創建し た と伝えられる 。
『美嚢郡誌』
〔一九 二五 〕には、
「鞴祭ハ三木 本町 年中ノ一大行 事ナリ。
町内ハ勿論 付近村落 モ鍛 冶職ハ皆業 ヲ休ミ七 日夜 半ヨリ八日 佛暁ニ至 マ

兵 庫県民俗文化 財分布調 査 表には、三木 市芝町

デ当社ニ参 詣スルモ ノ引 キモキレズ 、年当番 者ハ 此ノ夜社殿 ニ徹夜ス ル
ヲ常トス」と ある。
昭和五六・五 七年度

の男性（大 正八年生 まれ ）からの聞 き取り内 容が 記録されて いる。そ れ
ス払いをし 、フイゴ の上 にミカン・ 赤飯・油 あげ ・神酒を供 える。ま た

めとする稲 荷社や稲 荷の お塚へ参拝 し、みか んや 赤飯を供え ていた。 な

によれば、
「『 フイゴマツ リ』十二月八 日」には、
「 七日午前中仕 事場のス
七日はヨイ マツリで 、ミ カン・赤飯 を金物神 社（ 昭和十年に 建立、そ れ

お、当時を 知る人に よれ ば、みかん は貴重な ビタ ミンシーと して認知 さ

三木商工会 議所、三 木工 業協同組合 、三木金 物卸 商協同組合 の代表者 に

玉串奉奠は 、三木市 、三 木金物神社 奉賛会、 兵庫 県議会、三 木市議会 、

鍛冶（四名） が紹介さ れ た。

よって行わ れた。そ の後 、奉賛会会 長・市長 によ る挨拶が行 われ、御 番

れ、この日は 「鍛冶屋 の 正月」といわ れていた と いう。
しかし、一九 五〇（昭 和 二五）年に古 式鍛錬場 が つくられて以 後、金
物神社で、毎 年、火入 式 が実施される ようにな っ た〔小西一九 五三〕。

御番鍛冶のな かでも「 横 座」の担当者 が、拝殿 に 灯した火を宮 司から

授かり、古式 鍛錬場の 火 窪の炭に火を 熾し、火 入 式へと移行し た。

二〇一九 年現在も 、鞴 祭の当日に 、お塚へ 参拝 する鍛冶屋 も存在す る
が、その數 は極端に 少な くなったと いう。い まで は、三木市 の鞴祭と い

鍛錬できる よう火を 高温 にさせる。 横座は、 鞴係 の横に座り 、火をみ て

まず、鞴係が 、手動式 の 鞴を前後に動 かすこと で 、火窪に風を 送り、

に、鞴係は横 座の左隣 に 着席し、先手 の二名は 横 座の右斜め前 に立つ。

御番鍛冶は、 横座、先 手 、先手、鞴係 の四名で あ る。横座は火 窪の前

（二）火入式

組織
（一）三木 金物神社 奉 賛会
三木市の 金物の製 造、 卸、メーカ ー、運輸 、販 売に関わる 企業が参 加

工匠具製造 の技術を 継 承するための 保存会で あ る。なかに 五部会（ 鋸、

（二）三木 金物古式 鍛 錬技術保存会

タイミング と場所を 大槌 で叩き、四 役が協同 して 、一つの工 匠具を鍛 錬

鍛錬する場 所とタイ ミン グを指示す る。先手 の二 名は、横座 の指示す る

の中から鍛錬 する鋼を 取 り出す。火 窪片手で 小槌 を握り、先 手に対し て、

鞴係に風量 調整の指 示を 出すととも に、火窪 と鋼 の状況を目 視し、火 窪

鑿、鉋、鏝 、小刀） が存 在しており 、月番制 によ って古式鍛 錬が実施 さ

前に設置さ れた護摩 壇に 、火を移す。

火入式の後、 御番鍛冶 が 金物資料館

（三）刃物供 養祭

う（註３）。

から装束の 色は変更 され ていないとい

必要に応じ て作り替 えて はいるが、昔

名は、白色 の装束を 着用 する。装束は

ジ色の装束 を着用す る。 横座以外の三

装束について は、横座 の み、オレン

していく。な お、鍛錬 の 工程は、工匠 具によっ て 異なる。

六 祭り・行 事の内 容（衣 裳・付 属
する 行 事 等）
（一）神事
神事の一連の 流れは、修 祓、宮司一拝 、
献饌、祝詞奏上、献幣、玉 串奉奠、撤饌、
宮司一拝、 奉賛会改 帳挨 拶、御番鍛 冶の
紹介である。
二〇一八年 一二月二 日（ 日）の場合、

写真３

刃物供養祭

れている。

している組織 であり、 金 物神社におけ る鞴祭を 運 営している。

五

えば、金物神 社の鞴祭 、 とくに火入式 を指す場 合 が多い状況で ある。

神事
写真２

八雲神社の宮 司がお祓 い をし、
「三木金物 まつり」にて市民から 寄せられ

七、内と外 の鋸では 温度 は異なるた め、途中 で入 れ替える。 湿らせて 柄

思文閣出版

二〇 一〇『伝 統 産業の成立と 発展―播 州 三木金物の事 例―』

参 考 文献
桑田優

一九二八 『 播州特産金物 発達史』 工 業界社

八

八、最後に、 横座がな ら し打ちをして 終了とな る 。

が抜けないよ うにする た め、先手は途 中で大槌 を 水につける。

基 本 の所 作

た刃物の供養 を執り行 う 。

七
「金物のまち 」と称さ れ る三木市では あるが、 昔 のように、日 常的に
鞴等を用い た古式鍛 錬技 術を駆使し 、工匠具 を製 造している 企業はほ と

小西勝治郎

んどみられ ないとい う。 そこで、伝 統的な設 備や 道具を使用 する工匠 具
の製造技術を 継承して い くため、三木金 物古式鍛 錬技術保存会 では、
「古

一九五三 『 三木金物誌』 三木金物 誌 刊行会

八〇

二〇一 九 『平成三〇年 度 主要 施 策実績報告書 』

『三木のお年 寄りの知 恵 袋』

一九 九一「鞴 祭 りの早暁詣り 」三木市 福 祉事務所編

小西勝治郎
澤田茂

式鍛錬」を実 施してい る 。
古式鍛錬は、金物神社 の 古式鍛錬場に て、毎月 第 一日曜日に実 施され、

兵庫県三木市

一般公開さ れている 。五 部会が交代 でつとめ てい る。午前一 〇時から 午
後一時まで 、なお、 七・ 八・九月は 午前九時 から 正午までの 三時間で 、

美嚢郡

す。横座が 金床の上に 鉄 を置き、先 手に対して 、鍛 錬開始の合図 を出す。

一、鞴を操作 し火窪の な かに、風 酸
( 素）を送 り 込み、火をお こす。
二、横座が 火窪と鋼 の状 況を目視し 、火窪の 中か ら鍛錬する 鋼を取り 出

程の概略を紹 介する。

月七日（日 ）に担当 した 鋸部会への 聞き取り 調査 をもとに、 鋸の鍛錬 工

（註２）三木 金物の発展 過程について は、小西勝 次郎〔一九二 八〕
〔一九

〔兵庫県三木 市二〇一 九 〕。

いる。二〇 一九年度 は一 九二団体が 参加し、 一六 万人が来場 したとい う

振興展」と して三樹 小学 校の講堂で 始まった イベ ントを一九 八四（昭 和

（註１）
「三木金 物まつ り」は、一九五二（昭和 二七）年から「三木 金物

一九 二五「稲 荷 神社（府内字 上ノ丸）」『 美嚢郡誌』

各工程を数 度実施す る。 なお、毎月 、異なる 部会 の会員二名 が視察す る
ことが決めら れている 。

三、横座が小 槌で打ち 、 大槌で打つべ き部分を 示 す。

五三〕や桑田 優〔二〇 一 〇〕等による 研究が蓄 積 されている。

さて、部会に よって、 鍛 錬工程は異な る。本報 告 では、二〇一 九年四

四、先手が大 槌を打つ 。

（註３）二〇 一九年一 〇 月六日（日） の聞き取 り 調査にもとづ く。

五九）年に 改称した もの であり、近 年では二 日間 にわたって 実施され て

五、鋼が冷め てくると 、 また火窪に入 れて再加 熱 する。
六、水ぼう きを使い 、重 ねている鋸 の隙間に 水を 入れる。水 蒸気爆発 を
発生させ、表 面の酸化 鉄 ベ
(ト を
) 吹き 飛ばして 取 り除く。

祭り・行事の名称

ハナフリ

一
ハナフリ

実施期間・実施場所

山田

なつこ

当地で元文二（一七三八）年から現在まで書き継がれている『当番勤務

帳』を所有していることから、江戸時代中頃には行事が行われていたも

祭り・行事組織

のと考えられる。

五

平成三一（二〇一九）年現在、黍田町は一五五軒あり、町内は六組に

分かれている。集落内にある大歳神社は黍田町内を氏子区域とし、自治

会の加入者のみが当人を務められる権利を有する。なお、黍田町は同市

二
期間 一月三日

垂井町にある住吉神社の氏子でもあり、秋祭りにも参加している。

行事は大歳の当と堂の当それぞれ二人ずつ、計四人の当人において執

実施場所 大歳神社、毘沙門堂、町内の墓地にある釈迦堂、旧墓地が
あったとされる阿弥陀山にある阿弥陀堂、黍田会館

行されており、当人は自治会で作成した当番表に基づいて回ってくる。

の苗代や水口に挿す。黍田町のハナフリのツトは藁で作られているが、

願する言葉と共にその枝を振る行事で、振った枝は各自が持ち帰り、田

る。その多くは常緑樹の枝を持って集落の人々が寺社に集い、豊作を祈

兵庫県南西部では、ハナフリと呼ばれる年頭行事が盛んに行われてい

行事の費用は当人が負担していたが、現在は自治会員全員で負担してい

大歳の当を年長者が務め、
年齢の若い方が堂の当を務めた。また以前は、

二人ずつ計四人に変更された。各当一人ずつで行われていた時代には、

より行事が行われていたが、負担軽減のため平成一一（一九九九）年に

りを担当する。平成一〇（一九九八）年までは、それぞれ一人の当人に

大歳の当は大歳神社の世話を、堂の当は毘沙門堂および墓の世話と池祭

これら行事の一種であると考えられる。当地ではハナフリ、春当、池祭

る。昭和二〇年代まで、当渡しを当人宅で行っていたが、現在は町内に

祭り・行事の特色

り、講当と年間を通して複数回当行事を行っており、古い形態を留めて

ある黍田会館で行っている。かつては当を務めるとムライリしたと扱わ

三

いる点で貴重である。小野市周辺では、牛王杖を使った年頭行事が盛ん

れ、山の権利を貰うことが出来たという。

祭り・行事の内容

子教室事業の補助を受け「黍田町年中行事保存会こども教室」と題して

当地では子供への行事の伝承に力を入れており、文化庁の伝統文化親

（一）子供への伝承

六

に行われているが、黍田町の毘沙門堂におけるゴツキも同様の行事であ
ると考えられる。神社でのハナフリと、堂でのゴツキの行事を併催して

歴史と概要

いる事例は少なく、注目される。

四

いつ頃から行事が行われているかは伝承などがなく定かではないが、

され、子供会の小学生の子供たちと地元有志で、行事で用いる神饌の調

普及活動を行っている。平成三〇（二〇一八）年は一二月二三日に実施

三〇センチメートル程の丸木の樫の枝の上部に十文字に切り込みを入れ、

ル程にしたものに、根付きの黒松を水引で括り付けたもので、ゴは長さ

（三）ハナフリの行事

住吉神社から貰った御札を挟んで水引をかけたものである。

（二）事前準備と神前の供物

一連の行事は、大歳神社で行われるハナフリから始まる。氏子は十時

理実習、ハナフリのツト、ゴツキのゴの作成実習などが行われた。
ハナフリから当渡しまでの一連の行事は全て一月三日に行われる。当

に大歳神社に参集し、当人が予め作ったツトを持って拝殿に座す。伝承

自治会長が神前に座し、
「福徳再拝福徳再拝、これ時平成□年正月三日

人は朝八時に大歳神社に集合し、二社ある本殿の前それぞれに、ゴクサ
朱塗りのお重に入れたものを供える。

吉日をもって、町内安全、五穀豊穣、息災延命起案のため、例年のハナ

のため、子供会の子どもも参加する。

ゴクサンは、葉付きの人参の上部と葉

をあげます。
」「ハナフリのハナを振ります」と唱えると、参加者はその

ンと呼ばれるお膳二組と、半月型に切った生の大根と煮大豆それぞれを

付きの大根の上部を四角く切って立て

声に合わせて手に持ったハナを静かにかかげ、左右に振る。その後、当

酒をまわします」と言って、神前に

参加者に渡していく。ゴクサンが一巡すると、当人は「ハナフリのお神

す」
と言って、
ゴクサンのお膳からごはんと洗い米を少しずつ箸でとり、

人が神前に供えられたゴクサンを下げ、「ハナフリのゴクサンをまわしま

たもの、井桁に組んだゴボウ、
ごはん、
洗い米をそれぞれ小さな折敷に乗せた
ものと箸で構成される。さらに御神酒
と杯を乗せた朱塗りの三宝と、朱塗り
の脚付き膳の上に南天を挿した花瓶、

供えられていたお神酒を参加者一人
ずつに振舞う。同時にお重に入った
大根と煮大豆がまわされる。ハナフ
リの行事はこれで終了し、参加者は
拝殿を出て本殿裏の軒下にツトを置
いた後、村内にある毘沙門堂に徒歩
で移動する。本殿裏に置かれたツト
は神社で保管しておき、一月一四日

のトンドでしめ縄等と共に焼却する。

写真３ 大歳神社でのハナフリ

水器、折敷に乗せたごはんと洗い米、
ロウソク立てを乗せたものもそれぞれ
の本殿前に供える。朱塗りの脚
付き膳は当人が行事後に持ち帰
って一年間家で祀るもので、左
の本殿前の脚付き膳の横にはゴ
二本を、右の本殿前の脚付き膳
の横にはツト二本を添える。ツ
トは、一握りの藁束の下部を折
り曲げて全長三十センチメート

写真１ ゴクサン
写真２ ゴとゴに挟む住吉神社お札

（四）ゴツキの行事

されると、正面の机に置かれていた朱塗りの脚付き膳を床に下ろして据

全て木製の大盃に注ぎ、中が空になるまで一同にまわされる。大盃が干

える。ゴとツトはそれぞれの膳の上に乗せる。新旧当人はこれらを挟ん

毘沙門堂には当人によってあらかじめゴが山積みにされている。参加
者は毘沙門堂に参拝した後、一人一本

で向かい合わせに座り、当人引継ぎの挨拶を行う。これで当渡しの行事

う。

に持ち帰り、一年間祀る。かつては縁側に棚を作り、祀る人もいたとい

った朱塗りの脚付き膳を、堂の当人はゴの乗った朱塗りの脚付き膳を家

は終了し、昼前に一同解散となる。新当人は、宮の当の当人はツトの乗

ゴを持ち、床を垂直に叩いてドンドン
と音を出す。終わるとゴを持ったまま
黍田墓地にある釈迦堂に移動し、釈迦
堂内にゴを収める。その足で阿弥陀山
にある弥陀堂にお参りした後、黍田会

（六）その他の行事
【春当】

の住吉神社宮司による神事が行われ、ハナフリやゴツキと同様に、大歳

もの一〇本を作成し、大歳神社の神前に供える。午前一〇時から垂井町

行う。午前八時に黍田会館に当人が集まり、ゴクと女竹に御幣を挟んだ

かつては一月二二日に行われていたが、現在は二二日に近い日曜日に

写真５ 新（左）旧（右）頭人の引継ぎ

館へ移動する。かつてはゴを持ち帰り、
虫よけと五穀豊穣祈願のために田に立
てたが、現在はツトと同様に一月一四
日のトンドで燃やす。
（五）当渡し

黍田会館で行われる。正面に据えられた長机の上に、大歳神社の神前
に供えられていた朱塗りの脚付き膳が置かれる。向かって左の脚付き膳
にはゴ二本が、右の脚付き膳にはツト二本が添えられる。参加者は町役
員、住吉神社宮総代を筆頭に左右に分かれて床に座す。大歳神社と同様
に「ゴツキのゴクサン」
「ゴツキのお神酒」が当人によって上座から一人
ずつ配られ、参加者はそれらをいただく。それぞれが一巡したあと、木
製の大盃に注がれたお神酒が、中身がなくなるまで順番にまわされる。
盃の中身が干されると当人四人が正面に座し、媒酌人からお神酒を注
がれる。謡役が謡を謡い、終わると当人は注がれたお神酒を飲み干して
挨拶を行う。代わって同じ場所に新当人四人が座し、媒酌人からお神酒
を注がれる。区長から挨拶が行われた後、新当人は注がれたお神酒を飲
み干し、当人を引き継いだ挨拶を行う。挨拶が終わると残ったお神酒を

写真６ ハナフリのツト

写真４ 毘沙門堂でのゴツキ

神社拝殿において当人から春当のゴクサン、春当の御神酒が振舞われ、
参拝者がいただく。その後当人が、神前に供えられていた女竹に御幣を
つけたものを持って軽トラックで村内一〇か所に立てて回る。立てる場
所は決まっており、集落の出入り口等の境界や、ごみ捨て場等の不衛生
な場所とされる。この行事は疫病や盗難などの災難から村を守るために
行われるという。平成三一年は、一月二七日に行われ、昼前に終了した。
【池祭り】
かつては四月四日に行われていたが、現在は四月第一日曜日に行う。
五穀豊穣と村内の池の水が豊富に溜まることや、池の安全を祈願し、垂
井町の住吉神社の宮司による神事が行われる。
【その他】
四日に祇園祭が、九月一二日に講当が大歳神社で行われる。それぞれ
ゴクサン、御神酒をいただく。

七、参考文献
吉野なつこ 二〇一四
「ハナフリの分布と形態―兵庫県を中心としてー」
関西大学博物館編『関西大学博物館紀要』第二十号

名称

な まず お さ え 神事

一

片岡

正光

平成一六年 に兵庫 県重要 無形民俗文 化

り毎年決定 されて おり、 調査した平 成三〇 年は、 板波町は九 月三〇 日、

野村町は九 月二七 日で、 この日にネ リなど の神事 役が決めら れた。

オトウの場 所は、 各講 党
野 村町２ 講、板 波町１講 の
( ・頭 )(
) 当番で あ
る講元の家 で原則 的に行 われていた が、平 成二六 年からは公 民館で 行っ
ている。

上 い
( そが み 神
) 社 の秋祭 りの本宮 の夜に、
神社拝殿の 正面に 設けら れた土俵上 で奉

もコの字型 に敷物 を地面 に敷き、そ の上に 上座の 中央に「タ テリシ ャ・

右の天照大 神社・ 秋葉神 社・八坂神 社前の 地面が 板波町であ る。両 町と

本宮には、板 波町石 上神 社の境内地 で、まず「 シ ュウシ」が行 われる。

納される儀 礼的な 相撲で ある。「な まずお

板波町は講 員が年 齢の高 い順に上座 から順 に、野 村町は保存 会会員 が座

財に指定さ れたな まずお さえ神事は 、石

さえ」は、 褌姿の ネリ 練
( り、練者 と
)呼
ばれる者が 相撲の 型と思 われる所作 をす

る。野村町 は平成 七年の 兵庫県民俗 芸能緊 急調査 の時は、当 番講と 非番

「シュウシ 」の場 所は、本 殿に向かっ て左の 八幡神 社前の地面 が野村 町、

る。これに 引き続 いて同 じ土俵上で 奉納

講の講員が 左右に 分かれ 座っていた 。

タテイシャ 」「ネリ 」「ギ ョウジ」な どの五 名の神 事役が座る 。そし て、

される儀礼 的な子 ども相 撲がある。

「シュウシ 」が終 わると 両町の人々 は拝殿 前の土 俵付近に集 まり、 土

俵上で「な まずお さえ」 を本殿に向 かい行 う。

この神事は 石上神 社の氏 子域 野
( 村 町、
板波町、高松 町、和布 町 の
) うち、板波 町、野村 町 両地区のホ ントウ と呼
ばれる宮座 組織の みによ って担われ てきた が、少 子高齢化等 による 後継

歴史と概要

三

石上神社は 、奈良 県の石 上神宮と結 びつけ られ、 現在はイソ ガミジ ン

は一〇月六 日と定 まって いたが、体 育の日 が一〇 月の第二月 曜日に なっ

オトウ日と なって いた。 一〇月一〇 日が本 宮に変 更となって もオト ウ日

〇日に統一 される までは 、旧暦の九 月九日 が本宮 。八日が宵 宮。六 日が

昭和二七年 、西脇 市制が 施行される と同時 に市内 の秋祭りが 一〇月 一

その伝承と は、天 文一一 年に石上神 社を現 在の地 に移す前、 神殿に 奉

関する伝承 が「な まずお さえ」神事 の由来 と伝承 に深く結び ついて いる。

いると推定 される 。神宝 は失われた 宝剣で あると され、この 神宝奪 還に

殿の背後に ある巨 岩で、 この神社は イワク ラに対 する信仰を 源流と して

「岩上大明 神」と あり、 本来の名称 は、イ ワガミ 神社である 。神体 は本

ジャと呼ば れてい るが、江戸後期の『播磨 国多可 郡野村鑑覚 書帳』には、

て以降、西 脇市の 統一し た秋祭りの 祭礼日 が毎年 変化してお り、そ れに

納されてい た宝刀 がある 夜盗賊に盗 まれた 。宝剣 は盗賊の死 ととも に川

実 施 期 間 ・実 施 場 所

合わせて本 宮の日 も決ま る。なお、 オトウ 日は、 氏子間の取 り決め によ

二

者問題より 、平成 二六年 からは保存 会組織 により 継承されて いる。

写真１

に沈んだ あ
( るいは 神事 の際に奉じ て運ぶ 途中に 誤って川に 沈んだ とも

として保存 会が組 織され た。石上神 社なま ずおさ え神事を保 護・継 承し、

併せて会員 相互の 親睦を 図ることを 目的に 、現在 、保存会が 継承活 動を

に報告する ために 、これ を神事とし て毎年 祭礼に 再現し続け ている のだ

たという。 ムラ人 は失わ れた宝剣を 今も探 し続け ているとい うこと を神

部会、土俵 づくり 部会、 神具・供物 調達部 会、広 報・記録部 会の各 部会

監査の役員 を置き 、総会 、役員会を 開き活 動して いる。また 、神事 奉納

平成三〇年 四月現 在の会 員数は六八 名 。 会 長 、 副 会 長 、 会 計 、 幹 事 、

担っている 。

という。
「 シュウシ 」は、ムラ人が宝 剣を探 すため の対策を協 議して いる

を置き、分 担して いる。 保存会結成 以前は 、野村 町２講、板 波町１ 講の

いわれる が
) 、ムラ 人に雇 われた潜水 夫が白 布に包 まれた宝剣 を探し 当て
た。神前に 奉納し ようと 包みを開い たとこ ろ、宝 剣は大鯰に 変身し てい

ところ、土 俵上の 「なま ずおさえ」 は潜水 夫が宝 剣を探して いると ころ

講が、すべ てを担 い運営 していたが 、現在 は、野 村町には講 の活動 はな

午

保存会組織 による 運営が 始まる平成 二六年 までの 運営組織に ついて、

いる。

い。板波町 の講の 構成員 は、保存会 会員と して各 部会に所属 し活動 して

を表現して いると いわれ る。

一

長左 衛門加右衛 門」の 書き出 しで始まる 講元順 を記

神事の由来 は口伝 による ものである が、実 際の神 事の記録と しては、
「元禄六年 酉年始
載した野村 町本党 の文書 、また、同 じ文書 綴りの 「宮之仕戸 衆

兵 庫県文化財 調査報 告書』 を参考に説 明する 。現

『平成一五 年度指 定

九 郎右衛 門」の書き 出しの 文書か ら「午ノ年 」が延 宝六

ノ年

在の運営主 体は保 存会と なっている が、な まずお さえ神事の 形態等 は県

番太 夫

年と考えら れ、少 なくと も江戸前期 に宮座 による 神事が行わ れてい たこ

指定時から ほとん ど変わ っていない 。なお 、講組 織のある板 波町は 、講

員が保存会 会員と して板 波町の「シ ュウシ 」や「 なまずおさ え」神 事を

とがわかる 。
「なまずお さえ」 の神事 は、直接の 文書記 録のな い延宝六年 以前に 遡

すべて担っ ており 、平成 一五年度の 調査報 告書の 内容とほぼ 同じで 、平

の「ホント ウ」 本
( 党あ るいは本頭 と
) 呼ば れる 限定的な祭 祀集団 の構成

町、和布町 である が、
「な まずおさえ 」神事 は、野 村町二講、板波町 一講

平成一五年 の調査 による と、石上神 社の氏 子は野 村町、板波 町、高 松

伴う講会費 の変化 などが 見られる。

る可能性が 十分あ る。起 源を考える 場合に 参考と なるのが、 石上神 社の
万治二 年辛巳 卯月

成三〇年の 調査で はオト ウ経費の節 減や保 存会に よる衣装代 等の支 出に

天 文十一年壬 寅三月」と「 新

現位置での 創建年 代であ る。江戸後 期に書 かれた 『播磨国多 可郡野 村鑑
覚書帳』の中 に、
「古

十五日」の 棟札の 記載が あり、天文 一一年 一
( 五四 二 に
) 神殿 が建てら れ、
万治二年 一
( 六五九 に
) 建 て替えられ たと考 えられ る。天文一 一年に 現位
置に神社が 所在し たとす れば、中世 まで起 源を遡 る見方もで きよう 。

員 一
( 講の 構成員一 二～ 二〇軒程度 の
) みが 行う 。神事役は 、野村 町と板
波町のホン トウか ら五役 計一〇人が 務める 。五役 の呼称や文 字につ いて

は、三つの 講でそ れぞれ 相違があり 、記録 の上で も江戸期か ら現在 まで

組織
平成二六年 七月四 日に施 行された「 石上神 社なま ずおさえ神 事保存 会

変遷してい るので 、現在 使用されて いる呼 称の共 通点を取り 、年長 順に

四

規約」に基 づき、 石上神 社四町氏子 住
(民 よ
) り入 会を希望す る者を 会員

④土俵まで 五役を 先導し 、到着後高 張提

講元まで提 灯を持 参する 平
( 成一五 年以

灯を土俵隅 に立て る。⑤ 神事終了後 次の

字が、記録上使 用され て おり、
「 ネリ 」はそ の所作 等から「ナマズ オサエ 」

「タテリシ ャ 野
「ネ リ」、
「ギョ ウジ」、
「ゴ ザ」、
( 村 ・)タ テイシャ 板
(波 」
)、
「コモ」と 呼ぶこ とにす る。なお、 それぞ れの神 事役につい て、次 の文
「ナマズ」「スモウ トリ」「フンドシ 」など と呼ぶ こともある 。

九月下旬

野 村町

オ トウ

馬

『 平 成一 五 年 度 指定

※

(

)

)

兵庫 県 文 化 財調 査 報 告書 』

)

)

神事の 役付け や相撲 の順番等を 決める

な
) まず お さ え神 事 以 外

祭 り ・ 行 事の 内 容 所
( 作 、衣 装 ・ 付 属 す る行 事 等

参
(考

する記録や 取り決 めなど を有してい るとこ ろもあ る。

五

九月二七 日

板波 町

一
( 平
) 成三 〇年度 石上神 社祭礼 秋
( 祭り

が必ず五役 を一回 ずつ経 験すること になる ため、神事役を務 める期 間は、

九月三〇日

宵宮

各町宮総代 ・区長 等

太
( 鼓屋 台の組み 立て 等
石上神社 秋祭り
神事

)

に石上神社 の祭礼 でそれ ぞれの役割 を担い 、現在 も講ごとに オトウ に関

に、鳥居前 で馬駆 けをす る。幟講、 馬之講 ともに 記録の上で は江戸 時代

担い、馬之 講は本 宮の太 鼓屋台の宮 入前

駆け講とも いう が
) あり 、幟講は祭礼 に先
立って石上 神社境 内に幟 を立てる役 割を

三講、板波 二講 や
) 馬之 講 板
( 波一 講

事を行う「ホ ントウ」の 他にも幟講 野
(村

降は持参し ていな い 、
)と いう役割を 担う。
野村町と板 波町に は、な まずおさえ 神

〇タテリシ ャ・タ テイシ ャ：立り者 文
( 化五 年野 村 、
) 立武 者
立者 弘
( 化 四年板波 、
) 達 者、本役弓
〇ネリ：祢 里 文
( 化 五年 野村 、
) 祢 り、子り 、ね り、練り
御練り 弘
( 化四年板 波 、
)御練、本役ねり
〇ギョウジ ：行司 文
( 化 五年野村 弘化四 年板波 、
) 角力行 司、御行 司
〇ゴザ：御座 文
( 化五年 野 村 弘化四 年板波 、
)御 座 敷、茣 蓙、茣蓙敷、
御座持、茣 蓙持、 荒筵
〇コモ：蒲 文
( 化五 年野 村

弘化四 年板波 、
) 蒲 敷、こも敷 、菰敷
新こも、御 俵、御 俵持、 荒薦

※年 次 入 りは 野 村町 及 び 板 波町 の 最 も古 い 役 付帳 に 記 載 の文 字

また、神事 役の交 替につ いて、板波 町は同 じ役を 二～三年間 継続し て
務めるが、 野村町 の場合 は当番とな った二 年間は 毎年昇格し 非番の 二年
間は昇格せ ずその まま待 つ。野村町 の場合 はホン トウと称す る宮座 組織

約十年に及 ぶ。

一〇月六 日

本宮

が実質的に 二つあ るため 、神事役を 二年間 ずつ二 講が交替で 務め、 一人

これ以外に 、「講元 」 コ ウモト と いう祭り の統 括を担う役 割が定 め
(
)
られ、野村 町二講 各々一 軒、板波町 一軒で 毎年交 替する。
「 講元」は 、①

一〇月七 日

( 九時三 〇分

オトウの主 催。② 高張提 灯をオトウ 日に玄 関先に 立て、神事 にこれ を持
参し、両町 同時に 鳥居を 潜る。③シ ュウシ の使者 と賄い、オ トウワ タシ。

板波シュウシ

写真２

一
( 三時 三〇 分

馬駆け 神事 鳥居前 馬駆け講 馬
( 之講 ))
野村・板波・高松・和布４町太 鼓屋台 宮入 )

が吊るされ ている 。

神事は、 拝殿に 近い土 俵脇の柱付 近

社、板波町 は天照 大神社 の正面を上 座とす る。た だし、この 両社に 対す

座を占める 。それ ぞれコ の字型に敷 物を敷 き、居 並び、野村 町は八 幡神

る境内社の 八幡神 社前の 広場に、板 波町は 南の天 照大神社の 前の広 場に

り、それぞ れのシ ュウシ の場所へ着 座する 。野村 町は本殿北 側に位 置す

二
( ) なま ずおさ え神事
夕刻、暗 闇の中 、高張 提灯を先頭 に野村 、板波 両町が同時 に鳥居 を潜

土俵脇に菰 を敷き 、拍手 を打ち拝礼 。

ウ」 斎
( 灯 、柴灯 と
) 呼ん でいる。
まず、両 町の「 コモ」 が拝殿正面 の

点火されて 始まる 。この 火を「サイ ト

拝殿正面に 設けら れてい るかがり火 に

に両町の高 張提灯 が掲げ られ、注連 縄

る特別の儀 礼はな い。板 波町は上座 中央に 最年長 者の「タテ リシャ ・タ

土俵中央の 御幣 榊
( を
) 抜 いて土俵隅 に置き 、御 幣 榊
( ）が 挿され ていた土
山を均して 退場。次に、両町の「 タテリシ ャ・タテイ シ ャ 」が 、烏 帽 子 ・

保 存会に よる「 なまずおさ え神事 」

テイシャ」、そ の右に「 ネリ」
・
「ゴザ」が 着座し 、左に「ギョウジ 」
・
「コ

白直衣姿に 三本の 矢を背 負い、弓を 持って 登場。 菰の上に弓 を置き 拝礼

一
( 四時 頃
一九時

モ」が着座 する。野村町 は上座中央 に「タ テリシ ャ・タテイ シャ」、その

の後、拝殿 を背に して左 右に並んで 、弓を 前で交 叉させ、菰 の上に 立つ。

リシャ・タ テイシ ャ」の 前に茣蓙を 置く。 次に、 白褌姿の「 ネリ」 が白

がはずされ 、本殿 の御神 灯の火を移 し、

左に「ネリ」
・
「 ゴザ」、右 に「ギョウ

野村町は北 側、板 波町は 南側の位置 。

シュウシ は酒三 献と膾 大根、餅、

歩下がる。 この時 下がる 側の手は腰 に当て 、同時 に反対側の 手を斜 め前

た刀を置い て、拝 礼。立 ち上がって 、両者 内側の 足から下が り始め て三

木綿に包ん だ刀を 持ち登 場。茣蓙上 に、そ の白木 綿を三回に 畳んで 捲い

次 に、「 ゴザ」が登 場し、「 タテ

ジ」・「コモ 」が着 座する 。

子ども相撲

写真４

に突き出す ように する。この所作を 二人同 時に左 右対称にな るよう 行う。

今度は前へ 三歩進 む。常 に両者が左 右対称 になり つつ、各々 同じ側 の手

が行われる 。土俵 は中央 に土山が作

屈んで刀を 押さえ る所作 をする時に は、
「ワ ーッ」と声をかけ る。こ れら

の際一歩ず つ、
「ア ー、ヨ イトー。ア ー、ヨ イトー 」という掛 け声を 周辺

足が前に出 るよう に、三 歩下がり三 歩前へ 進む所 作を三回繰 り返す 。そ

られ、御幣 榊
( が
) 挿され ている。毎 年土俵 づくり は野村町と 板波町 が交
替で行う。 平成三 〇年度 は野村町の 当番。 四隅に は柱が立て られ、 注連

の所作は潜 水夫が 川底に 潜り、川底 の刀を 取る所 作だともい う。

の人がかけ る。また、
「タ テリシャ・タテ イシャ 」の前に「ネリ 」が 戻り、

縄が張られ る。上 には対 角線上に竹 が渡さ れ、そ の交差点か ら捲い た菰

られた土俵 上で「 なまず おさえ神事 」

シュウシ の終了 後、拝 殿前に設え

告し合う。

進行中、両 町から 使者 足
( 元を照らす
提灯を持つ が
) 出さ れ進 捗状況を報

枝豆による 直会で ある。 この直会の
写真３

なまずおさ えに引 き続き 、子どもに よる奉 納相撲 が行われる 。「タテ
リシャ・タ テイシ ャ」は そのまま土 俵上に 立って いる。裃に 烏帽子 姿の
両町の「ギ ョウジ 」が登 場し、
「そ の子、お 借り申 そう」と頭 上で開 いた
白扇を叩き ながら いう。 次にもう一 人の「 ギョウ ジ」が同様 の所作 をし
て「もうひ と子、お借り 申そう」と いう こ
( の言い 出しの順番 は毎年 両町
で交替 。
)
ついで、両 町から 一人ず つ、二人の 子ども が土俵 に上がり相 撲を続 け
て二回取る 。子ど もの年 齢が若い順 に三組 がとる ので、一組 目は、 幼児
を親が抱え て取ら せてい る。一回ず つ双方 が勝つ 儀礼的な相 撲とな って
いる。平成 一五年 の調査 時は、同町 同士で 一番 一
(組 各
) 二回、各町三 番 三
(
組 取
) って いたが 、平 成二 六年の保存 会結成 以降 、現在の形態 になっ てい
る。野村町 では、 江戸後 期 文
( 化・ 文政期 の
) 記録 に、一番か ら五番 、各
二名、計一 〇名の 名前の 記載があり 、また 、江戸 末期 天
( 保 期他 ・)明 治 ・
大正・昭和 ・平成 九年度 までの記録 では、 野村は 二講から各 一名一 番二
名、板波は 一講一 番二名 が出て、長 らく同 町同士 五番の取り 組みが 続い
たが、少子 化の影 響で平 成一〇年度 から五 番から 三番に減っ ている 。ま
た、両町か ら一人 ずつ出 し五番取っ た時期 もあっ たとの口伝 もある 。
相撲が終わ ると「 ギョウ ジ」が退場 し、「ゴ ザ」 が刀を茣蓙 に包ん で
下がる。
「 タテリシ ャ・タ テイシャ」が弓を 持って 下がる。次 に、
「コ モ」
が菰を下げ る。す べて本 殿に向かい 拍手・ 拝礼し た後に、土 俵際で 向か
い合い拝礼 してお りる。
その後、土 俵の柱 付近に 掲げられた 両町の 高張提 灯を持ち去 り神事 は
終了する。 両町は 、その 高張提灯を 先頭に 鳥居を くぐり各町 に帰る 。
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参考文献
兵庫県教育 委員会 編

一 九九七
二 〇〇四

『兵庫県の 民俗芸 能
兵庫県教育 委員会 編

『平成一五 年度指 定

民 俗芸能レッ ドデー タブッ ク』

兵 庫県文化財 調査報 告書』

名称

住吉神社

一

鶏合せ
樽井

由紀

三

特色

（一）始まりは、闘鶏とした神事であったが、今日では、鶏に五穀豊

穣を託して新田において占ったものと考えられる。また、人の世

には争い事の種が多く絶える事がなく、人の世の諸々の争いの種

を水に流して、これからは仲良く平和に暮らそうとお互いに住吉

の神の前で誓い、又ご加護を祈る儀式とも言われている。

兵庫県加西市に春の訪れを告げる住吉神社北条節句祭、その最
後を飾るのが鶏合せの神事だ。鶏合せは文字通り二羽の鶏を向か

（二）元々は勝ち負けを争うものであったが、やがて形式を重んじる
ようになった。

歴史と概要

鶏）であり、勝ち負けは神の意志とみなされる神事であった。

を橋渡しする霊鳥とされている。その霊鳥を闘わすのが鶏合（闘

（三）鶏は日の出を告げることから昼と夜、あるいはこの世とあの世

文化財）
、
「御手供」
、そして最後に「鶏合せ」が行われる。

渡御」
、
「浦安の舞」、
「竜王舞と獅子舞」
（竜王舞は県指定無形民俗

（二）鶏合せは節句祭の複数の神事のひとつである。神事は「神輿の

由縁と伝わる。

の遊びも行われるようになった。それが住吉神社に鶏合せが残る

穢れを移し水に流し災厄を祓い、曲水の宴や鶏合せ（闘鶏）など

もこれに習らって朝廷や貴族の行事となり、人形（ひとがた）に

日を上巳として、水辺に出て身を清める行事が行われた。日本で

る。古代中国では三月の初めの巳の日を上巳と呼び、後に三月三

（一）住吉神社の節句祭は三月三日の上巳の節句が始まりとされてい

四

い合せて闘わせ、勝負を競う遊戯である。住吉神社の鶏合せは格
闘するものではなく、雄鶏二羽の姿の優劣を競うものである。
鶏合せは昭和四八年三月二〇日加西市無形民俗文化財に定
されている。

実施期間・実施場所
（一）北条節句祭は毎年四月の第一土曜
日に宵宮、日曜日に本宮が開催され、
鶏合 せは本宮の 夜八時頃に行 われ
る。

談社学術文庫）
。北条町にはその飢饉の碑が残る。

研究に導いた動機の一つと記している（
『故郷七〇年』四五頁、講

真の辺りにし、その経験が民俗学の

北条町に住んでおり、飢饉の惨事を

行われる。柳田國男は明治一八年頃

に座す住吉神社の境内の勅使塚上で

（二）兵庫県加西市北条町北条一三一八

二

鶏合わせ
写真１

五

組織
（一）節句祭は住吉神社の氏子町が東郷と西郷に分かれて担う。鶏合
わ せせ の神 事で は東郷 は横 尾・ 西郷 は西 上野地 区か ら鶏 持ち 一
人・執行人一人が役付けされている。

（二）氏子町
東郷（一二町） 本町・横尾・東高室・古坂・西高室・南町・栗
田・御旅町・福吉・駅前・栄町・東南。

会い双方そろって勅使塚に上り東西に対面する。双方の執行人

は神殿に向かって一拝する。その後双方向かい合い二拝して鶏
合せを執行する。

（二）昭和三〇年以前には、この鶏合せは二回行われていた。一回

目は勅使塚上にて、二回目は拝殿前に移して行われていたが現

在は二回目は省略されている。

（三）鶏合せ執行人の装束は、平安時代の雑仕の装束、烏帽子に正

（四）鶏合せの鶏は日本鶏の一種。天然記念物である「小国鶏」の

絹で鉢巻、白足袋に草履、鶏持ち役は着物に草履を履き、尻か

（三）鶏持ちと執行人の選出方法は東郷と西郷で異なる。西郷では上

「黒柏」の近縁種である「赤柏」を原種にして改良されたのが

西郷（一〇町） 谷町・小谷・笠屋・西上野・市村・黒駒・御幸

野地区四〇戸の行政順（回覧板を回す順番）に選ぶ。東郷では横

「播州柏」と呼ばれている。鶏合わせの主役を務めるのはその

らげして懐に鶏を抱えて執行人の後に付く。

尾地区 三〇〇戸から 数えで四五 歳の者を選ぶ ことになっ ている 。

雄鶏で、ほっそりとした身体つきであり、鋭い眼光で相手を射

町・宮前・江ノ木・住屋町

候補者が数名居る場合は誕生日の早い順に、四五歳のものが居な

和二〇年）以降この慣わしは消滅した。

の祝膳で歓待し、鶏合せの出立を祝う慣例があったが、終戦（昭

所有者が鶏を飼い、祭の日には鶏合せ執行者を呼び、尾頭付き

（五）古くは、鶏合せを執行する横尾村には鶏田があり、その田の

重ねたものである。

種に、赤鶏系の原産地の島根や山口の「赤柏」の種鶏と交配を

ている。
「播州柏」は住吉神社の鶏合せに使われていた赤鶏を原

光沢が艶やかで尾は長く、和系特有の羽色で王者の風格を備え

すくめるようであり、シャキッテとした姿勢、茶褐色と青黒い

祭り・行事の内容（衣裳・付属する行事等）

い場合はその下の学年から選ぶという取決めがある。

六

（ 一）式を執行する前に「七回半の使者」の行事が行われる。まず、
東郷の宮総代・執行人・鶏持ち
人等が東から勅使塚に整列す
る。直ちに東郷宮総代・横尾区
長等四人が横に並び、勅使塚す
ぐ西に予め待機している西郷
宮総代、執行人・西上野区長等
の所まで七回迎えに行く。
八回
目の途中で西郷宮総代等と出

７回半の使者
写真２

七

八

基本の所作
（一）毛槍で矢来が組まれた勅使塚上で、東郷・西郷の執行人が向
かい合い式礼をした後、松明の灯りに照らされて、東西の執行人
が鶏を抱え腰のあたりで三度見合わせ、その後鶏を高く差し上げ
て見合わせる、
この式を再度行い神殿に向かって一礼して終了す
る。
鶏は相手の威嚇に動ぜず顔を反らせず動かない方が勝ちと言
われてきた。以前には勝った方の郷から先に奉納物の引き取りを
行ったと伝わる。明治時代までは、鶏の目が見える日の明るい内

二〇一八

に神事は終わっていた。

参考文献
住吉神社

『播州酒見北条 住吉神社

創建千三百年記念誌』

写真３ 鶏を腰のあたりで見合わす

一月一日

オハケ 立て

毘沙 の祷（ 的射）

堂の祷 （堂た たき）

二月一三日
お祷 講（子 供相撲）

薬 師堂
大 年神社
大年神 社

西尾

嘉美

長貞村とな った。

雨乞踊り で知ら れる秋 津の住吉神 社の氏 子域で あるが、氏 神とは 別

に大年神社 を祀っ ている 。その他、 能勢神 社、稲 荷神社、薬 師堂が あ
る。

大年神社 の社殿 横の木 の根元を「 コノモ ト」と いい、祭り の度に 供

え物をする 場所と なって いる。松の 木を割 って作 ったヘンゲ （ワリ ヘ

ンゲ）の四 隅にひ もを付 け、ぶら下 げるよ うにし て供える。

本殿東側 に、荒 神社、 妙見社、祇 園社、 金比羅 社、八王子 社、天 満
社、秋葉社 の小宮 が並ん でいる。
（二）行事 の由来 と変遷

貞守のオ トウ行 事は、 天明五年（ 一七八 五）ま で遡るとい う。

祷人が預か る帳面 類の内 、昭和十二 年八月 に作成 された「神 堂講順
連名記幷諸 協定覚 帳」の 冒頭に、

本講結成 に関す る文献 に、天明五 年の年 号を記 するもの存 在す。

是より考 えるに 、当時 、若しくは 当時以 前に於 いて、当講 は組織

特色

一〇月六日

二月六日

実 施 期 間・ 実 施 場 所

貞守のオ トウ神 事

名称

貞 守の オ ト ウ神 事

一

二

三
貞守には 、二つ のオト ウ行事が併 存して いる。

見、以て現 在に及 ぶ也

村の安全な どを願 ってお 祷を始めた のが最 初と伝 えられてい る。

二一の家が 生き残 り、再 び村を立て 直した とし、 この二一戸 が豊作 や

なお、前 述の資 料に記 載はないが 、ある 年大飢 饉に見舞わ れた中 、

今後も資料 調査を 継続す る必要があ る。

ただ、天明 五年を はじめ とする資料 の原本 は確認 できていな いため 、

記しており 、講中 に伝え られた帳面 類の整 理が行 われたよう である 。

と記してい る。こ の帳面 には、明治 三八年 と大正 一四年の古 記録を 転

百五十三年 の昔也

天明五年 は、皇 紀二千 四百四十五 年にし て、昭 和二十六年 より、

一月一日に 祷人宅 にオハ ケを立てる ことか ら始ま り、二月一 三日の
毘沙の祷、 一〇月 六日に お祷講を行 う。
この祷人 とは別 の祷人 が、二月六 日の堂 の祷を 行う。
なお、貞 守では 「祷」 の字を用い ている ことか ら、以下の 報告で は

歴 史 と 概要

直接トウニ ンを指 す場合 は「祷人」 と表記 する。

四
（一）地域 の概要

加東市貞 守は、 旧加東 郡東条町に 属し、 慶長国 絵図には「 さたも り
村」と見え る。明 治一〇 年（一八七 七）に 隣接す る長井村と 合併し 、

治三八年・ 大正一 四年の 原本が含ま れてい る。昭 和一二年に は、お 祷

神堂講に 伝わる 資料に は、前述の 昭和一 二年の 覚帳に筆写 された 明

テッポウ・ インノ コを預 かる。

に餅米で握 り飯を 作って 供える。薬 師堂の 鍵、帳 面類、堂の 祷で使 う

堂の祷の 祷人は 、二月 六日に薬師 堂で堂 の祷を つとめ、八 月一五 日

祭 り ・ 行事 の 内 容

の際の供物 の種類 や膳組 の内容につ いて図 を沿え て詳細に記 述した 資
料が含まれ 、以降 のお祷 の基本資料 となっ ている 。

六

（一）行事 暦と内 容

また、帳面 類に加 え、「 約定覚」（ 安政四年 ＝一 八五七年、 一紙物）、
南蔵院宛書 状（年不 詳、折り紙）、
「大 年社年 詣の 事」
（嘉永五 年＝一八

①毘沙の祷

貞守の毘 沙の祷 行事は 、一月一日 から始 まる。

五七年、一 紙物） が含ま れている。
中でも、
「 約定覚」には、違作＝凶作 により 倹約す るように藩 主から

祷人が交代 するの が一月 一

祷送り・ 祷受け といい 、

なお、お祷 の供物 などの 改定を行う 場合、 講中で 協議をした うえで

日である。 この日 から毘 沙

命じられ、「講中一 統」 が改革精進 するよ うに約 定したと記 してい る。

取り決めを 行った 旨を覚 帳や後年の 帳面類 に記録 しており、 お祷行 事

の祷をつと める新 祷人の 家

（前年の祷 人）と 手伝い の

でオハケを 立てる 。旧祷 人

の変遷をた どるこ とがで きる貴重な 資料で ある。

組織

年神社で毘 沙の祷 を行う 祷人と、薬 師堂で 堂の祷 を行う祷人 の周り 順

で、土台は 木で箱 形の枠 を作り、中 に土と 芝生を 詰めてある 。土台 周

ケを立てる 。オハ ケを立 てる場所は 、前栽 、また は座敷の前 の軒の 下

五

は別々であ る。なお、神 堂講に加入 する家 をさし て「祷の人」と呼 ぶ。

囲の四方に 菰を巻 き、割 り竹で押さ える。 大きさ は四五セン チ四方 、

人が新祷人 の家へ 行きオ ハ

毘沙の祷 の祷人 になる と、一月一 日に庭 先にオ ハケを立て 、本殿 の

高さ六〇セ ンチ程 度で、 後方は二〇 センチ ほど壁 のように高 くして あ

貞守のオ トウ組 織「神 堂講」は、 現在一 一軒で 構成してい るが、 大

鍵、帳面類 の入っ た「お 帳箱」、神 饌をのせ る膳 ・三宝や皿 など一 式、

る。後方の 両角に 高さ二 メートルほ どの竹 を立て る。土台の 前面に は、

菰の上に杉 の枝を 割り竹 で押さえて ある。 上部奥 に、ワラで 根元を 覆

直会の際に 使用す る漆塗 りの組膳一 式を預 かる。
前述した ように 、少し ずつ改定を 重ねな がら行 事を維持継 続して き

幅な改定を 行った 。特に 、平成六年 以降は 膳組を 行わず、直 会等の 料

を身に付け て神社 へ向か う。手伝い の人は 、祷の 人の家を回 って新 年

オハケが できあ がると 、祷の人た ちの初 参りを 受けるため に、羽 織

ったシキビ を立て る。

理は仕出し にする など簡 素化した。 毎年新 調して いた毘沙の 祷で使 う

の挨拶をし 、一合 賽銭を 受け取り、 初参り をする ように促す 。かつ て

たが、講中 の家数 が減っ たこともあ り、祷 人の負 担を軽減す るため 大

弓・矢・的 も持ち 回りに した。

毘沙の祷

写真１

は、
「早々にお 上り下さ い 」などの決

松の木を 割って 作ったワ

供える。 餅とお こわは、

後列の左右が舌の餅、前列中がおこわ

堂の祷の 祷人は 、毘沙 の祷とは別 の順番 で回っ てくる。

二月六日 に、薬 師堂で 行われる。

②堂の祷

俵が境内に しつら えてあ る。

子供相撲 は、か つては 祷の人の家 の子供 が優先 であった。 簡単な 土

更した。祷 の人は 、一合 賽銭を持参 する。

塗りの組膳 に料理 を盛り 、皆で会食 したが 、簡略 化後は弁当 などに 変

供え物をし 、祷の 人のお 詣りを祷人 が受け る。か つては持ち 回りの 漆

の準備は毘 沙の祷 の祷人 で、二月の 毘沙の 祷の際 と同じよう に神前 に

する。この 時の膳 には、 ぶりの照り 焼きが つきも のだった。 供物な ど

一〇月六 日は祷 の人が 集まり講を 営んだ あと、 子供相撲・ 餅まき を

こわなどを 配って 回る。

毘沙の祷 が済む と、参 列しなかっ た祷の 人に、 手伝いの人 が餅・ お

ヘンゲに、竹筒に 入れて 円筒状に整 形した おこわ は、かわら けに盛 る。

角く形を整 える。 コノモ トにも、餅 二枚と おこわ を供える。 餅はワ リ

蒸し上がっ た餅米 を蒸籠 から取り、 五合升 程度の 型に押して 入れて 四

舌の餅と呼 ぶ。お こわは、

円形に整 形した もので、

で幅二〇 センチ 程度の楕

餅は、 厚さ一 センチ弱

くって掛 け鯛にし ていた 。

かつては 二匹を ワラでく

リヘンゲに のせる 。鯛は、

まりの挨拶 があっ た。大 年神社にて
全員が揃っ て膳を 囲む。
その後祷 人が引 き継が れたことを
伝えるため に氏神 の住吉 神社へ皆で
お詣りをし ていた が、簡 略化後は祷
人と手伝い が代参 するよ うになった 。
なお、一合 賽銭と は、米 一合分を半
紙でくるみ 水引で くくっ たもので、
行事の度に それぞ れが持 ち寄る。
二月にな ると、祷人は 大年神社で 行われ る毘沙 の祷の準備 を進め る。
幅一センチ ほどの 割り竹 を四角い凧 のよう に組み 、新しい紙 を貼り 、
中央に黒い 丸印を 付ける 。弓も割り 竹で作 り、弦 は藤蔓で張 る。矢 は
女竹で作り 、羽は 榊の葉 を矢羽根の 形に整 えて挟 み込む。か つては 、
弓・矢・的 とも毎 年新調 したが、簡
略化後は持 ち回り にして いる。的の
紙だけ張り 替える 。
二月一三 日の午 前六時 に、南蔵院
の住職を迎 え、読 経して もらう。般
若心経を三 回唱え たのち 、祷人と手
伝いが、社 殿横の コノモ トの近くに
置いた的に 三本の 矢を射 る。
神前の供 え物は、餅九 枚・おこわ・
大根なます ・煮染 め・汁 物がそれぞ
れ一対と塩 ・鯛を 専用の 膳にのせて

供物の膳

毘沙の祷

写真４

コノモトの供物
毘沙の祷
写真２
的射
毘沙の祷
写真３

年末ま でに、祷 人の家 へゴオ
ウヅエ（ 牛王杖） 用のハ ゼの木
を持ち寄 る。ゴオ ウヅエ は、長
さ八五セ ンチにそ ろえて あり、
上端に十 字に切り 込みを 入れ樒
の小枝を 挟み込む 。その ゴオウ
ヅエと別 に、細目 のゴオ ウヅエ
二本を一括 りにし 、二組 作る。
また、 ゴオウヅ エと同 じ長さ

めの道具や すりこ ぎ状の 木をインノ コとも いう。

午後三時 に南蔵 院の住 職が到着す ると、 会食が 始まる。ひ と段落 し
たところで 、法要 に移る 。住
職によると 、修正 会の結 願に
あたるとい う。
読経の途 中で、 堂たた きを
行う。床に は丸太 が置か れ、
この丸太に ゴオウ ヅエを 激し
く打ち付け る。大 きな音 がす
るように、 力を入 れて打 ち付
ける。一回 打ち付 けると 、新

で、太さ 一〇セン チほど の角材
を五角形 に削った 「テッ ポウ」

たなゴオウ ヅエを 祷人が 配る。

して、祷を 渡した 印とす る。

交わし、細 いゴオ ウヅエ を渡

人が向かい 合って 座り、 盃を

を行う。堂 の中央 に新旧 の祷

が変わるの で、祷 の受け 渡し

次いで、 この日 を境に 祷人

きな声を出 す。

する。その 際、
「ド ーン」と大

撃つような 姿勢で 打つ真 似を

つ。祷人は 、東西 南北の 四方向に向 かって テッポ ウを構え、 鉄砲を

三回の堂 たたき が終わ ると、祷人 はテッ ポウを 手に、堂の 中央に 立

ウヅエ三本 は各自 が持ち 帰り、苗代 の水口 に立て たという。

堂たたき三 回分、 つまり ゴオ

も用意する 。これ も上端 に切れ目を 入れて 樒の小 枝を挟み込 んであ る。
堂の祷の 朝、祷 人はゴ オウヅエ・テッポ ウなど を薬師堂に 運び込 み、
米・酒・餅などの 供物、食 事を用意す る。かつて は 毘沙の祷と 同様に 、
漆塗りの組 膳に料 理を盛 り付けてい た。料 理を盛 り付ける作 法は「 か
らす手」 と言って 、逆手 で箸を
もって盛 り付ける 。平成 六年に
祷の行事 を簡略化 した際 に取り
やめた。
祷人の 額に印を 押す「 インノ
コ」用に 、カワラ ケを少 し割り
取り、そ の破片を 細かく 砕いて
擦って粉 にし、酒 を入れ て練っ
たものを 用意する 。すり こ木状
の木で額 に印をつ ける。 練るた

テッポウ

堂の祷

写真７

インノコ

堂の祷

写真８

ゴオウヅエ
堂の祷
写真５
堂たたき
堂の祷
写真６

手伝いの人 が、カ ワラケ の破片を細 かくし て練っ たものをす りこ木 で
祷人の額に 付ける 。これ をインノコ といい 、参列 している祷 の人た ち
にも順次押 してい く。
一連の行 事が済 むと、 仏前に供え た餅を 降ろし 、切り分け る。参 列
した祷の人 たちは 、餅と 打ち付けた ゴオウ ヅエを 持ち帰る。 細いゴ オ
ウヅエのも う一組 は、住 職が持ち帰 る。
堂の祷の 祷人は 、八月 一五日の夜 、糯米 一合分 で作った丸 い握り 飯
を三三個用 意し、 仏前に 供える。握 り飯は 参拝し た住民に配 る。妊 婦
がこの握り 飯をい ただく と安産であ るとさ れる。

名称

雨散散

一
ゆうばらばら

越智

みや子

地域の人々は「雨散散」と称している。昭和十三年（一九三八）発行

特色

の『兵庫県神社誌』には「花振リ式」と記載されている。

二
多可町では、
「オトウ」と呼ばれる地域の行事や祭礼で主体的な役割を
担う当番の家を廻していく制度が現在も機能している。そのため現在も
町内各所で、年間を通じて様々な民俗行事が古くからの習俗をともなっ
てよく受け継がれているのを見ることができる。下三原のオトウは「神
主」と呼ばれ、専任神主ではなく村人が神主を勤めていることや、供え
物などに古い習俗をよく残している。
しきみ

雨散散は、干ばつに苦しむ下三原の人々が氏神に参り、八幡大菩薩に
雨乞い祈願したことが起源とされる。行事終了後は、樒 の小枝を持ち帰
り、厄除けとして家の戸袋などに一年間挿しておく。かつて苗代を作っ
ていた頃は、苗代作りが始まると米が豊作になるようにと苗代の一角に

実施期間・実施場所

挿した。

三

例年元旦の一月一日、多可町八千代区下三原に鎮座する下三原貴船神
社の境内でおこなわれる。ただし、これは摂社の八幡神社の行事で、八
幡神社の本殿前にておこなわれる。

四

歴史と概要

貴船神社は、天文一〇年（一五四一）、旱魃時の水争いを機に、下三原

から約二キロメートル東にある中野間の貴船神社から分社して祀られる

ようになったと伝えられている。境内には八幡神社、祇園社（八坂神社）

が祀られているが、その縁起や、行事の創始時期など具体的な事は記録
が伝わっていない。

また境内には明治四二年（一九〇九）に合祀された稲荷神社が祀られ

ているほか、養父大明神、山ノ神などが祀られ、広峰社の遥拝所も設け

組織

られていることから、同地区に古くから様々な信仰があったことがわか
る。

五

現在、下三原地区は百軒程度で、家の並び順に二人ずつ廻し、行事の

中心的な役割を担う「神主」を勤める。その際、忌服による欠員を避け

るため、二人の神主は同族から選ばれないように考慮する。また、神主

とは別に、宮総代が一人選出される。神主の任期は一月二日から翌年一

月一日で、雨散散の日に引き継ぎをおこなう。

この間に神主は、毎月の朔日参り、初午などの稲荷神社の祭り、節句
こうじや

の行事や秋祭り等、年間を通じて神社の行事での中心的な役割を担う。

ただし秋祭りの際は、中区糀屋の糀屋稲荷神社の神職を補助する形で、

祭礼の準備や当日の進行をおこなう。

六

祭り・行事の内容

行事当日の午前八時、神主二人は、大根、人参、洗米、塩、餅などを

壱年月の数は拾弐月なり
日の数は参百六拾五日なり

大歳より天竺龍体の神 富宝物を持って、

読み終わると、木の棒の先端を彫って匙状にしたものに神酒を入れ、も

載せた膳を、境内にある摂社や山ノ神等へ供える。午前九時を過ぎる頃
に、約三〇センチメートルの樒の枝とアカフジの蔓、洗米、半紙、水引

う一人の神主が「御祝申す」と言いながらすりこぎ棒にまとわせて参拝

只今御神前に於いて」

が並べられる。この樒とアカフジは、
年末までに神主が山へ採りに行く。

者へ振り撒く。参拝者は手に持った樒の小枝を高く掲げ、
「雨散散」と唱

になると、参拝者が集まり始める。その頃には、八幡神社本殿の濡れ縁

この時に榊も採っておき、行事までに貴船神社と摂社すべての榊を新し

える。これが三回繰り返される。樒の小枝に神酒の滴がたくさん付いた

八

参考文献
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午前十時になると、参拝者は樒の小枝を持って八幡神社の前に集まり、
儀礼に参加する。儀礼が終わると、貴船神社の拝殿で直会がおこなわれ
る。新旧四人の神主が、それぞれ木地椀に盛った白蒸を一口大ずつ箸で
とり、参拝者が両手で掲げる半紙の上に載せる。この四つの木地椀は貴

基本の所作

写真２ 樒の小枝を高く掲げる

船、八幡、日天、月天と呼ばれている。

七

儀礼の間、八幡神社本殿に礼服に着替えた二人の神主が上がり、その
一人が祭文を読み上げる。祭文は次のとおりである。
「謹迎再拝々々 慕って申す、
時に平成三十一年年己亥の年戊戌（実施年）の御朔日なり

写真１ 樒の小枝

名称

書写山円教寺の鬼追い

一
書写山円教寺の鬼追い

鬼追い会式では、赤鬼と青鬼の二体が出るが、赤鬼は若天、青鬼は乙

天と呼ばれる。
そして前者は毘沙門天、
後者は不動明王の化身とされる。

開してきたであろうことは想像に難くない。一般に修正会の追儺では、

章彦

かつては旧暦一月一七、一八日の行事であったが、明治五

前年に蓄積された見えない邪悪を祓うことが行われるが、多くそれは鬼

橋本

これらは、性空上人に付き従ったと言い、護法堂に祀られている。この

歴史と概要

祭りに重要な役割を果たす梅津家は、これら護法の子孫と伝えている。

四

年の新暦採用によっていったん一月遅れの二月一七、一八

に象徴される。日本のお祓い行事の場合、追う側にも鬼を使うことが一

この祭りが、円教寺における修正会の一部としてはじまり、そして展

日となり、さらに現在は一月一八日の行事となっている。

般的で、言わば「鬼で鬼を祓う」という構造を持っている。これは鬼の

実施期間・実施場所

実施場所 書写山円教寺。書写山は、姫路の北西に位置する標高三七

持つ人を超えたパワーに期待してのことである。そしてそのことは、や

二

一メートルの山である。東麓には夢前川が流れる。この山

がて祓われる鬼を越えて、人に幸いをもたらす鬼を出現させることにな

実施期間

上に伽藍を構えるのが、西国三十三ヵ所観音霊場第二七番

ったが、円教寺鬼追い会式に顕れる鬼は、そうした段階にいたった鬼で

一方、祭礼の起源については、次のような話がある。すなわち夢前川

札所の円教寺である。創建は古く平安時代の一〇世紀ころ

三つに分かれるが、鬼追い会式が行われるのは、中谷の中

の反乱に苦しむ英賀西村（広畑区才）の人々を性空が救ったことから、

ある。

心をなす摩尼殿（本尊・六臂如意輪観音）とその背後の山

彼らの願いによってはじまった、というのである。実際に夢前川は氾濫

性空上人によると言われる。山上は、東谷、中谷、西谷の

上に祀られる白山権現社の舞堂である。

する川であった。その点においては、事実を投影していると思われるが、

修正会はもともと鎮護国家や諸国の安寧を願って行われるものであるか

特色

三

ら、右の伝承は、暴れ川であったという事実にそうした修正会のもつ目

才村については、現在でも鬼追い会式に際して摩尼殿中央の長押に供

（一）播州地域には、この種の鬼追い行事が多いが、円教寺の鬼追い会

る。ただし、円教寺の鬼は、鬼追いとは言いながら、追われるべき邪悪

えられる三枚の大鏡餅に「英賀西村中」と書かれた札が貼られ、古くか

的や機能とが連動した結果と表れてきたものと思われる。

なものとしてではなく、
「大地を踏み轟かせて精気を蘇させる」鬼として

ら餅米を寄進してきた村であったことが、この地域と祭礼との深いつな

式もその一つである。寺の正月行事である修正会の結願として実施され

顕れる。すなわち予祝的に人々に幸いをもたらす存在なのである。

を果たしていた。梅津家三軒、磯部、宮本、中村、早川の各一軒である

近年まで祭りには、山麓東坂の「六人衆」と称する家筋が重要な役割

院があったらしく、そのことと大きな関わりがあったものと思われる。

の如く此寺に賢犬あり、書写山に書簡を往復す」とあって、円教寺の別

雲山満乗寺といへる別院を遺し置かれたり、此別院は可也大なりしもの

がりを示している。これについて、
『飾磨郡誌』の「才」に「当地には慶

餅（英賀西村中の紙を貼る）などを本堂長押に飾る。午後鬼追い会式。

ンチにそろえ赤い紙を斜めに巻いたものに七紙垂れを着けたもの）、
大鏡

一月一八日 午前中に鬼の花（一月二日に切り出した竹を長さ一〇八セ

一月一六日 摩尼殿に五色の幕を飾り付ける。

個）を作る。重ね餅と小餅は摩尼殿の諸仏や白山権現のお供え物とする。

重ね餅（八重、一五センチ、下・径一九センチ）
、小餅（一〇〇～一五〇

鬼面、装束や持ち物は大正一〇年（一九二一）の摩尼殿焼亡の折に失

（二）鬼面、装束など

末裔であると言う、このうち梅津家は、江戸時代天保年間の『書写山御

われた。現在は、大正一二年ころ新調されたものを使用している。ただ、

が、これらは性空上人が九州からやってきたとき、付き従った寺大工の

改帳』に「庄屋 梅津次郎右衛門」とあり、書写山円教寺領の代官的な

がはいっている）の袖無半纏を重ね着し、両肩から背中にかけて黒・白・

赤鬼は、朱色の金襴花模の綿入り襦袢に白地の行者輪宝模様（縁に朱

して口に鋭い牙をつける。

鬼面は、赤鬼は朱色、青鬼は緑色でいずれも角はなく頭部に舎熊、そ

装束の上衣と袴は平成二年（一九九〇）にもあたらしく作られている。

組織

役割を務めていたようである。

五

祭り の準備をする人々を「鬼係」と呼び。執行責任者を「承仕役」と
いう。平成三〇年度は梅津家がこれらの役目を担った。

赤の綿入りの紐をねじり結びにした鬼綱をかける。腰には朱色綿入りの

腰紐を結び、手には朱色の手袋、足には金襴の脚絆に朱の足袋、朱の鼻

祭り・行事の内容（衣裳・付属する行事等）

六

緒の草履を履く。背中には役一一二センチの槌を背負う。また鬼踊りの

青鬼の装束は、赤鬼とほぼ同様であるが、両肩から背中にかける鬼綱

時は、右手に鈴、左手に松明を持つ。

（一）準備（平成三〇年度）
古来、鬼追い会式の準備は、すべて山上で行うことになっている。
承仕役は、円教寺に年頭の挨拶。また松明と鬼の花用の竹を

以外はすべて色が緑色となる点が異なる。またとりものは、長さ約一一

一月二日

伐採。伐った竹は、さらに細く割って竹削りを行う。この日摩尼殿では

二センチほどの鉾である。槌は背負わない。

五色の吹き流しを竹の先につけて摩尼殿と紫雲峰に設置する。

鬼面が出され鬼の踊り初めを行う（鬼面のみで衣装は着けない）。
一月九日

七

基本の所作

一月一三日 鬼の箸づくり。櫨の木を太さ二センチ、長さ三七センチに

（一）白山権現における鬼追い

一月一八日の午後、鬼役二人が鬼係に援助されて摩尼殿隅の支度部屋

切って、頭部の切込みに牛黄法印の刷り物を挟み葛で束ねる。
一月一四日 円教寺会館で餅搗き。大鏡餅（三枚、直径一五〇センチ）
、

で装束を着ける。午後一時、鬼係が角提灯をもって、鬼を先導しつつ白

参拝者に鬼の箸が配られた頃に鬼たちが戻る。摩尼殿の扉がすべて閉じ

える。摩尼殿では、白山権現での鬼追いの間に法要が行われる。その後、

鬼の基本的な所作として、前進には①一歩前進、②二歩前進、後進には

山権現に向かう。このとき鬼は黒い布を頭からかぶり、鬼面を隠す。そ

白山権現では、舞台の中央に棚が据えられ、其の上に鬼の箸、角提灯、

③二歩後進がある。
また④一歩前進ののち向きを変えて一歩後進があり、

られて鬼追いが始まる。
儀式は暗闇と松明の煙の充満する中で進行する。

重ね餅が置かれる。鬼係 二名によって鬼の箸が参 拝者にまかれたあと、

さらに⑤乱れ舞と呼ばれるものがある。赤鬼と青鬼ではそれぞれの所作

のあとから、重ね餅、青鬼の鉾、鬼の橋、鈴を持った消防団が続く。

鬼係の打つ鐘の音に合わせて最初に赤鬼、次いで青鬼が出る。赤鬼は鈴

が少し異なる。また、赤鬼の場合は、松明を振り上げて垂直に支持する

する所作が行われる。

大導師など出仕の僧の前である。また乱れ舞の前には松明を水平に支持

ことがある。それを行う場所は決まっており、如意輪観音菩薩、才村席、

を上下に振りながら
大 きく足 を踏み込 み 、
青鬼と供に中央の棚
の周りを左回りを基
本として行動（ぎょう
ど う）す る。その 際 、
長 方形の 舞台の短 辺 、
長辺の端に来たとき
には、鐘は二度うたれ、
それを合図に両鬼は
向き合い、赤鬼は松明
を水平にして高く上
げる。そして鐘の連打
を合図に最後の行道
（右回りになる）には
いり退出していく。

白山権現へ鬼が出発した後、鬼役が僧侶を摩尼殿へ導き承仕役が出迎

（二）摩尼殿での鬼追い

赤鬼（白山権現舞堂）
写真１
青鬼（白山権現舞堂）
写真２

牛黄法印と鬼の箸
写真４

摩尼殿の鬼の花と鏡餅
写真３
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靖久

大川原地区で 地蔵盆に 花 だんごを供え るように な ったのは、昭 和五〇

年頃で、住 民が花だ んご の作り方を 川上地区 へ習 ってきたと 言う。同 様

に、赤田地 区でも昭 和六 〇年頃に、 川上地区 の花 だんごを真 似て作る よ
うになったと 言われて い る。

川上地区 の隣保は 、一 番組から六 番組まで あり 、花だんご は隣保ご と

行 事 組織

実 施 期間 ・ 実 施 場所

に二名ずつ 当番に当 たっ た家が中心 に作って いた が、現在は 婦人会が 中

五
開催時期は 、八月二 三 日

心に隣保の人 が総出で 作 っている。

花だんご

行 事 の名 称

花だ ん ご

一

二
実施場所は 、神河町 川 上地区

花だんごは 米粉から 作 られるため 、かつて は隣 保ごとに、農家は一 升、

行 事 内容

神河町の 各地区で は、 毎年八月二 三日（地 区に よっては二 四日）に 地

農家でない 家は五合 を出 し合い、全 部で一斗 一升 程度の花だ んごを作 っ

六

蔵盆が行わ れている が、 川上地区で は、村内 の「 壇の地蔵」 に花だん ご

た。しかし 、現在は 隣保 ごとの戸数 に差があ り、 花だんごの 数にも違 い

行 事 の特 色

が供えられ る。花だ んご は餅を板状 にのばし 、菱 形を作り、 まわりを 帯

が見られる。

三

状に切り、 花弁（孔 雀型 ）のように 形作る。 その 中央に「花 」の文字 を
川上地区の花 だんごは 、 近年、周辺の 大川原地 区 、大河地区、 赤田地

で糯米をつ なぎとし て加 え、蒸して 、臼と杵

少異なるが 、まず、 七升 の粳米に五 合の割合

花だんごの花 の作り方 は 、隣保によっ て多

区、本村地 区に広が り、 各地区で花 だんごの 細工 の仕方や飾 り方に変 化

を使ってつ く。だん ご状 態になった 餅を麺棒

書き、竹串の 先に刺し 、 それを山形に まとめて 飾 り付ける。

を見せている 。

で平たく伸 ばし、長 方形 に包丁で切 り取り、
川上地区の 福田寺境 内 にある「壇 の地蔵 」は、
「 安徳地蔵」とも呼ば れ、

ら切り目を 入れて、 丸く 曲げて孔雀 型に細工

次に菱形に なった平 たい 餅を、はさ みで端か

順次、菱形 の枠を当 てて 、包丁で切 り取る。

源平合戦の 壇ノ浦の 戦い （一一八五 年）で入 水し た安徳天皇 と平家一 門

をする（写真１）。菱 形に する時に切り 残った

行 事 の歴 史 と 概 要

の冥福を祈 るための 地蔵 である。そ のため村 人は 平家落人伝 説のなか で

餅で花の蕾 や作り物 とし ての人形や 動物を作

四

この行事が生 まれたと 思 っている。

はさみで孔雀型に細工

写真１

ったりした。
竹串は長さが約四〇センチから一メー
トルほどまで あり、両 端 を鎌やや鉈で 鋭角

午後七時に なると、 村人 が大勢あつま

り、
「壇の地 蔵」前で 、住 職によってお 勤

めが始まる（写真４）。そ の後、盆踊 りに

なる。この 地区の盆 踊り は鉱山関係 者が
始めた言われ ている。

昭和六〇年 頃までは 、大 ・小の花だん

ごのほかに 、隣保ご とに その年の大 きな

ニュース（ 話題性の ある 出来事）を だん

ごで人形な どを作り 、蒸 籠の木箱の なか

に入れて表現 した。こ れ を「つくり こみ」

と言い、日航 機墜落事 故 を表現したも のもあっ た と言う。

花だんごはお 勤めが終 わ ると、各隣保 で持ち帰 っ て、花は一軒 ごとに

数本ずつ配 られる。 その 花は翌日に 焼いて食 べた り、朝の味 噌汁に入 れ

て食べたりす ると無病 息 災になると言 われてい る 。

川上地区以外 の地蔵盆 で は、大川原地 区は大川 原 集会所、赤田 地区は

庚申堂にお いて村人 が総 出で花だん ごを作っ てい る。大河地 区では、 妙

楽寺境内の 抱き地蔵 尊堂 に一組から 七組まで 組ご とにアレン ジされた 花

だんごを供 えている 。ま た、本村地 区では、 八月 二四日に花 だんごを 上

参 考 文献

二〇一四

組・中組・下 組の当番 制 で作り、地蔵 に供えら れ ている。

七

神河町文化財 活性化委 員 会
二 〇 一七

資料編― かみかわ 歴 史文化遺産カ ルテ―』

『神河町の歴 史文化遺 産 Ⅱ―歴史史料 総合調査 の 成果―』
神河町教育委 員会

『神河町歴史 文化基本 構 想

供える

に切り落とし 、できあ が った花の数に よっ
て、四〇～五 〇本から 一 〇〇本ほど作 り、
花を竹串に刺 す。その 後 、食用色素（ 赤・
青・黄）を用 いて 、筆で花 の真ん中に「花」
と書き込む（ 写真２）。
次に、桶に藁 ツトを差 し 込み、その桶 と
ツトの間に小 石をはさ ん で固定し、藁 ツト
に竹串を次々 と突き刺 し て山形にする （写
真３）。平成 二〇年頃 まで は隣保ごとに 桶は
大・小の二個 があり、 合 計で一二個の 花だ
んごが「壇の 地蔵」に 供え られた。しか し、
現在（二〇一 八年）は 、 隣保の戸数の 変化
によって、六 番組以外 の 隣保では、花 だん
ごを作るのは 一個だけ と なってしまっ た。
地蔵盆の当日 は、早朝 か ら隣保ごとに 当
番の家や隣保 内にある 公 民館に集まり 、餅
つきから花 作りまで の作 業や、竹割 から竹串 作り まで、隣保 内の家族 が
総出で作業 に関わっ てい る。この日 が平日で あれ ば、仕事を 休んでも 参
加する。隣 保によっ ては 、昼にバー ベキュー を楽 しんだりし ながらも 、
夕方までに花 だんごを 作 りあげている。完成する と、午後六時ま でには、
「壇の地蔵 」に供え られ る。村の責 任者が隣 保ご とに持って きた花だ ん
ごをお堂内に 美しく配 置 する。

「壇の地蔵」に花だんごを

写真４

筆で「花」と書き込む
写真２
藁ツトに竹串を突き刺す
写真３

橋本

章彦

実盛は『平家物語』に登場する著名な武将で北陸・篠原の戦で源氏方の

手塚太郎光盛に討たれる。その際、実盛自身もしくは乗っていた馬が稲

の切り株に足を取られたことが討ち死にのきっかけとなったため、死後

を鎮撫することで防虫の目的を達成しようとする方法で行われる。しか

稲を恨んで害虫となったと伝えられている。そのため通例は実盛の霊魂

名称

田植えを終えて秋の収穫を祈る行事の名

見られず出処は不明である。一説には、

『平家物語』をはじめとする諸文献には

もっとも虫送りと実盛の結びつきは

素は希薄である。

始めたものと伝えており、怨霊鎮魂の要

し甘地では、実盛が農民を困らせる害虫を駆除し豊作を願って虫送りを

特色

実施場所： 甘地地区

実施期間： 夏の土用から三日目（平成三〇年度は、七月二二日）

実施期間・実施場 所

虫送り

甘地の虫送り

一

二

三

もり」へ転訛した結果この行事が斎藤実

である「サナブリ」という言葉が「さね

をもった村人が行列を組んで①村中を廻り村境まで歩く、②村境で人形

盛と結び付くことになったと言われてい

稲につく害虫を追い払う行事。一般的にはサネモリ人形を先頭に松明

や道具を次の村に順に渡していくなどの形式で行われる。その際、金や

る。

歴史と概要

古老の起源伝承のなかには、先の実盛創始説以外に次のような話が伝

（一）歴史

四

太鼓で賑やかに囃し立てる。市川町内では、現行数カ所で実施されてい
るが、甘地地区、上牛尾・岩戸神社などでは①、上牛尾・寺家祇園神社
では②の形式で行われており、塩谷、半瀬地区方面へ順に送られている。
全国的に見られる行事だが、ことに西日本では盛んであった。稲にと
って深刻な虫害は主としてイナゴやウンカなどによるもので、とくにウ

時期としては、一般的には田植えの終わった五月、
土用の入りのころ、

ころ虫が寄ってきたため、交流を兼ねたイベントとしてはじめた、とい

の竹くずを乾燥させて松明をつくり、土用のころの夕方に火を着けたと

えられている。すなわち、生活必需品であった桶の修理の際に出た大量

そして虫の出やすい七月に行われるなど様々だが、市川町内では、いず

りによる防虫に依存しなくなった比較的近代のものと考えられよう。な

うのである。ただ、これはあきらかに古い起源を言うのではなく、火振

虫送りは、多くの地域で斉藤別当実盛とかかわらせた由来伝承を持つ。

れも夏の土用入り前後の七月の行事となっている。

ンカの被害は西日本に多かったためである。

実盛人形

写真１

ぜならこの伝承には虫害防除に対する農民の切迫感が伝わってこないか

トル）二本、幟用支柱（細、三メートル）一本、太鼓かつぎ用棒（太、

抜き、大松明（二メートル五〇センチ）二本、提灯用支柱（細、三メー

け取りに来る。その数は毎年七〇～八〇本で子供用は少し小さめにする。

トル五〇センチ）一本を整える。昼には各隣保から松明の希望本数を受

二メートル）一本、実盛人形用支柱（内径四センチメートル、長一メー

らである。
古くから行われていたことはあらためて言うに及ばないが、甘地地区
における起源の詳細については不明とせざるを得ない。

（二）変遷

はあるいはこの時とかかわっているかもしれない。ただ、一応の復活は

た。その復活は昭和六二年（一九八六）のことであった。先の起源伝承

子供会用テントなどを神社に運び込む。神

し準備を始める。サネモリ人形や太鼓、鐘、

四役は午後五時に甘地の八幡神社へ集合

（二）祭り当日（平成三〇年度）

遂げたとは言えこの時は単発的で、その後は一〇年ほどは行われなかっ

事用の榊や玉串は副会長、会計、農会長が

甘地地区では、いつからかは不明であるが長くこの行事は途絶えてい

たらしい。再び復活したのは平成一二年（二〇〇〇）のことであった。

用意する。また会計は別に御神酒や配布用

に灯油を入れてもらう。

神社では、各自持参した松明用の竹筒の中

松明の先に布を詰めて神社に集まってくる。

午後六時ころ参加者があらかじめ配らた

の駄菓子を準備することになっている。

それ以後毎年多くの参加者を集めて盛んに行われている。
平成二一年（二〇〇九）前後ころに現在へのルートに変更が行われた

組織

ことがあった。

五

祭りにかかわるのは甘地の地区全体であるが、主として区長、副区

後、神殿から灯明の火がまず大松明にうつされ、ついで副区長により参

午後六時半、神事がはじまり、神職によって祝詞があげられる。終了

う。また各隣保（一六個）の隣保長も松明の希望本数などの集計報告、

列者各自の松明へ大松明の火が分けられる。

く大日堂のある脇の坂（通称屋台坂）から下り、集落を廻りながら神社

午後七時一五分八幡神社を出発する。このとき正面の階段からではな

六

末をしてすべての行事が終了となる。

送りは終わる。その後、四役により鐘、太鼓、人形などの諸用具の後始

から二キロほど先の尾市川まで行き、そこで河原に松明を投げ入れて虫

午前八時に公民館に集合し、伐採の後、再び公民館へ戻り松明用竹の節

七月八日（日）に四役によって虫送りで使用する竹切りが行われる。

（一）準備（平成三〇年度）

祭り・行事の内容 （衣裳・付属する行事 等）

配布等にあたる。

長、会計、農会長の四役が準備から祭り当日において重要な役割を担

大松明に火をわける

写真２

ちなみに実盛人形は、以前は毎年行事終了後焼却していたとのこと

基本の所作（平成 三〇年度）

だが、現在はそのようなことはない。

七
（一）虫送りの発声
ふっ飛ばせぇ）

先立ちや）

ゴシャラク（稲の虫や 五生楽）

ヨロズノムシヤ フットバセェ（万の虫や
イネノムシヤ
サネモリサンノ サキダチャ（実盛さんの
『やさしい市川町の歴史』では、
「いねの虫や／五生樂、実盛や／先だ
ちや、万の虫や／おともせ」であったとする。現行とは少々異なるよう
である。また「五生楽」はこのままでは意味が通じない。一般に虫送り
の場合、送った虫の供養を伴うことが多いから、これについては「後生
楽」すなわち「後生安楽」の意味とも考えられる。福崎に生まれた柳田
国男は「播州などでは単に実盛御上洛稲の虫や御供せいと云うたように
思ふ」と記しているから、もとは「御上洛」であったかもしれない。
『や

ドン ドン

ケン

ドン ド ン／ ケン

ドン

さしい市川町の歴史』の記載する詞章の場合は、その方が理解がしやす
いであろう。

ケ ン／ ケン ケン

（二）鐘と太鼓
ケ ケン

ケン ドン ケン ドンドン （注 ケンが鐘、ドンが太鼓）
先の詞章一節の発声ごとに右の鐘や太鼓が奏され、それが繰り返され
る。現行の鐘には「甘地部落／虫送り鐘／平成八年新調」と記載がある。

参考文献
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⑤前音頭、⑥鐘、⑦太鼓二名、⑧松明、⑨後音頭、⑩提灯、⑪一般の

①提灯、②幟、③実盛人形（支柱につけて高く上げる）、④大松明四名、

（三）行列の順番

八

一九六九「毛坊主考」
『定本

柳田国男全集』巻九

市川町史編纂室 二〇〇五、『やさしい市川町の歴史』
柳田国男

筑摩書房

虫おくりのルート

図１

本林

靖久

四

行 事 組織

鍛冶屋地区で は、毎年 成 人の日の前日 から翌日 に かけて「歳の 当」、一

は、 住 民 の中 か ら輪 番 で 選ば れ た 九人 が 行っ て い る。 こ の 九人 は 「親 」

月二六日に 「宮の当 」と 呼ばれる行 事が行わ れて いる。この 二つの行 事

行 事 の名 称

（以下「当 人」と呼 ぶ） と呼ばれ、 現在の鍛 冶屋 公民館西側 の東西方 向

の道から南北 に分けて 北 を裏組、南 を前組に 分け 、裏組から 四人、 前 組

組、九組を 前組に分 けて いる。この 九人の中 から 二人が「親 の親」に な

から五人が 選ばれる 。現 在は、玉屋 周辺で宅 地が 増えたため 、八組を 裏

開催時期は 、一月第 二 日曜日とその 翌日の月 曜 日（成人の日 ）

る。二人の 「親の親 」は それぞれ「 歳の当」 と「 宮の当」の 責任者に な

実 施 期間 ・ 実 施 場所

かくしほち ょじ

かく し ほ ちょ じ

一

二
実施場所は 、福崎町 鍛 冶屋地区の公 民館、サ イ ノカミ神社

り、主体とな って行事 を 仕切っている 。

福崎町には地 区によっ て 同じ姓を持つ 世帯が占 め る割合が大き いとこ

ろがある。 こうした 同族 関係をイッ トウと呼 ぶが 、鍛冶屋地 区では、 中

行 事 の特 色
鍛冶屋地区 では、毎年 成人の日の前 日から翌 日 にかけて、
「 歳の当」と

塚、白井、上田イッ トウ がある。
「歳の当」や「宮 の当」の各年度の 当番

三

呼ばれる行 事が行わ れて いる。以前 は小正月 とそ の前日に行 われてい た

の名が記載 されてい る「 順番帳」を 見ると、 明治 二〇年から 昭和四一 年

まで、それ ら以外の 姓は 確認できな い。同じ 姓が 現在まで集 落の世帯 の

が、成人の日 が祝日に な った関係で日 程が変わ っ た。
この行事は酒 宴から始 ま り、帳渡しの 儀、ほち ょ じ隠し、無言 の行、

養子縁組等 の理由も 考え られる。後 に、現在 の八 ・九隣保の 地区で宅 地

うちの多数 を占める のは 、他地域か らの移住 がほ とんどなか ったこと や

また、こ れらの行 事は 住民のうち 、輪番で 選ば れた九名が 全てを取 り

開発が行われ、他地域か らの人が入っ てきてお り 、 違う姓がみら れるよ

狐追い、ほち ょじ探し 、 トンド焼と複 数の行事 か らなる。
仕切りって いる。こ の九 名の氏名は 「順番帳 」に 毎年記載さ れており 、

うになってい る。

行 事 の内 容

「歳の当」は 、複数の 要 素からなる。 以下、平 成 三一年一月一 二日、

一三日に行わ れた行事 を 中心に、各要 素となる 行 事の状況を記 載する。

五

確認できる 最古のも ので 明治二〇年 のものが ある ことから、 少なくと も
一三〇年以上 継承され て いる。
この行事は「 かくしほ ち ょじ」という 、子ども が ほちょじを隠 すとい
う他の地域 では見ら れな い特徴から 、昭和五 三年 に福崎町の 指定文化 財
となっている 。

（一）ほちょ じ立て

当人たちで話 し合い、 一 月第一日曜日 に竹や袴 づ くりの準備が 行われ

る。九人の当 人が竹取 り から藁編み、 ほち

ごとに回す。 ナンテン の 葉で御洗米を すく

四角の升に入 った御洗 米 （新米）を机 の列

める機会とな っている 。 毎年の行事で ある

集落の全戸か ら一人ず つ 参加し、親睦 を深

料理の世話を し、息子 は 住民に酒をつ ぐ。

当人の家族も 住民をも て なす。当人の 妻は

た後に酒宴が 始まる（ 写 真２）。酒宴 では、

い、一人七、 八粒程度 口 に含む。皆に 回っ

ょじ建てまで 全て行う（ 写真１）。藁はそ の
年の秋に二三 〇把ほど 用 意しておく。 竹の
編み方は決ま っており 、 六本の竹を使 い、
一二本の藁の 紐で固定 す る（閏年は一 三本）。
竹の葉がたわ わとして い るようすは豊 作を
示すとのこと から、 で きるだけ葉の 多く、
まっすぐな竹 を選ぶ。 竹 を囲む藁でで きた
どの長さにな る。現在 、 ほちょじは「 歳の

う話もある。 酒宴会場 の 前にはお供え 物が

のために実家 に戻り、 住 民をもてなす とい

ため、区の外 に出た当 人 の息子もこの 行事

当」の前日 に鍛冶屋 公民 館前の駐車 場に設置 され るが、公民 館で行わ れ

並ぶ。小豆飯 一杯、升 に入 った御洗米三 杯、

くまびき（腰 蓑のよう な 物）は、三〇 ㎝ほ

る以前は「親（当人）の 親」の家の庭に立 てられ ていた。
「親の親」の 家
この日、
「賽の 神」をサイ ノカミ神社（サ イノトウ 神社とも言う）から

行事に使う御 幣やその 年 の祝詞、順番 帳を

みかん三個、 いりこ一 皿 である。その 隣に

塩、酒（ 一升瓶）、大根一 本、にんじ ん一本、

掘り出す。
「賽の 神」は、一般には「お賽さ ん」と 呼ばれ、一三個の 円形

入れた箱、「 お賽さん 」 が並ぶ（写真 ３）。

の庭が狭い場 合、他の 当 人宅に立てた こともあ っ た。

のご神体（ 黒石）で 、毎 年同じ場所 に埋めら れて いる。平年 は一二個 、
閏年は一三個 掘り出し た 後に洗い、公 民館に祀 ら れる。
（二）酒宴
成人の日の前 日の一八 時 から催される 。当人は 住 民を招き、も てなす

ること以外 場所は決 まっ ていないが 、上座に 年配 の者、下座 に若者が 座

列に分かれ てテーブ ルが 設置されて おり、中 央前 列に次年度 の当人が 座

度に集落に 加入した 者、 厄年の者、 還暦の者 が献 酒する。会 場では、 三

の当の「親の親 」、宮の当 の「親の親」がそ

の儀が行われ る。
「順 番帳 」を箸で持ち 、歳

なると次の当 人への引 継 の儀である帳 渡し

酒宴は一八時 から始ま る が、二〇時頃 に

（三）帳渡し の儀

るようにな る。酒宴 の開 始時に「歳 の当」の 責任 者である「 親の親」 の

れぞれ次年度 の者へ渡 す（写真４）。当人は

立場である 。酒宴に は女 性は参加し ていない 。当 日までに、 当人、本 年

一人が祝詞 を読み上 げ、 当人及び献 酒の紹介 をし た後で、住 民に小さ な

酒宴

写真２

祭壇

写真３

帳渡しの儀

写真４

「ほちょじ」建て
写真１

輪番で約一三 年に一度 回 ってくるが、
「親 の親」は 九人が話し合 いで決め
る。
（四）ほちょ じ隠し
一九時頃にな ると、大 人 がほちょじを 解体して 運 びやすいよう に竹を
切り、子ど もによっ て集 落内にほちょ じが隠さ れ る（写真５）。現在は 安
全のため、 小学校五 、六 年生が保護 者同伴の もと 行っている が、聞き 取
り調査によ ると、以 前は 地区内の小 学生男女 が解 体して隠し 、その後 さ
らに中学生 らが大人 に見 つからない ようなと
ころへ隠して いたこと も あったと言う 。子ど
もがほちょ じを隠す 理由 は伝わって いないが、
住民による と、子ど もが 知恵をしぼ り大人を
困らせるよ うな行事 だと 言われてい る。現在
は子どもの 数が減り 、こ の行事の存 続も難し
くなってきて いると言 う 。
（五）無言の 行
午前〇時から 、
「親の親」の二人によっ て無
言の行が行 われる。 二人 が小豆飯の 茶碗にい
りこ一匹を 載せ、箸 を一 本持ち、そ れぞれに
決められた 道を通っ てサ イノカミ神 社へ向か
って歩く（ 図１）。到 着後 、無言のま ま一本の
箸でその小 豆飯とい りこ を食べ、そ の後、箸
で茶碗を叩 き、食べ 終わ ったことを 合図する
（写真６）。 そして、「オ ウオウ」と 言い、箸
を決められ た場所に 立て て、またも と来た道
を戻る。平 成三〇年 度は 黒豆ご飯で行 われた。

「無言の行」のルート

図１

「ほちょじ隠し」へ出発
写真５
無言の行
写真６

（六）狐追い
午前一時頃に 、親（当 人 ）の七名で狐 追いが行 わ れる。
「親の 親」であ
る二名は公 民館で待 機す る。全員が 二メート ル弱 の竹の棒を 持ち、そ れ
ぞれのコー スで二つ ずつ 御幣を持ち 、決めら れた 場所に挿し て帰って く
る（図２）。コース は熊野 神社を起点に 出発する 下 の組と稲荷社 を起点に
出発する上 の組に分 かれ 、熊野神社 本殿、稲 荷社 にお参りを してから 出
発する（写 真７）。歩 く ときは、「キ ツネガイ オ ロロ」と一 人が言い 、他
の者が続いて「オロヨ 」と 繰り返す。近 年は、
深夜という こともあ り、 大声を出さ ず、竹の

で隠してい るため、 朝ま でに見つか らなかっ た場 合、当人が 子どもの 親

個）をほちょ じの中に 入 れて置く。

その際に、 公民館で 祀っ ていた「お 賽さん」 の石 （一二個、 閏年は一 三

端にあたるサ イノカミ 神 社で当人たち の手によ っ て再建される（写真 ９）。

に電話で教え を請うこ と もあった。 見つ かったほ ちょじは、地区 の南東

「狐追い」のルート

図２

棒で地面を 激しく叩 かな くなったが 、元々は
狐追いの後 にほちょ じを 焼くという 合図の意
味もあって 、大きな 音を 立てて歩い ていたと
言う。熊野 神社を起 点に 出発した者 は姫路市
多田との境 界とサイ ノカ ミ神社に御 幣を挿し、
稲荷社を起 点に出発 した 者は庄地区 との境界
とサイノカミ 神社に御 弊 を挿し（写真８）、そ
れぞれ公民 館に戻る 。村 人によれば 、狐を災
いをもたら すものと 見な し、地区の 外へ追い
出し、御幣 を村の境 界に 挿すことで 、村を悪
いものから守 るという 意 味があると言 う。
（七）ほちょ じ探し
午前二時頃に 、小学生 が 隠したほちょ じを
当人が全員 で探す。 ほち ょじは集落 内全域が
隠し場所で あるため 、朝 まで見つか らなかっ
た年があっ たと言う 。近 年は、保護 者も同伴

狐追い
写真７
村境に御幣を立てる
写真８

地区の「お 賽さん」 を埋 めた隣の木 の根元に

埋められ、 御弊を立 てて 祀られる。 玉屋の住

民は、この 地区の「 歳の 当」に参加 しながら

も、別に「 お賽さん 」を 所有してい る。玉屋

の「お賽さ ん」の数 は、 初めに玉屋 に住んで

いた五軒の 家のこと を指 すのではな いかと言

われている 。玉屋で は、 従来は道祖 神の元に

「お賽さん 」を埋め てい たが、昭和 五二年頃

の耕地整理 でその道 祖神 である石造 物が別の

場所に移動 したため 、現 在の場所に 埋めるよ

うになったと 言う。
「 歳の 当」の前日 に「お賽

さん」を掘 り出し、 玉屋 の当番の家 の床に祀

られ、ほち ょじ焼き の時 に温められ ている。

玉屋の古老 によると 、道 祖神の元に 埋められ

ていた頃は、「お賽さ ん 」は温めて はおらず、

当番の家の 床の間に 祀っ て行事が終 わった後

行 事 の歴 史 と 変 遷

にそのまま埋 め戻され て いたと言う。

六

「順番帳」に は、行事 に 変化が起こっ た際の記 録 （覚書）が残 されて

いる。
「順番 帳」は四 冊が 現存し、
「歳 の当」
「 宮の 当」用の箱 がそれぞれ

あり、その 中に裏組 、前 組の「順番 帳」が二 冊ず つ入ってい る。行事 に

変化があると きは、地区 の総会で決め られてい る 。以下、
「順番帳 」から

変化のあっ た年の記 述を 記載する。 明治二〇 年の 記録では、 この頃は 集

落を北組と南 組に分け て いた。昭和三五 年 「昭和 三十五年一月 執行の歳

「お賽さん」の埋め戻し

（八）ほちょ じ焼き
ほちょじ焼き は早朝六 時 から始まる。 午前
八時くらい まで住民 が正 月飾りを焼 くために
）。 習 字 は 高 く 舞

やってくる 。住民は 火に 当たりなが ら餅や子
どもの 習字も 焼く （写 真
い上がれば 上達する と言 われている 。また、
持参した餅 を竹に刺 し、 その火で焼 き、持ち
帰って食べ ると夏負 けし ないと言わ れている。
午前七時頃 に「お賽 さん 」である熱 くなった
丸石を火の 中から順 に取 り出し、ほ ちょじ焼
）。 そ の 上 に

きの広場か ら少し山 手の 一本の樫の 根元に掘
られた 穴に埋 めて いく （ 写真
）。

榊の御幣を 挿し、九 名の 当人が揃っ て今年一
年の無 病息災 を祈 って 拝 礼する （写真

が運ばれ、 一緒に温 めら れている。 温められ た「 お賽さん」 は、鍛冶 屋

ほちょじ焼き の時、鍛 冶 屋地区の玉屋 の住民か ら 五個の「お賽 さん」

（九）地区内 （玉野） の 「お賽さん」 の事例

一連の行事は 終わる。

う。拝礼が 終わると ほち ょじの火が消 えるのを 待 って、後片 付けとな り、

目印に置か れている 石が 五輪塔の一 部である こと から語られ ていると 言

りんさん」と呼 ぶ人もい たが、 それは埋 めた

っている。なお 、
「お賽さ ん」のことを「 ごう

賽さん」が 埋められ た場 所が信仰の 対象とな

呼ばれている が、社殿な どの建物はな く、
「お

このほちょ じ焼きの 場所 はサイノカ ミ神社と

１２

写真１１

埋めた場所で拝礼

写真１２

１１

「ほちょじ」再建
写真９
書き初めを燃やす
写真１０

１０

の当より従 来の二組 制を 三組制に改 め当人は 各組 毎に三人と する」と あ

一九九四『 福崎町史

第四巻

第一巻、本文 編Ⅰ』
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る。戸数が 増えたた め、 北（五・六 組）・中（ 一 ・二組）・南 （三・四 ・
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況 は 平 成 三 年 、 会 場 が 公 民 館 に な る ま で 続 け て い た 。 他 に 、「 歳 の 当 」、
「宮の当」に 係る経費 に ついても「順 番帳」に 記 載されている 。
次に、福崎町教育 委員会 の昭和四八年 の記録で は 、 ほちょじは公 民館
ではなく、 当人の手 によ り「親の親 」の家の 庭に 建てており 、会食（ 酒
宴）もその 家で行わ れて いた。料理 について は、 現在は仕出 しにして い
るが、元は 八重椀を 使用 した旧来の 様式であ った 。昭和四八 年当時は 会
席膳による 会席料理 だっ たと記録さ れている 。こ れら料理を 準備する の
は当人の役 割である 。当 時は前組と 裏組のそ れぞ れの「親の 親」の家 に
組の者が集ま っていた 。
当時は明け方 まで酒宴 が 続いており、 当人（親 ） の経済的な負 担も大
きかったと言 う。ま た、
「 歳の当」の 当日は当 人が 袴をはいてい たと記憶
されている 方もいる 。無 言の行、狐 追いにつ いて は現在の姿 と大きく 変
わらないが 、公民館 で一 堂に集まら なかった 時代 は出発地点 がそれぞ れ
の組の「親の 親」の家 で あった。
なお、
「歳の当」が終わる と、毎年一月二 六日に休 日、平日問わず 熊野
神社で「宮 の当」行 われ る。一八時 頃から神 事を 行い、その 後酒宴を 催
す行事であ る。祭壇 には 、いりこ、 塩、洗米 、み かん、大根 、人参、 赤
飯、御神酒 を供える 。近 年はその年の 当人と翌 年 の当人、 地 区の役員 の
みの参加と なってい るが 、かつては 「歳の当 」と 同様に、ほ とんどの 住
民が参加した 。神事は 地 区の神主が行 い、その 後 皆で食事をす る。

相生 ペ ーロ ン 祭
元晶

の社長横尾龍が 、
故郷長 崎から取り入れて おこな ったのが始まりで ある。

初期の播磨造船所 には多 くの長崎県人が勤 務して いた。所内の従業 員の

のが最初で、翌一 九二三 年には社員が長崎 に行っ てペーロン船の見 取り

籔

慰安として企画さ れてい たのが海上運動会 で、一 九二二年の海上運 動会

播磨造船所内の 従業員 の慰安として始ま った行 事であるが、しだ いに

図を写して帰り、 本格的 に長崎ペーロン競 漕を取 り入れていった。 やが

に、長崎県人の発 案を採 用し漁船をペーロ ン船に 急遽したてて競漕 した

盛んとなって「海 上大運 動会」と称される ように なった。それが、 昭和

て社内では、各部 ・各職 域での対抗戦を望 むよう になったため、職 場内

名称

二三年（一九四八 ）には 「相生みなと祭」 と改め られ、そして、昭 和三

でチームを編成す ると同 時に、職場をあげ て応援 団も組織されて応 援合

一

八年（一九六三） には「 相生ペーロン祭」 に改め られて現在に至っ てい

戦もくりひろげら れるよ うになった。こう して、 多くの家族をはじ めと

する見物人が、山 に丘に 所せましと埋めつ くし、 播磨造船所の海上 大運

動会として注目さ れるよ うになった。

後、他の企業の参 加やク ラブチームの参加 が増加 するようになり、 現在

戦中・戦後の三 年間は 中断したが、昭和 二二年 から再開された。 その

（二）相生湾の 道の駅 あいおい白龍城の 前の海 に片道三〇〇ｍの コー

ースが行われる。 オープ ンレース以外は決 勝戦ま で行われる。

してタイムを競う 。一般 男子Ⅰ部とⅡ部、 それに 一般女子とオープ ンレ

行われる。海上に 六〇〇 ｍのコースが四コ ース設 けられ、そこを一 往復

五月の最終日曜 日、相 生ペーロン祭の海 上の部 としてペーロン競 漕が

した熊野産の杉材 を使用 しているというこ とであ る。

船所で建造されて いる。 全長十二ｍ、総重 量五○ ○㎏で、三、四年 ねか

現代のペーロン 船は一 〇代目に当たるが 、四代 目以降は長崎の塚 原造

（二）概要（ペ ーロン 船）

発展をはかること を目的 とするようになっ ている 。

に至っている。そ のこと から、相生市民相 互の親 睦と連帯を高め、 市の

歴 史と 概 要

し、仕様・構造が 受け継 がれている点が注 目され る。

相生のペーロン船 は大正 期までの長崎のペ ーロン 船の面影を残

（二）長崎のペ ーロン 船が時代とともに 形態を 変化させたのに対 し、

船の歴史に深く結 びつい て成立した行事で ある。

（一）相生の民 俗的行 事とは関わりのな いもの ではあるが、相生 の造

特色

スが四コース設け られ、 そこでペーロン競 漕が行 われている。

（一）毎年五月 の最終 日曜日に開催され ている 。

実 施期 間 ・実 施 場 所

る。

二

三

四
（一）歴史

相生のペーロン競 漕は、 大正一一年（一九 二二） に当時の播磨造船 所

の四艇は、一般女 子とオ ープンレースが使 用する 。先の四艇がレー スを

は、一般男子Ⅰ部 と一般 男子Ⅱ部が使用す る。飛 龍・雲龍・蛟竜・ 青竜

（一）相生ペー ロン協 会

している間に後の 四艇が 準備をして、次の レース がすぐにできるよ うに

組 織・ 運 営
平成四年（一九九二）に相生ペーロン協会が設立され、ペーロン祭「海

している。そのため、さまざまなレースが組み合わされて行われている。

五

上の部」の企画・ 運営に 当たっている。ま た、ペ ーロンの後継者の 育成

また、ペーロン 競漕の 合間にボートレー スも行 われている。三チ ーム

チームが参加して いる。 四チームずつ九レ ースが 行われる。

オープンレース は、近 隣の地域や相生と 何らか のつながりがある 三六

スーパードルフィ ンチー ムが強く、一六連 勝ほど しているという。

は、友好都市の高 知県須 崎市からの一チー ムが参 加している。現在 は、

一般女子は八チ ームで 、四チームずつ二 レース が行われる。この 中に

で優勝すると、翌 年その チームはⅠ部に上 がるこ とができる。

一般男子Ⅱ部は 九チー ムで、三チームず つ三レ ースが行われる。 Ⅱ部

現在は、磯風漕友 会が強 いということであ る。

チームが決勝に進む。優勝チームは、七月に長崎のペーロンに参加する。

は二レースが行わ れて、 それぞれのレース の一位 と二位のチーム合 計四

準決勝に進む。準 決勝と 決勝は一往復半の 九二〇 ｍを競漕する。準 決勝

れのレースの一位 と二位 それに三位から二 チーム の八チームが選ば れて

は往復六〇〇ｍを 競漕す る。四チームずつ 三レー スが行われる。そ れぞ

の一チームは、友 好都市 である長崎ペーロ ンの優 勝チームである。 予選

一般男子Ⅰ部は 、一二 チームによって第 一次予 選が行われる。こ の中

艇旗の色のコース に入る 。

雲龍の艇旗は白、 神龍と 蛟竜の艇旗は青、 昇竜と 青竜の艇旗は黄色 で、

コース）の四コー スが設 けられている。天 龍と飛 龍の艇旗は赤、白 龍と

コースは、赤（１コース）・白（２コース）・青（３コース）・黄（４

一レースは一〇分 ほどで 行われている。

る。

六

ペーロン競漕は 九時半 から行われる。天 龍・白 龍・神龍・昇竜の 四艇

である。

九時に天白みこ し海上 渡御が行われる。 ペーロ ン船による御座船 曳航

（一）ペーロン 競漕

祭 りの 内 容

のペーロン大会そ れに相 生産業高校のいき いき海 上運動会などが行 われ

ペーロン祭が終 わり六 月に入ると、市内 の小学 校の体験乗船や中 学生

う。

ン船の準備をする 。清掃 と飾り付けを行

ームは一回行う。 五月二 三日頃にペーロ

のチームは三回行 い、オ ープン参加のチ

ーロンの海上公式 練習を 行う。一般男女

んの育成をする。 四月二 一日頃から、ペ

〇日頃から四月二 〇日頃 にかけて舵取さ

こで体験乗船など を行っ ている。三月二

ペーロン船十四艇 が格納 されていて、そ

主な運営場所は 相生ペ ーロン海館で、

（二）運営

やペーロン船の管 理運営 にも当たっている 。

相生ペーロン海館のペーロン艇
写真

合わせて三拍子で 漕ぐ。 「ドン」と「ジャ ン」の 時に櫂で漕ぐ。四 拍子

になると「ド・ド ・デン ・ジャン」になる 。櫂が ムカデになったら だめ

ごと二レースの予 選と決 勝がある。
（二）海上花火 大会

参 考文 献 等

一九八七

だという。

八

相生市市史編纂専 門委員 会

相生市立歴史民俗 資料館

二○一七年八月

二○一七「展示 解説

『相生市史』第四 巻

相生市立歴史民俗 資料館

資料 館だよ り

資料 館だよ り

二○一八年十月

「れきみん
相生市立歴史民俗 資料館

「れきみん

資料 館だよ り

相生市立歴史民俗 資料館 、二○一九年四月
「れきみん

相生ペーロン協会 オフィ シャルサイト

Ⅲ
..―５」

相生ペーロン」

前日の土曜日に は、
前 夜祭として相生湾 で海上 花火大会が開催さ れる。
今年は、一九時三 〇分か ら二〇時五〇分ま で、約 五〇〇〇発の花火 が打
ち上げられた。
（三）陸上の部
ペーロン競漕の 当日、 陸上の部として、 ステー ジイベント・ふれ あい
広場・パレードな どの催 しなども行われる 。
今年は、ステー ジイベ ントとしては、市 民体育 館駐車場において 、演
奏・ダンス・演舞 などの 七つのイベントが 行われ た。ふれあい広場 は、
市役所駐車場前に おいて 、七つの催しが行 われた 。パレードは、十 一時
からコープ神戸前からほんまち商店街・中央通・市民体育館駐車場まで、
二十二団体による それぞ れ趣向をこらした パレー ドが行われた。
このほか協催行 事とし て、土日の両日に スポー ツや文化の大会が 行わ

基 本の 所 作

れた。

七

乗船者は三二名 で、そ の役割は次の通り である 。
・艇長（一名）船 の最高 責任者（安全責任 者）
・舵取（一名）船 の操縦 （安全航行操縦者 ）体格 が必要。
・ドラ（一名）ド ラ奏者 （艇長の合図で太 鼓と合 わせる）
・太鼓（一名）太 鼓奏者 （艇長の合図でド ラと合 わせる）
・漕手（二十八名 ）漕手 （櫂を持ち人力で 漕ぎ船 を進める）経験や 体格
体力を考慮して配 置され る。
普通は「ドン・ デン・ ジャン」と呼ばれ るよう に、銅鑼と太鼓の 音に

Ⅲ
..―１５」

No

Ⅲ
..―１９」

No

No

祭り・行事の名称

さいれん坊主

一
さいれん坊主

山田

なつこ

ており、後述する恩徳寺記録の記述「ほうてん踊」と名称が類似してお

祭り・行事の歴史と概要

り注目される。

四

行事の舞台となる恩徳寺は真宗（西山派）の古刹で、長谷寺を建立し

た徳道上人が父母の御恩に報いるために建立したとされる。嘉吉元（一

四四一）年に起こった「嘉吉の乱」によって消失したが、一七世紀後半

に再興された。恩徳寺には、縁起絵巻を含む複数の縁起が残されており、

二、実施期間・実施場所
期間 七月一四日・一五日

一氏子中之祭礼、毎年七月十五日・十六日之夜、燈籠・幟・かねた

写された「広大山恩徳寺記録」に

享保一五（一七三〇）年に観静が制作し、天保四（一八三三）年二月に

祭り・行事の特色

実施場所 井関三神社・恩徳寺

三

（田村三千夫「広大山恩徳寺の縁起」）

いこを持、ほうてん踊とて平井郷・桑原庄両夜ニ興行致し来り候

盛んに行われており、さいれん坊主もこれら行事の一種であると考えら

との記述があることから、江戸時代中期には既に行事が行われていたと

姫路市、太子町、たつの市周辺では、盆の時期に様々な形の火祭りが
れる。なかでもさいれん坊主は、後述の通り江戸時代中頃の資料に記述

によって城山城（現たつの市城山町馬立）で討ち死にした赤松満裕一族

考えられる。
地元ではさいれん坊主は雨乞い行事であるとも、「嘉吉の乱」
の火祭りでは、

の霊を弔うために行われるようになったとも伝承されている。

行事を行う中垣内地区には、龍野藩西組の庄屋を務めていた八瀬家住

宅が現存し、市の指定文化財となっている。

の斑鳩寺には、

がある。太子町

町小田・菖蒲谷・上新宮・下新宮・構・田井・竹万・北山・龍子）が一

清水・前地）が一五日に、西組と呼ばれる桑原荘九村（現たつの市揖西

かつては東組とよばれる平井郷四村（現たつの市揖西町中河内・佐江・

祭り・行事組織

太鼓踊り「法伝

六日に恩徳寺で行事を行い、それぞれが非番の日に地元の神社で行事を

五

哉」が伝承され

声を上げる事例

う」などの掛け

や「ほうてんと

「ほうねんや」

松明を持って

があり、その歴史性が伺える点で貴重である。周辺部で行われている盆

写真１ さいれん坊主

その後参加する村が減少し、現在は一三ヶ村のうち中垣内のみが一四日

行っていた。このような形は昭和三五（一九六〇）年頃まで続いたが、

に、中、下は恩徳寺の行事に参加している。

る。さらに集落内は上、中、下に分かれており、上は井関三神社の行事

九の隣保に分かれており、一つの隣保が一〇から二〇軒で構成されてい

祭り・行事の内容

も持つことができる共有のものが五〇本程あり、恩徳寺内の小屋で保管

き取り調査では確認できなかった。さいれん坊主には飛び入りの参加者

が出されるのが慣例であったとの記述が『龍野市史』に見られるが、聞

屋で保存している。西組の赤松家からは赤坊主と呼ばれるさいれん坊主

のが慣例であったが、現在は傷みのため行事には出さず、恩徳寺内の小

もみられた。中垣内にある八瀬家からは白い大鯛のさいれん坊主を出す

ものや、金魚やキャラクターなど工夫をこらした形をしたさいれん坊主

伝承に努めている。かつては長さ七から八メートル程で二、三人で持つ

作には技術が必要なため、三から五年に一度保存会が作り方教室を開き、

用し、虫害を防ぐため一一月から一月の間に伐採して乾燥しておく。制

し使用する。さいれん坊主に用いる竹は、生えて三から四年のものを使

を貼った提灯である。各家で制作され、一度作ると紙を張替えて繰り返

さいれん坊主とは、長い竹の先に同じく竹製の楕円形の籠をつけ、紙

（一）行事に用いる用具・行事の準備

六

名と、常任理事一四名の計三四名体制である。

の準備は自治会役員が行う。自治会役員は、各隣保から一名ずつの一九

白寿会（老人会）、子ども会が中心である。井関三神社、恩徳寺共に行事

降は保存会が当日の行事運営を担う。さいれん坊主保存会は、自治会、

いたが、昭和五二（一九七七）年にさいれん坊主保存会が結成されて以

かつては青年団が主体となり、行事の準備から当日運営までを行って

に井関三神社で、一五日に恩徳寺で行事を行っている。なお、恩徳寺で
の行事には現在も一三ヶ村の自治会長は参加している。
中垣内は平成三〇（二〇一八）年現在二四二軒の地区で、集落内は一

八月・五日恩徳寺さいれん坊主地図
図１

【地理院地図（電子国土ＷＥＢ）を加工して作成】

太鼓が叩かれると、さいれん坊主の行事は終了となる。平成二九年まで

子供たちが交代で太鼓を叩き続ける。その間さいれん坊主は太鼓を中心

行事で鳴らされる鉦、太鼓は中

は、各家から出されるさいれん坊主に対し、アイデア賞や長いで賞など

されている。自治会、子供会、婦人会が行事前に公民館に集まり、それ

垣内地区で所有しているもので、

の表彰を行っていたが現在は休止している。この後午後九時前まで納涼

として広場を反時計回りにゆっくり歩いて周る。最後に大人による締め

鋲打ち太鼓一張と締め太鼓一張、

盆踊り大会が開催されるが、平成三一年は雨天のため中止となった。

らの破れや飾りの補修を行う。平成三〇年は八月五日に行われた。

鉦二口を公民館で保管している。

三ヶ村で行事を行っていた時は、

午後七時頃に境内に練り入る。一

地区が同時に太鼓を叩き合った後、

境内に入る前の門前で、二つの

とる。

長も加わり、行列を先頭する形を

に参加していた一三ヶ村の自治会

合流する。ここからはかつて行事

を叩き、合流地点で二つの地区が

又路で、中地区は中垣内橋で太鼓

れん坊主である。途中下地区は四

鉦、太鼓、各家から出されるさい

神社での行事同様提灯を先頭に、

おらず、七から八分程叩いた後、行列を作って出発する。行列は井関三

時半にそれぞれ集合し、出発前に太鼓を叩く。叩く回数は特に決まって

中垣内中地区は八瀬家の前で、中垣内下地区は揖西東小学校近くで六

め、聞き取り調査を中心に行事内容を紹介したい。

調査を実施した平成三一（二〇一九）年は雨天で行事が中止されたた

（三）恩徳寺でのさいれん坊主

中垣内

和五十四年八月吉日」もう一方に
は「昭和五十三年八月
恩徳寺」と記される。太鼓は八月
に二、三回練習を行う。かつては
消防団、青年団が中心で叩いたが、
現在は子供会の小学校五、六年生
の男女が中心となっている。
（二）井関三神社でのさいれん坊主
参加者は六時半に新井ノ口橋に集合し、出発前に太鼓を叩く。太鼓は
竹の棒に吊るされ、前後を大人が担ぐ。叩き手は担がれた太鼓の両側か
ら同時に同じ所作で叩く。
鉦も同様に竹に吊るされ、
両端を大人が持ち、
一方が撞木で叩く。太鼓を叩く回数は決まっておらず、五、六分程叩い
てから行列を組んで出発する。行列は提灯を先頭に、鉦、太鼓、各家か
ら出されるさいれん坊主が続く。移動中も道中太鼓として鉦、太鼓が鳴
らされる。井関三神社鳥居前に到着すると、止まって再び太鼓を叩いた
後、神社境内に練り入る。拝殿前まで進んで整列し、井関三神社宮司か
らお祓いを受ける。お祓いが終わると、鉦、太鼓が先導する形で拝殿横
の広場に移動し、反時計周りに広場を一周し、中央で止まって三〇分程

写真３ 井関三神社への道中での太鼓

鉦の一方には「中垣内自治会 昭
写真２ 鉦

う。一行が本堂前まで進むと、恩徳寺住職が念仏を唱える。その後奉納

門前で各村が太鼓の叩き合いをし、勝った地区が先に境内に入ったとい

ムと所作の詳細は、田村三千夫「お盆の火祭り観察記」を参照されたい。

ら一連の動きを一セットとし、次の叩き手に交代する。太鼓・鉦のリズ

上がって姿勢を戻しながら太鼓の上縁部分を右手左手と二回叩く。これ

参考文献

太鼓として自治会役員が太鼓を二セット叩く。終わると太鼓と鉦を先頭
に境内を反時計周りに一周し、境内中央で止まる。
「よーそれ」の合図と

八

龍野市史編纂専門委員会編

ともに再び太鼓を叩きだすと、さいれん坊主が太鼓を中心として境内を
反時計周りに円を描くようにゆっくり境内を歩く。約三十分程太鼓が叩

太子町立歴史資料館編 二〇〇九『お盆の火祭り』

一九八六『龍野市史』第七巻龍野市

かれ、七時四十分頃大人が締め太鼓として最後に太鼓を叩いてさいれん

田村三千夫 二〇一〇「広大山恩徳寺の縁起」

（太子町立歴史資料館編『太子町立歴史資料館 館報』第十三号

田村三千夫 二〇一一「お盆の火祭り観察記」

（太子町立歴史資料館編『太子町立歴史資料館 館報』第十二号

坊主の行事を終了する。その後九時前まで納涼盆踊り大会が行われる。
井関三神社と同様に平成二十九年までは、各家から出される工夫をこら
したさいれん坊主に対し、表彰を行っていたが現在は休止している。ま
た、かつては行事中にさいれん坊主同士での叩き合いが行われたが、現

恩徳寺小屋内で保存されている八瀬家の白い大鯛

在は危険なため禁止されている。
（四）その他

基本の所作

当地では浄土真宗が多く、各家庭では盆行事をあまり行わない。

七

太鼓の基本所作 両腕を上げて飛び上がり、両手で太鼓を打って左下に
はらう。右手、左手と太鼓中央を二回叩いた後、かがんで太鼓の下部を
右手左手と小さく二回叩き、小さく飛んで姿勢を戻しながら太鼓の上縁
部分を右手左手と二回叩く。この所作を一組として、同様の所作を再度
繰り返す。その後再び両腕を上げて飛び上がり、両手で太鼓を打って左
下にはらった後、右手、左手と太鼓中央を二回叩き、大きく手を回しな
がら右、左、右、左、右と五回連続して太鼓を打って一呼吸おいた後、
同様に手を回しながら左、右、左、右、左とさらに五回連続して太鼓を
打つ。かがんで太鼓の下部を右手左手と小さく二回たたき、小さく飛び

写真４

籔

元晶
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歴 史と 概 要

『兵庫県神 社誌』 によると、祭神は 応神天 皇と天津兒屋根命 で、

寛応（観応）年間 （一三 五〇～五二）背山 に夷瀬 之岩室と云ふ妖賊

「天安三年（八五 九）豊 前国宇佐の宮より 分霊を 勧請せしに創まる

名称

住みて事を神託に 偽り氏 子二十四ヶ村の内 より十 四五才の女を以て

河内 神 社オ ト ウ

一
河内神社オトウ

人身御供に出させ 村民を 惑はす事積年に及 べり… 茲に河内国牧岡に

坐す皇神の神託あ りて神 霊河内国より今の 神地に 飛来り賜ひて妖賊

を神罰せられしか ば人身 御供を停むと伝ふ 」との 由緒を持つ。神霊

実 施期 間 ・実 施 場 所

（一）以前は九月二五日がキヒライ、九月三〇日が下 トウヤのクチア

を勧請したときに 神に従 って来た家筋とい われる トウザシが、今も

かみ

まき

ケ、一〇月一日が上 トウヤのクチアケ、一〇月七日が宵宮、八日が

組織

とき しげ

次のトウヤを指定 してい る。

二
しも

五

（一）氏子
あい さか

ふく わら

かど が はな

現在は、上 荕 原 ・ 相 坂 （鍛冶屋）・ 時 重 ・牧 の四地区の氏 神で、

あざ わら

本宮と決まってい た。現 在は、宵宮と本宮 を基本 十月第一土日にし
ている。クチアケ の日は そのままで、キヒ ライは その一週間程前の
土日に行っている。二〇一八年の場合は、キヒライが九月一六日
（日）、下トウヤ のクチ アケが九月三〇日 （日） 、上トウヤのクチ
アケが一〇月一日 （月） 、宵宮が一〇月六 日（土 ）、本宮が一〇月

むい ご

とい ぐち

りん ぽ

麦 子・南・谷口・森脇・樋 口 ・竹の内・沢の口の隣 保があるが、戸

牧にオトウの祭りが伝え られている。牧 は、上か ら福 原 ・角 ヶ鼻 ・

（二）祭の場所は、キヒライとクチアケは上トウヤ宅と下トウヤ宅で、

数の少ない森脇と 樋口を 一緒にした八つの 隣保か らトウヤを選んで

七日（日）であっ た。

宵宮と本宮は河内 神社で ある。本宮のカミ サンオ クリでは上下の新

いる。上トウヤと 下トウ ヤは、選ばれた二 軒の家 の位置で決めてい
る。
（二）トウヤ

トウヤとな った家 で祭祀を勤めるの は長男 で、トウボシと呼 ばれ

特色

しいトウヤ宅が迎 える。

三

河内神 社の 祭祀 とは 別に 、上下 のト ウヤ 宅に おい てお社 （御分霊

ている。以前の記 録によ ると、一六、七歳 の若者 が選ばれていたよ うで

やし ろ

ともいう）が常時 祭られ ているところが注 目され る。トウヤの制度 が

ある。トウボシは、一年間四つ足（牛・豚など）を食べてはいけないが、

床の間の お社

今も厳重に続けら れてい るところが貴重で ある。

二本足（鶏）や魚 は良い という。野菜が多 くなる 。朝晩

にお供えをする。 トウヤ の祭を行うのには 隣保全 体の協力が必要で 、隣

ヤから見て下トウ ヤ、下 トウヤから見て上 トウヤ をアイトウと呼ん でい

保の人にショウバ ンニン （相伴人）などを 勤めて もらう。また、上 トウ

のものやナオライ 用や接 待用など七十枚ほ ど作っ ていたという。

る。上トウヤはそ のほか にカミサンオクリ 用の四 枚も作る。昔は、 隣保

合）と粟餅一重ね （一升 三合）を入れる。

○カゴ…お宮から カゴ二 つを借りて、ミヤ ダチま でに餅一重ね（一 升三

は麦を運んでいた カゴだ ということである 。

食べ物を運ぶ入れ 物であ る。ケラというの は麦の ノギのことなので 、昔

○ケラカゴ…お宮 から借 りてきて、毎年同 じ物を 使っている。お供 えや

編む。

○コモ…小餅を一 五〇個 入れる桶を巻くコ モで、 長さ一・五ｍのも のを

竹で、毎年切りに 行って 半紙で巻いている 。

のあるものを作っていたが、今はステンレスの物を使っている。 柄は真

○ナギナタ…ナギ ナタを 二本作る。昔はナ ギナタ の先も杉の板でカ ーブ

炊きするために使 ってい た。

た。昔は、松の木 の芯も 付けていた。神社 にカマ ドがあって、そこ で煮

の前と後ろに二束 ずつ付 ける。今は一荷だ け作る が、昔は二荷作っ てい

束作っている。肩 でかつ いで持てるように 、一本 の女竹（長さは適 当）

○ワリキ（薪）… ワリキ は、ワリゼンを作 った残 りの杉の木を切っ て四

分けて白紙に包ん だもの を麻紐で結び女竹 の先に 付ける。

二カ所白紙で巻き 紅白の 水引で結ぶ。そし て、一 升三合の洗米を三 つに

を三本用意する。 ヘイノ モトはクチアケの 日に女 竹三本を一つに束 ねて

○ヘイノモト …ヘイノモト用に親指ぐらいの太さで長さ一・七ｍの女竹

祭 り・ 行 事の 内 容

る。

六
（一）キヒライ （木拾 い）
キヒライは 、祭り で使うものの準
備をする日で、朝 からそ れぞれのト
ウヤの家に隣保の 人が集 まり、次の
物を準備する。
○シメナワ…下ト ウヤで は、神社の本殿
用（太さ一〇㎝ぐ らいで 長さ四・一ｍ）
とイワガミ用（太 さ五㎝ ぐらいで長さ八
ｍ）とオカリヤ用 （二・ 七ｍ）のシメナ
ワを用意し、上ト ウヤで は、神社の拝殿用 （九・ 一ｍ）とイチョウ の木
用（五・三ｍ）の シメナ ワを用意する。藁 はモチ の藁が良く、柔ら かく
てないやすい。ト ウヤは 前の年の藁を用意 してお く。
○ワリゼン（割膳 ）…ト ウヤが直径三〇㎝ から四 〇㎝の杉の丸太を 用意
する。トウヤの家 の杉の 木を使うが、なか ったら 分けてもらう。杉 の丸
太を切って割って 、縦約 一五㎝横約二五㎝ の長方 形の杉板を作る。 四隅
を落とし、上下と も三カ 所にドリルで穴を あける 。穴にチンチンカ ズラ

○オカリヤは、ト ウヤの 家の庭に設置する 。お社 のある座敷から出 た庭

○山芋の萱台…お 供えの 山芋三本に合わせ た長さ のものを編む。

る。チンチンカズ ラはど こにでもあるもの ではな い。普通のカズラ は折

なる杭をまず一本 地面に 打ちつけ、それに 直径六 〇～七〇㎝ほどの 塩ビ

の所に、座敷側に 向けて 作る。下トウヤで は、座 敷に対して一番遠 くに

水につけて乾かし ておく 。ワリゼンは、ク チアケ 用七枚と祭用七枚 を作

れたり切れたりするが、これはそうならない。早くに山から取って来て、

の細いものを通して上面にチンチンカズラのやや太いものを取り付け

下トウヤのキヒライ
写真１

にもう一本杭を打 って、 それに灯籠を取り 付ける 。オカリヤは、今 は屋

にする。クチアケ の時、 ここにシャカキを 生ける 。また、オカリヤ の横

る。杭の前にくく りつけ た太い竹は、適当 な高さ で切って筒になる よう

足元には石を並べ たりも する。竹の上に板 をのせ て、お供え用の台 とす

竹を割ってつない だもの を周りにぐるりと 巻いて くくりつける。真 竹の

上下二カ所に塩ビ のタガ を三本の杭と結び つけて 固定する。それに 、真

に打った杭の後ろに屋根、前に太い竹一本を縄でくくりつける。そして、

内側に正三角形に なるよ うに、残りの二本 の杭を 地面に打ち込む。 初め

のパイプをタガの ように 丸くしたものを外 側に当 ててみて、三本の 杭が

く。

て右にかわらけに 入れた 里芋一重ねを置

ゲ（インゲン）を 二つ横 向きに置き、そし

・ゴボウを縦に二 つずつ 並べ、手前にササ

れたヒジキ、中に 左から コンニャク・山芋

いる。ワリゼンに は、左 側にかわらけに入

物（栗、椎茸等） 、稲穂 二〇本と記されて

果物、海の物（剣 先する め、昆布）、山の

アケのお供えとして、鯛、清酒、白米、塩、

る前に、
オカ リヤの横の 灯籠に火をともす 。

一時頃からクチ アケの 式が始まる。始ま

（二）クチアケ （口開 け）

座敷の縁側から出 てオカ リヤに面する庭の

根をつけているが 、昔は 番傘だったという ことで ある。

九月三〇日の下 トウヤ のクチアケと一〇 月一日 の上トウヤのクチ アケ

所にむしろを敷き 、縁側 から履き物をはか

縁側と座敷に座り 、隣保 の人はむしろの横 の座布 団に座っていた。 また

は、ほぼ同じよう に行わ れている。ここで は、二 〇一八年の上トウ ヤの

オカリヤの上に は、中 央の三方には皿に 白米を 山盛りにしたもの 、そ

祝詞があり、玉串奉奠がある。 氏子総代・アイトウの父・トウヤなどが

ずにオカリヤの前 に出ら れるようにして、

の左手の三方には 皿に大 きな鯛、右手には 清酒の 一升瓶を供え、そ の手

続き最後にトウザ シがす る。略礼服に白ネ クタイ の人が多い。式が 終わ

クチアケの様子を 記した い。午前中に隣保 の人が 集まってオカリヤ の飾

前には、中央にワ リゼン 、左手に稲穂二〇 本、右 手に湯飲みに入れ た水

ると座敷で宴席が 始まる 。床の間の前に、 左に神 職右に宮総代が座 る。

オカリヤの前にはござを敷いている。まず、

とかわらけに入れ た塩を 供える。オカリヤ の手前 に別に棚を設けて 、中

その手前に向かい 合うよ うに、左手にアイ トウヤ の親とショウバン ニン

りつけをする。シ メナワ にシデを付けたも のをオ カリヤの周りに張 る。

央におおぬさを置 き、そ の左手に栗・シイ タケを 供えた三方、その また

（隣保から一人、 村ショ ウバンという）が 座り、 右手にトウヤの親 戚の

神職が座敷から出 て祝詞 をあげ、お祓いを

左にバナナ・ブド ウ・リ ンゴを供えた三方 を置き 、右手に昆布・す るめ

代表一人（客ショ ウバン という）とトウザ シが座 る。この席には、 上ト

前日の午前中に杉 林の陰 で手に入れたシャ カキに アサオ（麻の皮） と御

を供えた三方、そ のまた 右に大根・ナス・ ニンジ ン・サツマイモを 二、

ウヤの父やトウボシは座らない。（図１）それぞれの前にお膳をすえる。

する。主立った人 はオカ リヤの方に向いて

三個ずつ供えた三 方を置 いていた。「当屋 申し合 わせ事項」では、 クチ

幣をつけて神さん に移っ ていただき、それ をオカ リヤの竹筒に生け る。

ワリゼン

写真３

下トウヤのクチアケのオカリヤ

写真２

役目で、頃合いを見て杯を回す。昔は、初めにすいもん椀のふたを回し、

言い、隣保の男の 人が何 人かでする。宴を 仕切る のは昔からトウザ シの

挨拶をして、お酒 がつが れる。お酒のおし ゃくを する人をシャクニ ンと

リゼンが昔からの 本当の お膳であるという 。上ト ウヤがシモザシキ から

お膳には会席料理 などを 用意するが、上に ワリゼ ンが置かれている 。ワ

まで行き、そこか ら県道 を神社の鳥居の所 ま

の道を一旦村の入 口の御 神灯を立ててある 所

居まで行列してい く。行 列をする道は、町 内

ー」と答える。掛 け合い をしながら神社の 鳥

声たのむぞー」と 言うと 、皆が「ヨイヨイ バ

が「ヨイヨイバー 」と答 え、一人が「もう 一

ぐり、そこからは 無言で 拝殿までの石畳み を

次にすいもん椀を 回し、 最後にめし椀を回 してい た。今は、お宮か ら貸

後にトウザシが「 甘酒ち ょうだい。」と言 う。そ の杯が回ってトウ ザシ

進む。両側には宮 総代と トウザシが並び、 こ

で行 く。
鳥居まで 来ると 一礼をして鳥居を く

が呑んで新しいト ウヤを 当てる。上トウヤ のクチ アケでは下トウヤ 、下

れも無言で迎える 。行列 はそのまま拝殿に 行

し出された三つ組 の杯を 回している。それ が六時 か七時頃まで続き 、最

トウヤのクチアケ では上 トウヤを当てる。 トウボ シの名前ではなく トウ

き参拝する。そし て、持 ってきた物を拝殿 の中の 神職などに手渡す 。マ

キだけは、ショタ イバと いう建物に運ぶ。 ショタ イバでは、ワリゼ ン七

ヤの父親の名前を 言う。
（三）宵宮

バー」と叫ぶ。そ うする と、庭の人全員が 「ヨイ ヨイバー」と答え る。

できるとデダチで 、トウ ヤの父が台所のコ ンロに 手を置いて「ヨイ ヨイ

本来は接待用品を 全部入 れていた。下モト ウヤの 家の庭で行列の準 備が

隣保）・ケラカゴ（二人、隣保）・マキ（隣保）である。ケラカゴには、

モト（隣保長、決まっていない）・餅（中学生の男の子）・かご（二人、

ョウバンニン）・ シャカ キ（トウヤの父） ・お社 （トウボシ）・ヘ イノ

二時過ぎに、下トウヤのミヤダチがある。行列の順番は、ナギナタ（シ

でナオライを行う ことに なっていて、今日 は畳が 敷かれている。ナ オラ

さんで両側に舞殿 がある 構造になっている 。拝殿 に向かって左手の 舞殿

殿があるが、舞殿 の中央 は拝殿への参拝路 となっ ているので、それ をは

る。上トウヤの一 行はそ のまま拝殿へと進 み参拝 する。拝殿の手前 に舞

畳の両側には宮総 代とト ウザシと下トウヤ の人々 が並んで無言で迎 え

人は何も持ってい ない。 鳥居の前で一礼す ると、 無言で境内に入る 。石

をあげながら神社 へとや って来る。先頭の 一人が ナギナタを持ち、 他の

四時四〇分頃、 上トウ ヤの行列一〇人ほ どが、 「ヨイヨイバー」 の声

つの盛り付けをす る。

トウヤの父が「も う一声 たのむぞー」と叫 ぶと、 庭の人が「ヨイヨ イバ

イをする七人の人 は一旦 そこに上がって小 休止を する。下トウヤの シャ

①下トウヤのミヤ ダチ（ 宮立ち）

ー」と答える。そ うして 、トウヤの父は庭 に出る と、オカリヤのシ ャカ

三時過ぎ、宮総代 とナオ ライの七人が拝殿 に上が り、宵宮の式典が 行

クニンがお茶を接 待する 。

行列が出発する。 神社ま での間、一人が「 ヨイヨ イバー」と言うと 、皆

われた。拝殿の中 では左 側と右側とに向か い合っ て椅子が設けられ てい

キをはずして手に 持ち、 行列に加わる。「 ヨイヨ イバー」の声とと もに

が「ヨイヨイバー 」と答 え、一人が「今の 声よか ったー」と言うと 、皆

宵宮下トウヤのミヤダチ

写真４

ナオライの終わ りを見 計らって、トウザ シが「 ヨイヨイバー」と 発す

と同じである。神 職や宮 総代は社務所でナ オライ をし、上トウヤの 人々

が座る。その他の トウヤ とともに行列で来 ていた 人々は拝殿の外に 整列

る。それに皆が「 ヨイヨ イバー」と答え、 トウザ シ「後も先もかり もう

る。左側に宮総代 が座り それに続いて下ト ウヤの 父・トウボシ・シ ョウ

していた。お祓い の後、 神饌をお供えする 。拝殿 の右手の小部屋に 用意

そー」皆「ヨイヨ イバー 」トウザシ「今の 声よか ったー。」皆「ヨ イヨ

はショタイバでナ オライ をする。この建物 には炊 事場があるので、 そこ

された神饌を、宮 総代の 五人がほぼ等間隔 に立っ て順に手渡しで送 って

イバー」トウザシ「もう一声頼むぞー」皆「ヨイヨイバー」と掛け合う。

バンニンが座り一 番手前 にトウザシが座る 。右側 は一番奥が神主で 続い

いく。神饌を送る 時は両 手で頭よりも高く 捧げる ようにしている。 そう

それが終わると宮 総代が 出てきて、両トウ ヤを送 り出す。両トウヤ とも

で下トウヤの人々 がお酒 の燗など接待の勤 めをす る。

して送られた神饌 を、最 後に神職が受け取 って神 前に供えていく。 まず

「ヨイヨイバー」 の声を あげながら帰る。 宵宮で は、夜まで境内で 催し

て宮総代が座りそ れに続 いて上トウヤの父 ・トウ ボシ・ショウバン ニン

初めにワリゼン七 つが送 られる。次にお神 酒、カ ゴ、鯛と続き、野 菜や

ものがあるので、 ナオラ イも七時か八時頃 までに なる。
（四）本宮

果物も供えられる。その後、玉串の奉奠などが行われ、式典は終了する。
②ナオライ

①上トウヤのミヤ ダチ

上トウヤでは、 十二時 過ぎにミヤダチを する。 庭で行列の準備が でき

その後、ナオラ イの準 備となる。神饌と して供 えられたワリゼン 七つ
が舞殿に運ばれ、 それぞ れの座の前にすえ られる 。ほかにお皿に入 った

ら出てシャカキを 手に取 ると行列に加わり 、「ヨ イヨイバー」で出 発し

ると、トウヤの父 がガス コンロに手を置い て、「 そうの声たのむぞ ー」

この日は三時半 過ぎに ナオライが始めら れた。 下トウヤのシャク ニン

た。行列は、前か らナギ ナタ、シャカキ（ トウヤ の父）、お社（ト ウボ

煮物なども置かれ る。そ れと、長柄に入っ たお神 酒も用意される。 準備

がお神酒を順番に 注いで いった。注ぐ順番 は、上 トウヤの父、下ト ウヤ

シ）、ヘイノモト （ショ ウバンニン）、餅 、カゴ （カゴを振り分け に持

と言うと、皆が「 ヨイヨ イバー」と答える 。続け て、父「今の声良 かっ

の父、上のトウボ シ、下 のトウボシ、上の ショウ バンニン、下のシ ョウ

って）、ケラカゴ （二人 ）その他二人の総 勢一〇 人であった。町内 の道

が整うと、ナオラ イに集 う人が座に着く。 宵宮の ナオライでは、下 トウ

バンニン、トウザ シであ る。ナオライでも トウザ シが仕切る。トウ ザシ

から御神灯が立て られて いる所を通り県道 に出た 。その間、「ヨイ ヨイ

たー」皆「ヨイヨ イバー 」父「もう一声頼 むぞー 」皆「ヨイヨイバ ー」

が「イヤサカ。」 と言っ てお神酒をいただ く。お 神酒が終わると酒 宴と

バー」「ヨイヨイ バー」 「今の声良かった ー」「 ヨイヨイバー」「 もう

ヤが上トウヤを接 待する ので、上トウヤ側 が向か って左側に座り、 下ト

なる。シャクニン が日本 酒の燗を用意して ついで 回る。シャクニン は、

一声頼むぞー」「 ヨイヨ イバー」「前も後 ろもか りもうそー」「ヨ イヨ

と答える。シモト ウヤの 時とは少し異なっ ていた 。トウヤの父が縁 側か

食事の給仕なども 勤める 。トウザシが頃合 いを見 計らって三つ組の 杯を

イバー」と掛け合 いなが ら進んで行った。 そして 、神社の鳥居の前 で一

ウヤ側は右手に座 る。ト ウザシは上トウヤ 側の手 前に座る。（図２ ）

回す。小さい盃か ら順に 三度盃を回す。盃 を回す 順はお神酒を注い だ順

礼をして無言で迎 える。 上トウヤの行列は 拝殿の 前まで行き、拝殿 の中

礼して無言で入っ た。参 道の両側には、宮 総代・ トウザシなどが並 んで

列し、拝殿の外に はナオ ライをする上下の

式典が終わると 、神職 が神殿よりお社を

トウヤの父 ト
･ ウボシ シ
･ ョウバンニンの六
人が参列している 。

の神職に、シャカ キ・お 社・ヘイノモト・ 餅・カ ゴ・ケラカゴの中 身な
どを渡し、全員で 参拝す る。

一つ出し、カミサ ンオク リ用のワリゼン一

つの上に載せてト ウザシ に手渡す。トウザ

シは、それを拝殿 前で待 つ上のカミサンオ

クリの人一人に手 渡す。 続いて、もう一つ

のお社も出されて下の人に渡された。次に、

供えられていたお 神酒（ 一升瓶）が一本ず

つもう一人のカミ サンオ クリの人に渡され た。カ ミサンオクリの人 は、

受け取る時から息 がかか らないように頭を 下げて ささげるようにし て持

た座布団二つに座 り、扇 子を前に置く。そ こで始 めて新しいトウヤ と挨

カミサンオクリ

写真６

上トウヤが用意 したワ リゼンには、
ナオライ用のワリ ゼン七 つのほかにカ
ミサンオクリ用のワリゼンが二つあ
り、これには里芋 一重ね の代わりに小
餅一重ねが置かれ ている 。これにワリ
ゼンの板をもう一 枚上か らかぶせて左
右二カ所をわら縄 でくく る。それを宮
総代がする。

つ。略礼服白ネク タイで 、手には白手袋を はめて いる。

び、上の人と下の 人が二 列に並んでトウザ シに先 導されながら無言 で石

カミサンオクリ の人は 、前にお社を持つ 人後ろ に一升瓶を持つ人 が並

両側には上トウヤ の人々 も加わって無言で 出迎え た。下トウヤの行 列は

畳みを進む。両側 に宮総 代・上トウヤ下ト ウヤの 関係者が並び、こ ちら

も無言で見送る。 鳥居を 出ると二手に分か れて、 上の人が新しい下 トウ

ヤの家に向かい、 下の人 が新しい上トウヤ の家へ とむかった。その 間も

一言もしゃべって はなら ない。迎える側の 新しい トウヤも家の祭壇 に神

さんを迎えるまで はしゃ べってはいけない 。

新しいトウヤの 家では 、座敷の縁側を開 け放っ て待っている。カ ミサ

ンオクリの二人は 、縁側 から無言で入り、 床の間 に用意されている 祭壇

一時四十分過ぎ 、カミ サンオクリの式典 が始ま った。拝殿の中に はカ

拶をする。新しい トウヤ 側も略礼服に白ネ クタイ であるが、座布団 はし

にお社と一升瓶を すえる 。そして、拝礼し た後、 床の間の前に用意 され

ミサンオクリに行 く上の 人二人と下の人二 人それ にトウザシの五人 が参

②カミサンオクリ （神さ ん送り）

る獅子舞が拝殿前 で奉納 され、その後カミ サンオ クリとなる。

運ばれて、それぞ れの座 にすえられた。一 時三五 分頃、二頭の獅子 によ

一時半頃ナオラ イの準 備が始まり、ワリ ゼン七 つが拝殿から舞殿 へと

手に座っていた。 式典は 宵宮と同じように されて いた。

一時頃本宮の式 典が始 まった。この日は 上トウ ヤが左手下トウヤ が右

休止していた。

参拝し、その後、 ナオラ イに集う七人の人 々は、 舞殿の所で式典ま で小

一二人がナギナタを先頭に到着し、鳥居前で一礼して無言で入ってきた。

一二時四十五分 頃、下 トウヤの行列

カミサンオクリのワリゼン
写真５

ていない。挨拶の 後、新 しいトウヤによっ て祭壇 に榊や供え物が供 えら
れる。その後は、 お膳が 用意されて宴席と なり、 カミサンオクリの 人を
接待する。この時 、下ト ウヤでは二時過ぎ であっ たが、夜まで宴席 は続
くということであ った。 この時も日本酒が 基本で ある。
以前は、新しい トウヤ に前もって伝えて いなか ったので、風の便 りで
知るような感じだ ったそ うである。そのた め、あ わててハカマを逆 さま
にはいたり、ハカ マの片 方に両足を入れた りする 人もあったという こと
である。今は大変 なので 、前もって伝えて いると のことである。
○ナオライ
カミサンオクリが出た後、本宮のナオライが舞殿で始まる。この時は、
上トウヤが接待を するの で、座る場所が入 れ替わ る。つまり、左側 に下
トウヤ右側に上ト ウヤと なる。トウザシは 同じ場 所である。この日 も宵
宮と同じように、トウザシの「イヤサカ。」で始まり、「ヨイヨイバー。」
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図１

名称

赤穂八幡宮

一

秋季例大祭
出口 晶子・出口

正登

のノットまで往復する。境内ならびにその道中では特色ある獅子舞、頭

人行列が繰り広げられる。一〇月一五日の例祭神事後の土曜日が宵宮で、

子供屋台の尾崎巡行、子供神輿と屋台が境内に集合し、夜には獅子舞が

奉納される。翌日曜日の神幸式は、子供屋台の尾崎巡行、頭人繰り出し、

播磨地域は獅子舞がさかんな土地柄で、市内各地の秋祭りに数多く登

獅子舞、太鼓うち出し、神輿と屋台の繰り出しで構成され、行列がノッ

民俗文化財の指定をうけている。さらに本宮の神幸式を特色づける頭人

場するが、なかでも赤穂八幡宮の秋季大祭にみる獅子舞は、赤穂市南部

地元赤穂市尾崎では赤穂八幡宮の名で親しまれ、宵宮ならびに本宮の

行列は、祭礼次第等文書七五点を含めて平成二三年（二〇一一）一〇月

を代表する勇壮な舞として知られる。
「よそは鉦や笛が加わるが、ここは

ト入りする。そのあと、一行はかがり火が焚かれた赤穂八幡宮に宮入り

に、赤穂市無形民俗文化財の指定をうけている。なお八幡宮は、明治二

太鼓ひとつ」であり、太鼓のリズムだけで踊ることを特色とし、それが

神幸式で奉納される獅子舞は、平成八年（一九九六）三月に赤穂市無形

年（一八六九）に八幡神社に改称されたが、昭和二七年（一九五二）再

より古式を伝える「尾崎のやり方」となっている。木生谷の三宝荒神社

する。拝殿で獅子舞を奉納し、還御祭がしめくくられる。

び江戸時代の社名である八幡宮に改称され今日にいたる。そのため本論

の獅子舞は、尾崎の赤穂八幡宮の獅子舞の流れをくむ特徴がみられとい

民俗文化財の指定、平成一七年（二〇〇五）三月に兵庫県指定重要無形

でも赤穂八幡宮を正式名称として使うこととする。

われ、
近在の獅子舞にも影響をあたえてきた。宝崎神社がある御旅所は、

ノット岩と呼ばれる大きな岩場を聖域とする。その名称は祝詞がなまっ

実施期間・実施場所

二

て伝わる名称ととらえられている。

歴史と概要

覚」である。神幸式については、寛文二年（一六六二）の「神幸式次第」

く、頭人の最初の記録となるのが寛文元年（一六六一）の「八幡宮當人

わる。室町から戦国・江戸初期における祭りの行事についての記録はな

する銭戸島で祭祀されていたが、天変地異の多い年に尾崎に遷したと伝

神様は、石清水八幡宮からの分霊であり、もとは赤穂の西、鷆和に位置

て んわ

赤穂八幡宮は、室町時代の応永一三年（一四〇六）が創祀とされる。

四

（一）実施期間
十月十五日例祭神事、続く直後の土曜日と日曜日。

特色

その間の道中。

赤穂市尾崎 赤穂八幡宮、御旅所である宝崎神社の「ノット」と

（二）場所

三

千種川左岸の街道沿いに位置する尾崎の赤穂八幡宮は、応神天皇、神
功皇后、仲哀天皇を主祭神とする社であり、秋季大祭には、祭神をのせ
た神輿が当神社拝殿から南南東へ約六〇〇メートルに位置する宝崎神社

六八八）の製作といい、三〇〇年以上の歴史を伝えている。
「昔は二階、

あがる。現在の獅子舞に使用する太鼓は、次第の記録と同じ貞享五年（一

宮神事行列次第」の記録が残り、太鼓（一三番）と獅子頭（一四番）が

また八幡宮の神宮寺であった如来寺には貞享五年（一六八八）の「八幡

が記録のなかでもっとも古く、そこに獅子舞の名がすでにあがっている。

次第には八幡宮の別當として神宮寺が明記されている。

く、神仏あわせもつ色彩が強かったことが伺える。この貞享五年の行列

を務める御殿司の役（二八番）が加わるなど、行列は今日よりさらに長

わらび型の仏具である如意（二四番）
、社僧の位であり別当について庶務

子（十七番）
、灑水（二二番：香水をふりまき、清める役）、僧侶がもつ

連ねる。今日登場する太鼓や獅子頭、長刀など以外に、馬・長楽寺・神

一方、この記録には今日獅子舞の踊りに重要な先導（露払い）役とな

しゃすい

三階建ての建物がなかったせいか、それともおおげさにいうのが昔の人
は得意やったせいか、この太鼓の音は小豆島まで聞こえた、というくら

る鼻高は、まだ登場していない。天保年間の記録に露払いの文字があら

大坂で製作されたものである。昭和四三年（一九六八）に金メッキをや

でに表れる。
今日伝わる神輿三基が新調されたのは弘化三年（一八四六）
、

頭人行列のあとに続く神輿三基は、貞享五年（一六八八）の記録にす

期から付け加わった芸能である可能性が考えられる。

われ、明治・大正・昭和の記録にも露払いが登場することから、江戸後

い相当高い音が出よった」という。太鼓は、思い切りたたいて獅子舞の
リズムを刻む。そのため皮はおよそ一〇～一五年に一度破れ、そのたび
に張り替える。釘をうち、
底を切って内に入れ込む作業工程を伴うため、
太鼓は徐々に小さくなっていくという。自分たちの代でも小さくなった
と感じるが、もっと前の代からすれば、さらに小さいと感じるはずで、

りかえた以降はさわっていないという。神輿は祭りが開催される一〇月、

一一日～二一日までの一〇日間だけ出され、お披露目される。二〇一八

屋台の大きさに比べると「半分程になっているのではないか」と当事者
は推測している。すなわち「屋台に比べて小さい太鼓」であることが継

年の大祭では、神輿担ぎは、三基のうち真ん中のものだけ担いだが、昔

ら一基十二人で担ぐ。二〇一九年の三基の担ぎ手は十代から七十代まで

和の改元を機に強化された形だ。重さ三〇〇キロある神輿は交代しなが

一八年までは一基だけ担いで拝殿とノットの間を往復していたのを、令

が賛同し、一基だけ担いで鳥居前で練りを披露していた。翌年から二〇

から神輿巡行を本来の担いだ形で行いたいとする神社の意向に氏子有志

ていた神輿巡行を五七年ぶりに三基とも担ぐことを復活させた。五年前

二〇一九年の祭礼では、それまで担ぎ手不足のため台車に乗せて行っ

は全部担いだ。

承の歳月を表し、獅子舞の伝統の古さを自覚するものとなっている。
頭人行列も古くから引き継がれた様式である。先述の貞享五年（一六
八八）の「八幡宮神事行列次第」には、頭人は尾崎村本當三人、同副當
三人、中村の三人をはじめ、南野中・北野中、砂子、木津、目坂・根木、
高野・高谷、加里屋、坂越、浜市から各一人、塩屋から三人の頭人がだ
され、野中・浜市・加里屋三人の三所神輿の頭人を加えると総勢二五人
にのぼっている。しかもその行列は、頭人に加え御捧物唐櫃から太鼓、
獅子頭、弓、鑓のほか、鉾、長刀、御幣、香炉、錫杖など三一番までを

積され、それらをもとに祭礼のあり方を自主的に見直し、江戸時代の次

宮には、開催された年の神輿行幸供奉次第、その他の記録が今日まで蓄

上で俄芝居が奉納された模様が写真記録にも残る。このように赤穂八幡

大正期に開催された八幡宮千六百年祭紀念ではダンジリをひき、その

慮ニ叶ヒ人生最大ノ榮譽タル神幸式典ニ参与シ得ル選ビ預リタルハ真ニ

知文には「右者世界人類ノ福祉増進ニ寄与スル惟神大道精神ハ遂ニ御神

上慶候也」とある。さらに昭和二九年（一九五四）一月二日付けの同通

奉古例ニ基キ刺名於テ神前ニ抽籤候處、神慮叶ヒ當籤候條此段御承諾有

付で八幡宮の宮司から出された通知文には、「右者 県社八幡神社祭典供

当時の頭人の通知書を見せてもらうと、昭和八年（一九三三）一月二日

第に残る祭礼の伝統をより確かな形で継承する取り組みが、いまも熱心

慶賀ニ堪エズ茲ニ謹ミテ受託セラル」とある。後者は「世界人類の福祉」

幅広い年齢層が集まったという（赤穂民報二〇一九年一〇月一二日）
。

に進められている。

という大義の文言が加わるが、基本的にどちらの場合も輪番ではなく、

た赤穂八幡宮獅子舞は、尾崎獅子舞保存会が担っている。尾崎獅子舞保

現在、赤穂八幡宮神幸式の頭人行列は、尾崎地区自治会連合会が、ま

つのとき、稚児になるのはだいたいそれぐらいまでで、大正一一年（一

った。目木さんは昭和二二年（一九四七）生まれで稚児になったのが七

の頃は、頭家を三年やった」といい、三年やるというのは本当に大変だ

選ばれれば神慮がかない、名誉なことゆえ、ありがたくうける仕組みに

組織

存会は、一七歳から二五歳くらいまでの獅子舞を踊る青少年グループと

九二二）生まれのオヤジは、稚児になるには大きくなりすぎている。そ

五

獅子舞の維持運営に従事する二〇代後半から三〇代の青壮年グループで

のためオヤジの弟が稚児になった。家族のなかから年齢がもっともふさ

なっている。頭家は個人でひきうける。現在は一年だが、
「ひいじいさん

組織され、さらに宮司以下顧問と各地区の自治会長による参与団が全体

わしい子供が選ばれたのである。年末までに候補者をたてて、
籤をする。

（一）保存会

を佐治する構成になっている。同保存会は、獅子舞が平成八年（一九九

がないときは大変だったが、祭礼はずっと続けて今があるのだからなん

一月三日「頭人が当たりました」と使者が宮にきて、当たった家が頭人

祭礼の頭人は、以前は村役場で選定し、八満宮に報告があった。役場

とか無理をしてでもその大役を全うした。通知文にも籤というが、実質

六）赤穂市の無形民俗文化財に指定されるのに先立ち、結成された。

で選定されたのは誰がどれだけ税金を納めているかを把握しているため、

はアテといって世話人に当てさせる。つまりやれるところに当てたので

を担当した。頭家になれば参勤交代みたいなもので、お金を使う。お金

経済力があり面倒見がよい家が実質かかわることになったという。その

あり、当たれば神様の前だから「しゃあない」と腹をくくってひきうけ

（二）来歴と変遷

後神社の世話役が決めるようになった。現在は一七町ある町内が順番に

た数の頭人が出ていたこともあった。江戸時代の記録にあらわれる頭人

た。そのころは頭人の数はもっと多く、その昔は三六人、四二人といっ

昭和二九年（一九五四）に稚児（頭人）に選ばれた目木さん（昭和二

も二〇名をこえる。たとえば、天保一三年（一八四二）の場合、尾崎六

二町を出し、輪番制にしている。
二年生まれ）の家では、頭人に二一年間で二代続けてなった。家に残る

津・目坂・高野・加里屋本・坂越・浜市・真木・鳥撫が各一人 計二六

人を筆頭に、中村三人、塩屋三人、加里屋三人、南野中二人、砂子・木

もそれぞれ練習する。鼻高は太鼓のリズムにあわせ、足を高くあげ、跳

雄の舞を両方覚えていく。本番用の頭は一六キロにもなる。太鼓や鼻高

使った素舞いから始める。頭だけで七キロの重さがあり、数年かけて雌

びはねる独特の所作を繰り返し練習する。もっともスタミナが必要とな

人となっている。
祭礼には子供たちの姿も目立つが、実際は町を離れた孫やひ孫たちだ

回頭人は回ってくるという。地区によっては祭りが終われば、八年後「わ

二人二地区となった。尾崎は一七町あるので、およそ七年から八年に一

（一九七〇）からである。そのときは三つ頭人を出していたが、その後

させ、役をはたした。尾崎の場合、町内頭人になったのは、昭和四五年

から息子を呼んだ。子供のころから見ている祭りであり、三回ほど練習

長刀や雨儀用傘、道覧籠などの小

参加する町には、どん揃えと称し、

が続けられる。また、頭人行列に

獅子と鼻高の呼吸をあわせた練習

出て、本番さながらの練習となり、

一〇月に入ると、宮前の広場に

る役である。

しはこの役やりたい」とすでに決まっているところがある。一方で、担

道具が渡される。提灯、屋台の組

という。目木さんは、二年前に頭人があたったときには、長刀役に大阪

い手を見つけるのに苦労している地区もある。どこの町もなり手がいて、

み立てが始まり、頭人行列の先頭
二人の宰領との実施練習がなされ

やりくりできるようになれば、祭りはより力強く永く持続できるという。
れるから、これだけの役員がそろうのはなかなかない。自治会長から各

る。一週間前になると神輿出しが

を務める長刀持ちとそれを支える

種団体の長、防犯協会から地域あげてやっているのがこのお祭り」だと

なされ、祭りの本番を迎える。前

「このお祭りにはものすごくエネルギーをかける。皆さん、熱心にさ

関係者は語る。外に見せるための観光祭りをめざすのではなく、地元の

本番の頭人行列では、稚児ならびに道中行列の人も化粧をほどこす。

宰領たちは、獅子頭や鼻高の白紙の髪の毛などをつけかえる。

を着けずに、鼻高は晒のたすき姿で道中舞を舞い、仕上げ舞とし、夜間

日の宵宮では、祭礼当日の本衣装

祭り・行事の内容

人々の潤滑油として機能させていくことが、なにより大切にされている。

六

頭人である稚児は、二〇一八年の場合、尾崎町内の南宮町と宮本町か
祭礼の一か月あまり前になると、総代ほか役員全員の出席のもと、頭

どこいったんや～」
「南宮の頭人がんばれ」といった掛け声がかかる。稚

～、ホエホエホエホエ～、の掛け声、その合間に「だれもおらへんぞ～、

一番籤をひいた町から頭人行列が拝殿前を出発する。ホエホエホエホエ

人の順番籤をひくなど最終的な打ち合わせをする。九月下旬から毎晩、

児は四・五歳程度の子供が選ばれ、選ばれた稚児は、祭り当日に備え、

ら各一人、さらに中広、加里屋を加えた四地区から四人が出た。

祭りの進行に欠かせない獅子舞の練習が始まる。獅子舞は練習用の頭を

写真１ 神幸式お祓い

子のはいった道覧籠、茶弁当などである。大きな見せ場は、先頭の長刀

ぎ、台傘もち、雨儀用傘もち、胡床かつぎ、道中子供たちにふるまう菓

肩車の練習に励む。頭人行列は、まず長刀もち、宰領、頭人と頭人かつ

紙で作ったツノガミをつけ、長い白紙の紙垂を何本も垂らす。宮入の舞

右小脇に槍をかかえ、左方背後にたてた刀を握り、頭には三本の角を白

拝殿を出て、先頭を切るのは鼻高である。鼻高は、赤い天狗の面をつけ、

持ちが、境内にかかる石の太鼓橋を渡る時の所作である。普通に渡れば
すぐに渡り切れてしまう短い太鼓橋にさしかかったところで足を踏ん張
り、前に進まない。そのあと、大きく後ろにさがる。その所作に拍手と
歓声がわく。あまり長いと「南宮町自治会さん、太鼓橋を渡る時間がき

める。鼻高や獅子が振り落とした白い紙垂は、子供たちが急いで拾い集

する。神楽舞がおわると、獅子は神輿の通る鳥居前で８の字に廻り、清

黒紋付茶袴の宰領が青竹をもって所作を制止したり、誘導したりと采配

にいくのが雌である。鼻高とともに激しい舞いを繰り広げる。この間、

がら渡ると、舞台は広場に移り、神楽舞となる。獅子は雌雄二匹で、先

先導し、祭りの進行に重要な露払いの役目をはたす。石橋を跳ね飛びな

では先頭をいき、頭人行列のさいにも雌雄二名が対になって、飛び跳ね

写真４ 獅子、道中舞

め、縁起物とする。奏楽唐櫃や鉾、盾などが渡ったあと神輿が太鼓橋か

写真５ 屋台練り

ました」というアナウンス。それでも粘る。
「うしろがつかえています」
とアナウンス。
「ホエホエホエ、はよいかんかいや～。宮本頭人や～」と
合いの手が入り、粘るほどに場は盛り上がる。すると「早く渡ってくだ
さい」とのアナウンス。そのかけあいにも笑いがおこる。
境内にトントン トンテントンという太鼓の打ち出しが響き、獅子舞

写真３ 長刀持ち、橋前でふんばる

が始まる。太鼓二名、鼻高雌雄二名で、獅子頭が雌雄約一〇名で舞う。

写真２ 頭人行列、始まる

すると、獅子舞が最後の舞を奉納し、神輿が安置される。神事を宮司が

一行の宮入りとなる。八幡宮ではかがり火が焚かれ、頭人たちが宮入り

係者は御旅所で煮しめ・おにぎりなどの食事をとり休憩したあと、再び

ある。岩の上に神輿三基が安置され、神事が始まる。神事がおわると関

神前の獅子舞が奉納される。神輿が到着したころにはあたりは真っ暗で

客を笑わせながら、一行はノット入りする。
頭人は宝崎神社にお参りし、

ら鳥居をくぐる。宮出しの道中では奴がお神酒に酔ったふりをし、見物

領との呼吸をあわせ、一気に後ろにさがる。長刀もちが下がるのは、宰

と思えば足をふんばり、静止すること約三五秒、後ろで支える二人の宰

頭人行列では、長刀持ちの太鼓橋を渡る所作が特徴的である。渡るか

露払いの役目をもつ鼻高の踊りは、獅子舞の重要な見せ場となっている。

実に勇壮である。さらに飛び跳ねる鼻高の所作も特徴的であり、道中の

な舞とされる。雌雄の獅子が太鼓のうち出しに導かれて激しく舞う様は、

系統は、権現頭系とされ、赤穂八幡宮祭礼の獅子舞はその系統の代表的

福）
、ボンサン、サル（猿）
、キツネ（狐）など多彩な役が登場する伊勢
神楽系の獅子舞がある。これにたいし、獅子と鼻高二役による獅子舞の
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不定期に、 斑鳩寺ほ か で実施されて いる。

は、法隆寺 が荘園統 治の 中心として 建立した 寺院 で、聖徳太 子みずか ら

後も、播磨の 太子信仰 の 中心として栄 えている 。

に全焼する が、まも なく 伽藍は再建 され、法 隆寺 領を離れた 江戸時代 以

が建立したと いう伝承 を 持つ。戦国 の混乱の 中、天文一〇年（一五四 一）

福田地区は 、伝承の た め、四年に一 回、九月 頃 に地区内の公 園で実施

特色

している。

三

の東南条・ 東北条・ 平方 条の中心村 落、福田 は西 方にあって 、鵤荘の 宿

お幡入れ ・法伝哉 を執 行する四ヶ 村は、東 南・ 東保・平方 は鵤荘東 方

上、太子町）・福田（ た つの市）の四 地区のみ が 行うことがで きる。念

として栄えた 地区であ る 。

法隆寺領鵤 荘に伝わ る 民俗芸能で、鵤荘のう ち 、東南・東 保・平方（以
仏踊りを起源 とすると 考 えられるが、 地元では 、 聖徳太子が仏 敵・物部

（二）祭りの 歴史と変 遷

それぞれ桔 梗・橘・ 沢瀉 の幡を一本 ずつ、一 五日 は福田が三 本の幡を 出

寺記録』
（斑鳩寺 蔵）によ ると、お盆の七月 一四日 、東南・東 保・平方が

お幡入れ・法伝哉 は、かつては鵤荘 荘民のお 盆 の行事であっ た。
『斑 鳩

守屋との合戦 に勝利し た その凱旋の様 子を表し た ものといい、 太子信仰
と強く結びつ いている 。
かつては鵤 荘のお盆 の 行事で、「ほ うでんや 」 という掛け声 など、周
辺に見られる お盆の火 祭 りと関連する 部分も多 い 。

が鉦・太鼓 を鳴らし、「 南無法蓮哉 」あるい は「 法伝哉」と 唱えて踊 り、

す。三本の 幡を太子御 宝 前（聖徳殿 前）に円 く立 て、
「念仏」といって 鵤

四

大松明（長 さ一間半 、周 囲三尺五寸 廻り）や 手松 明（麻柄の 長さ、周 囲

鵤 荘 と祭 り の 概 要

（一）法隆寺 領鵤荘と 斑 鳩寺

しかし、 元禄年間 、繰 り返される 喧嘩騒動 や松 明による火 災の危険 性

一尺廻り）を 焚いてい た 。

太子が勝鬘経 や法華経 を 講経し、それ によって 賜 った播磨国の 水田一

から規制され るように な り、元禄一 四年（一 七〇 一）、お盆の 行事とし て

お幡入れ・法伝哉が 伝わる鵤荘は 、推古天皇 一四年（六〇 六）、聖徳
〇〇町歩を法 隆寺に施 入 したことに始 まり（『 日 本書紀』によ る）、天

そして、享 保五年（ 一七 二〇）六月 、同一二 年（ 一七二七） 六月、明 和

は永久に禁 止、雨乞 いな どの時だけ に特別に 許可 されるよう になった 。

に反ったと ころで竿 先掛 かりが手を 離すと、 竿が はねてお幡 が威勢よ く

幡頭の掛け 声で、竿 掛か りが幡竿の 中ほどを 押し 上げる。幡 竿が弓な り

も加わった）。根取り がお 幡の根元を 、竿先掛 かり が竿の先を押 さえ、お

立つ。

手甲 ・

七年（一七七 〇）閏六 月 などに、雨乞 いとして 行 われている。
近年は、 斑鳩寺の 御開 帳にあわせ 六〇年に 一回 行うものと いわれて い

衣装は、 紺の襦袢 ・胸 当て・股引 に白黒の 腰紐 を結び、紺 の

脚絆に黒足袋 、草鞋履 き 、白鉢巻き・白たす きを して、鉄砲 笠（三角 笠）

るが、実際 には、お 堂の 落慶など、 ことある ごと に行われて きた。し か
し、昭和一 〇年（一 九三五 ）の大開帳 で四ヶ村が そ ろって執行し て以来、

をかぶる 。お幡頭 は、鉄 砲笠のかわり に陣笠を 被 り、腰に 三〇

くらい

行われなく なり、伝 承の 危機から昭 和五三年 （一 九七八）に 平方が「 平
方法伝哉保 存会」を 結成 し、以後、 昭和五六 年（ 一九八一） の太子町 町

の青竹二本を 蔓でつな い だ鳴子竹を下 げ、
「お幡頭 」と書いた白い たすき
太鼓掛かり

を袈裟にかけ 、采配を 持 つ。

落慶法要（法 隆寺にて）、平成一九年（ 二〇〇七）のＮＨＫ衛星 放送の番

道具持ちな ど

たすきを袈裟 にかける 。

鉄砲笠（三 角笠）を 被り 、腰に鳴子 竹を下げる 。
「 法螺貝」と 書いた白い

法螺貝は 、法螺貝 を吹 く。平成一 九年は二 人だ った。衣装 は同様で 、

法螺貝

衣装は太鼓掛 かりと同 じ で、左腰に鳴 子竹を下 げ る。

鉦掛かりは、 法伝哉で 鉦 を叩く。八人 （平成一 九 年は一〇人だ った）。

鉦掛かり

で、陣笠を被 る。行列 を する際には、 太鼓を白 い 晒で肩から下 げる。

太鼓掛かりは 、法伝哉 で 太鼓を叩く。 八人。衣 装 はお幡掛かり と同様

祭 り の役 割 と 道 具
（一）役割 と装束
平方では 、平方法 伝哉 保存会を組 織してい るが 、祭りの執 行は、自 治

大松明・手 松明・槍な どの道具持ち も同様の 衣 装で、鉄砲笠（ 三角笠）

程度、竿先 掛かり六 名（ 平成一九年 は、お幡 頭二 名、根取り 六名、竿 掛

お幡掛かり はお幡を 立て る。お幡頭 二名、根 取り 六名、竿掛 かり三〇 名

尺の青竹（ 実際は一 ・六 ｍ程度）を 持つ。法 伝哉 を始めるに 当たって 、

村惣代は、羽 織袴に黒 足 袋・草鞋履き で、一文 字 笠を被る。手 には六

村役人など

を被り、腰に 鳴子竹を 下 げる。

かり一六名 、竿先掛 かり 二名で、お 幡立ての 時は 太鼓掛かり や鉦掛か り

お幡掛かり

会以下、平方 を中心で 見 ていく。

五

九三五）、東南は昭 和二七 年（一九五 二）の 執行を最 後に、途絶 している 。

寺聖徳殿前殿 解体修理 の 落慶法要で執 行してい る 。東保は昭 和一〇年（一

四年に一回、地区の公園 で実施するほ か、平成一 〇年（一九九 八）、斑鳩

また、福田も平 成八年（一九九六）に保存 会を 結成して再興 し、以後、

太子町役場完 成記念（ 太 子町役場にて ）などで 執 行されている 。

組「街道てく てく旅～山 陽道～」
（斑鳩 寺にて）、平成二七年（ 二〇一五）

制三〇周年（ 斑鳩寺にて ）、平成一〇年（ 一九九八 ）の法隆寺百 済観音堂

cm

平 成一九年 （ 二〇一七）一 〇月一九 日 に、ＮＨＫ衛 星放送の

番組 「街道て く てく旅～山陽 道～」に 合 わせ、斑鳩寺 で執行し

その趣意を口 上として 述 べる。
村役人は、 羽織袴の 上 に薄い青色の 裃を着て 、 六尺の青竹を 持つ。

た時 の様子を 中 心に見ていく 。

通 常は、二 、 三ヶ月前から 準備をし て いくが、この 時は、Ｎ

鎧武者は 、鎧を着 て、 黒足袋に草 鞋履き。 腰に 大小の刀を 差し、采 配
を持つ。
「ほ ーでんや 」の 掛け声は、鎧武者が掛 け る。平成二 一年は、全

ＨＫ から執行 の 打診が八月下 旬にあり 、 地区では九月 六日に最

な おこの前 は 、平成一〇年 （一九九 八 ）に法隆寺百 済観音堂

し、 練習を重 ね ていった。

部で約七〇人 で執行し た 。

の 締太 鼓 で 、 胴 は

初の 寄り合い を して、以後、 週に二回 程 度集まって道 具を準備
、高さ約四〇

（二）祭りの 道具
太鼓
法 伝 哉 に 使 う太 鼓 は 直径約 五 〇

の丸 い 棒。そ

お幡

お幡（根元か ら）の順 で 、村か

具、鎧武者、法螺貝、太 鼓 、鉦、

祭 り の内 容
（一）準備

に、 松明ほか の 道具類を立て 並べてい る 。

現 在では、 交 通事情もあっ て行進は し ないが、法伝 哉の会場

た。

寺へは、東門 （赤門） か ら入っ

歳神社前でお 幡を立て る 。斑鳩

加していた。 途中、村 の 西の太

子供たちも隊 を作って 行 列に参

お幡は、約一 〇ｍの流 れ 幡で一本。上 部に沢瀉 （ 平方、東南は 桔梗、

お幡を立て る竿竹は、長さ約一八ｍ、根廻り三 〇

つの繋がった 紋の幡を 三 本出す。

六

りはそこを持 って押さ え つける。

な真竹で、 先端に少 し笹 を残す。根 元に穴を 開け て樫の棒を 通し、根 取

くらいの真 っ直ぐ

ら斑鳩寺まで 行列して い った。

刀・提灯・纏 ・五色旗 な どの道

村幡、大松明 、手松明 、 槍・長

か つては 、村 総代らを先頭 に、

（二）会場 までの行 進

する ことにな っ た。

落慶 法要で執 行 し、その後し ばらくは い ろいろな機会 に行って

、直 径 約 三

、 真 鍮 製 。 吊りひ も で 左 手 に

cm

曲物。それ を、青竹 で作 った幅二～ 二・五ｍ 、高 さ約一・一 ｍ、奥行 き
並べ る 。 バチ は バイ と い い、 長 さ 約六 五

、 高 さ約 四 ・ 五

の中央付近を 持って叩 く 。
鉦
鉦 は 、 直 径 約一 五
cm

の撞木 で、凸面中央 を叩く。

cm

東保は橘） の紋が一 つは いる。福田 は、かず ら橘 といい、橘 が上下に 三

持ち、長さ約 三〇

cm

いた が、それ か ら時間がたち 、今回、 メ ンバーが大き く若返り

cm

約一ｍの台 に二つず つ斜 めに吊す。 それを四 基、 舞台の左右 に二基ず つ

cm
cm

法伝哉の行列（1998）

写真１

cm

か つては、 斑 鳩寺に入ると 、いった ん 講堂前に整列 した後、

執行された 。舞台の 南北 に太鼓を吊 した台を 二基 ずつ外向き に並

三重塔の西、八ｍ四方くらいの場所を舞台として、法伝哉が

（五）法伝 哉

講堂 の周りを 時 計回りに三周 した。お 幡 頭を先頭に、 お幡掛か

べ（それぞれ、太鼓四個 ずつ）、内側に 太鼓掛か りが立つ。その 太

（三）お幡 立て

りが お幡を持 ち 、根元を前に ヨイヨイ ヨ イと掛け声を 掛けなが

鼓掛かりの間 に、鉦掛 か りが円く並ぶ 。

ま ず法螺貝 が二 回吹かれ、 一同、聖 徳殿 に向かい一 礼し、所 定

ら練 り歩き、 そ して、正面に 来る度に お 幡を立てた（ 計三回）。
現在 は、斑鳩 寺 境内に渡り廊 下や香炉 な どの造作物が 多くなっ

の位置で身 構える。 そこ でふたたび 法螺貝が 一回 吹かれ、鎧 武者

は、左に右 に跳びな がら 、頭上で手 首をくる っと 回して、踊 るよ

て危 険なため 、 平成一九年に は、聖徳 殿 前から三重塔 の間を何
お 幡は、根 取 りがお幡の根 元を、竿 先 掛かりが竿の 先を押さ

うに太鼓を 叩く。鉦 掛か りは、輪に なって時 計回 り方向を向 き、

が「ほうで んや」と かけ 声を掛け、 法伝哉が 始ま る。太鼓掛 かり

える。お幡の 元と先に つ いたお幡頭の 指揮で、
「 ヨイ、ヨイ、ヨ

前屈みで後 に前に歩 きつ つ、太鼓に 合わせて 叩く 。最後に後 ろ向

度か 往復して 、 三重塔の南西 でお幡を 立 てた。

イ、ヨーイ」 の掛け声 （ かつて

きに輪を絞っ ていって 、 ふたたび開く 。

法伝哉（2009）

は「ひの、ふ の、やだ ま ー」と

写真４

掛けていた） に合わせ て 竿掛か

法伝哉（2009）

りが幡竿の真 ん中を押 し 上げ、

写真３

幡竿が弓なり に反った と ころで
竿先掛かりが 手を離す と 、竿竹
の弾力で威勢 よくお幡 が 立つ。
それと同時に 、法螺貝 が 吹かれ
る。お幡は、 その後、 法 伝哉の
間、立てたま まに置か れ る。

お 幡が立つ と 、村総代が聖 徳殿の太 子 に向かい、口 上を述べ
る。 口上が終 わ ると法螺貝が 吹かれ、 法 伝哉が始まる 。

る。 法伝哉の 由 来を説明し、 このたび の 実施の趣旨を 申し述べ

（四）口上

お幡立て（2009）
写真２

七

（六）福田 の法伝哉
福 田の法伝 哉 は、平方など と違いが あ る。まず、会 場に入る
時、 太鼓を左 手 で頭上に持ち 上げ、ト ン トントーンと 跳んであ
ぐら をかくよ う に片足を高く 上げ、太鼓 を叩きながら 駆け込む 。
これ をカラス 跳 びといい、戦 で足を負 傷 しながらも喜 ぶ秦河勝
の所 作を模し た ものだという 。
そ して、太 鼓 を二人が支え 持ち、別 の 一人が踊るよ うに太鼓
を叩 き、法伝 哉 を行う。かつ てはこれ を 、講堂の縁で 行った。

祭 り の所 作

カン

（両手

ドン

右
カンカン

左

ドンドン

右 ）
カンカン

左

ドンドン

平方の法 伝哉の掛 け 声と太鼓・鉦 の叩き方 は 以下の通り。
①（掛け声 ）ホーデ ン ヤ
（太鼓）
（鉦）

福田の法伝哉（1921）
写真６

福田のからす跳び（1998）
写真５

②（掛け声 ）
（太鼓）
（鉦）
③（掛け声 ）
（太鼓）

カン

（両手

カッ

ヤッ

ヤッ

カン

両手

カッ

ヤッ

カン

右

カンカン

左

ドンドン

ホーデ ンヤ
ドン

ドン

右

右 ）

右 ）

カ ンカン

左

ド ンドン

カ ンカン

左

ド ンドン

カンカン

左

ドンドン

ホーデ ンヤ

カン

（両手

④（掛け声 ）

ヤッ

カッ

（両手

（太鼓）

カッ

両手

（鉦）

⑤（掛け声 ）

（両手

カン

（鉦）

（太鼓）

カン

（鉦）

カン

（両手

カッ

カン

両手

カッ

右 ）

カ ンカン

左

ド ンドン

右 ）

ドンドン

左

カンカン

右

ドンドン

左

カンカン

右 ）

ド ンドン

左

カ ンカン

※「カッ」は 、太鼓の

縁を叩く

⑥（掛け声 ）ぁうっ た りたいこ（三 回目は「 ぁ ほーでんや」）
（太鼓）
（鉦）

⑦（掛け声 ）
（太鼓）
（鉦）
⑧（掛け声 ）
（太鼓）
（鉦）
⑨（掛け声 ）
（太鼓）
（鉦）
⑩（掛け声）
（太鼓）
（鉦）

ヤッ

カン
ヤッ

カン

（ 左
カン

右 ）

ドンドン
カン

（ 左
カン

右 ）

ドンドン
カン

カン

右 ）

ドンドン
（ 左
カン カ ン

左

ドンドン

左

ドン ド ン
（ 右
カンカン

右

カン

左

右 ）
カンカ ン

右

ドンドンド ン

で四回叩き 続ける

カンと同じ リズム

カン、カン 、カン

※⑦～⑩の間 、鉦は

ドンド デ
カン

右 右左
カン

ぁほ う

ぁほう

ほう

ほう

ドン

ほう

④～⑩を三 回繰り返 す （三回目、⑥ の掛け声 は 「ぁほーでん や」）
⑪（掛け声 ）

ドン

左 ）

ドン

右

ドドン

左

ドド ン

左 右

（太鼓）

（左 右

八

（鉦）

カン

④～⑪を三 回繰り返 す
⑫（掛け声 ）ほーで ん や
（太鼓）
（鉦）
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カン

ドン

カン

（両手）
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カン

カン

※ これで終了。 四分半
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本殿は、江戸時代中頃に改修されているが、室町時代の建築

様式をよく残し、町指定文化財。また、拝殿前にある杉の巨木

ると、御田植祭は、かつては旧暦三月三日で、七、八～一〇歳

田村 三千夫

は千年杉といわれ、これも町指定文化財（天然記念物）である。
（二）祭りの歴史

御田植祭・穂揃祭がいつ頃から行われているかは不明だが、

実施期間・実施場所

の男子二名（鍬持ち一人、苗持ち一人）
・女子二名（早乙女二

江戸時代には行われていたと思われる。
『兵庫県神社誌』によ
四月第二日曜日に、高嶺神社で行う。

人）の四人が、花笠を被り、定紋付の白衣に赤い襷をかけ、本

高嶺神社御田植祭・穂揃祭

名称

高嶺神社のお田植祭り

一

二
かつては、御田植祭は四月三日、穂揃祭は四月一〇日だった。

特色

の三種）と切麻に早中晩の稲穂を立てた膳を各二五膳、黍・綿

一週間後の四月一〇日が穂揃祭で、菊の作り花（黄・赤・口紅

殿を三周して田植えの儀式を行い、その後、苗を神前に供えた。
実際の田での作業開始を前に、神前の仮田で模擬田植えを行い、引

・粟・大豆の膳を各五膳、さらに青紙で作った大根・芋の膳各

祭りの役割・道具など

なるか判断したという。

参拝者は、この稲穂の様子を見て、早中晩いずれの稲が豊作に

日、
これを本殿に伝供し、祭式が終ればこれを参拝者に配った。

き続いて（かっては一週間後）稲の豊作を模した穂揃祭が行われる。

神社の概要と祭りの歴史（変遷）

五膳、計一〇五膳を、前日から神供殿にきれいに飾り並べ、当

三

五

上郡町指定文化財（無形民俗文化財）
。

四
（一）高嶺神社の概要

高嶺神社は、円融天皇の天禄三年（九七二）
、山野里の東の
「柳田の森」に天竺より牛頭天王が飛来し、それを天皇の勅願
天王）などを祭神とし、姫路市の広峯神社に対して「西の天王」

があり、地区総代は、氏子一〇自治会の自治会役員で一〇名、

祭りは、神社と総代で行う。総代には、地区総代と責任総代

（一）祭りの組織など

といわれる。四月の御田植祭・穂揃祭のほか、一月中旬に黒星

任期二年。責任総代は、地区からの推薦を受けて神社が任命す

によって高嶺山に祀ったのが始まりという。須佐之男命（牛頭

祭（厄除け祭）
・七月第二日曜日に鎮疫祭（夏の祓え）
、一〇月

るもので、五名。地域の代表のような形で、任期は無い。

高嶺神社では、お田植え祭・穂揃祭ほか、年に七回の祭りが

第二土・日曜日に秋季例祭があり、秋季例祭では神輿が安室川
沿いの御旅所に渡御、町指定文化財の獅子舞が奉納される。

には地域の神社という意識が強く、神社としても地域とのつな

あるが、氏子の人たちの手伝いで実施している。氏子の人たち

西（左右）約三・五ｍ、南北約二・二ｍ、中に砂を敷く。そこ

を張った内側に、田植えを行う神田を作る。四周は木枠で、東

拝殿前西側に、正面に祭壇を設け、その手前、四角く注連縄

の間隔で、左右にひもを四本張る。このひもには、

間隔で二四ヶ所、金色のテープが巻いてあり、早乙

花膳は、
『兵庫県神社誌』では早中晩の稲穂の膳など一〇五膳

（五）花膳

女は、それを目印に苗を植えて（置いて）いく。

約一五

に約四〇

がりを強く意識している。
（二）早乙女・田男
早乙女・田男は、山野里地区の新小学一年生が勤める。以前
は、神社のある平野の子供たちだけで、男子二名、女子二名の
四名であったが、今は氏子である山野里地区全体で勤めて、男
女四人ずつ、計八名以上は出るようになった。現在は、縁故者

の帯、赤い襷をして結び目に緑の幣をつける。手には水色の手

田男は、背に神紋のついた白い着物（尻をからげる）に水色

味はよくわからない。稲穂の花膳は、高さ五〇

殿の壁面に付けられた棚に並べて飾られる。一〇〇膳の数の意

五、大根（大根の葉の造り物）五、大豆五の計一〇〇膳の御供

とあるが、現在は、稲穂の膳が八五、里芋（里芋の葉の造り物）

甲、足は水色の脚絆を赤い紐でつけ、白い足袋、紺白の鼻緒の

二

あまり。幅一

草履を履く。頭には口紅（赤く縁どった白い花）の花をつけ緑

も参加できる。

cm

cm

ほどの二脚膳の上に、赤・黄・白に赤いふちどり（口紅）

ｃｍ

早乙女は、同じく神紋ついたの白い着物・赤い腰巻き（裾を

札を立てる。菊の花は秋を

む）
、そして祈年祭のご祈祷

の三本の作り花の菊と稲穂

くりあげて腰巻きを出す）に赤い帯、赤い襷をして結び目に赤

表し、秋には稲がこのよう

の幣を下げた花笠を被る。そして、約半分が木製の鍬を持ち、

い幣をつける。手にはうすい赤い手甲、足はうすい赤の脚絆を

に実りますように、という

（細い竹を立てそこに差し込

赤い紐でつけ、白い足袋に紅白の鼻緒の草履を履く。頭には赤

意味。稲穂は、前年の新穀感謝祭（一二月第二日曜日）に奉納

（四）神田

籠を前後に振り分けて持ったので、一籠に一六本入れていた。

九六本。山から取ってくる。平成三〇年は、三人の田男が、苗

田植えに使う苗はリュウノヒゲ（ジャノヒゲ、クスダマ）で、

（三）苗

い花をつけ赤い幣を下げた花笠を被る。

残りは金・緑で飾られた天秤棒で前後に苗籠を下げる。

ｃｍ

いいかを判断し、花膳の稲穂をもらって帰って籾に混ぜて播種

以前は、花膳を見て、その年は早稲・中手・晩稲のいずれが

大根の葉の造り物を五本ずつ立てている。

た大豆を立てたもの。里芋・大根は、同様に里芋の葉の造り物・

されたものを使う。大豆の膳は同じ膳に新穀感謝祭に奉納され

写真１ 花膳

六

していた。今は春祭の縁起物のようになっていて、前年の花膳

のように並ぶ。修祓・宮司一拝の後、田男・早乙女の名前を読

一〇時になると、拝殿での太鼓を合図に神田まで行列し、図１

次に、参進の儀。拝殿正面へ

み上げながら祝詞を奏上する。

をお返しして、新しい花膳を授けてもらう。

祭りの内容

る。そして社殿を時計回りに三回

行き、横一列に整列して拝礼す

花膳は、神社が前もって用意をし、祭りの前の日曜日に総代

まわり、正面に来る度に拝礼し

（一）準備
らが集まって作る。八時くらいからはじめて午前中くらいで出

に戻る、それから田植えになる。

（計四回拝礼）
、そして神田の前

（二）お田植祭

で神田を三回耕し、三回ならし、

鍬を持った田男が神田を耕す。鍬

九時前頃に神社にやって来て、社務所で衣装に着替える。準備

そして鍬の頭を下にしてトンと

平成三〇年は、早乙女は五人、田男は鍬が四人、苗が三人。
が出来ると社務所前に整列する。

一回打ち付けて土を落とす仕草

をする。それを後ろに下がりな

がら三回繰り返し、終わると早

乙女の後ろに並ぶ。次に苗まき。

苗持ちの田男が前の苗籠から苗

を田にまき、無くなると後ろの籠

を前にまわして、残った苗をまん

べんなく田にまく。まき終わると、
後ろに並ぶ。

そして、早乙女が苗を植えて

いく。神田に張ったひもの目印に

ながら苗を置いていく。植え終わると、一度、神田を出て整列

合わせ、前から後ろへ、下がり

写真２ 田を耕す

写真３ 苗を植える

来る。そして、祭りの前日、準備の総仕上げを行う。

高嶺神社境内略図
図１

した後、今度は後ろからその苗を集めていく。集めた苗は、神

花膳は、参拝者に配られていった。

時一五分に閉扉で終了、参列者は退席、社務所で直会が行われた。また、

参考文献

職の持つ二つの三方にのせて、祭壇に供えられる。前日に練習
をしてはいるが、神職が一つ一つ指示をしながら、田植えをし

七

兵庫県神職会 一九三八『兵庫県神社誌』（一九八四年復刻 臨川書店）

ていった。
その後、玉串が奉奠され、撤饌、全員が拝礼して終了となる。

兵庫県神道青年会

深澤景弘 二〇一一「四 高嶺神社」『上郡町史』２巻

上郡町
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神戸新聞社

神戸新聞学芸部兵庫探検民俗編取材班 一九七一『兵庫探検 民俗編』

供殿に戻される。そして一二

の手渡しで、神饌や花膳が御

物が下げられ、神職・総代ら

先とは逆の順番で、本殿の供

舞、玉串奉奠、撤饌と続き、

神事は、祝詞奏上、浦安の

を神主が神前に供えていく。

大豆の順で、本殿では、それ

花膳、それから里芋、大根、

間に並び、手渡しで本殿に運んでいく。神饌の後、まず稲穂の

番に供物を取り出し、それを参列の総代らが注連縄が張られた

後、御供殿から本殿に供物が運ばれる。御供殿内から神職が順

十一時過ぎから、穂揃祭が始まる。修祓、宮司一拝、開扉の

壇に移される。

納する。その間に、神田の祭壇に供えられた苗は、御供殿の祭

その後、拝殿横の舞台で、地元中学生の舞姫が浦安の舞を奉

（三）穂揃祭

をもらって帰った。

まで行列していき、記念写真を撮影、お守りとお菓子・お弁当

お田植え祭は三〇分ほどで終了、その後、子供たちは社務所前

写真４ 穂揃え祭

埴岡真弓

重要無形民俗文化財の横仙歌舞伎が伝承されている。

やはり農村歌舞伎が盛んだった摂津北西部には三田市無形民俗文化財

者のような化粧をして趣向を凝らした扮装をする点は平松武者踊りと共

「波豆川八坂神社お練り」
（波豆川芸能文化保存会）が残るが、歌舞伎役
祭り・行事の名称

通している。平松武者踊りや波豆川のような練り物は、江戸時代後期に

農村歌舞伎が隆盛となり、村芝居が祭礼行事として定着するなかで生ま
れたと推測される。

八年に旧南光町（現・佐用町）の無形民俗文化財に指定された。
「絵本太

なお、平松武者踊りは佐用郡内で唯一の仕組み踊りであり、昭和五十

される）

原」のみが踊られている。

場面である合戦や仇討ちの場を踊りに仕組んで踊ったが、最近は「安達

功記」
「鎌倉三代記」
「仮名手本忠臣蔵」
「奥州安達原」など、歌舞伎の名

祭り・行事の特色

吾勝神社（佐用郡佐用町平松）境内

八月十五日前後の日曜日（四年に一度、オリンピックの年に実施

実施期間・実施場所

平松武者踊り

平松武者踊り

一

二

三

平松武者踊りは歌舞伎の名場面を踊りに仕組み、歌舞伎の扮装をして

たとされ、佐用郡でも各集落に一つは舞台があったという。旧南光町域

ある上三河の舞台が残る。兵庫県は全国でもっとも多く農村舞台があっ

る）に属すが、同町には国の重要有形民俗文化財（一九七五年指定）で

とも称されている。平松は旧南光町（二〇〇五年合併により佐用町とな

大畠に祀られている。東徳久の吾勝神社は郷社で東徳久・西徳久・平松

吾勝神社は天忍穂耳尊を祭神とし、佐用町内では東徳久、土井、庵、西

られるようになった時代や経緯について、記録や伝承は残っていない。

は、初盆の家や広いかど（庭）のある家で踊っていたという。神社で踊

現在吾勝神社境内で踊られている平松武者踊りは、昭和のはじめまで

四 祭り・行事の歴史と概要

でも神社など約十五ヵ所に舞台があって、村の青年らが行う地芝居や「買

を氏子とする。平松に鎮座する吾勝神社は同社の分霊を祀ったと思われ

浄瑠璃の音頭で踊る点を最大の特色とする。地元では、
「ならしおどり」

芝居」
（地方歌舞伎一座を招く）が昭和の時代まで行われていたという。

れていた」といい、平松のみに武者踊りが残ったためか、「（昭和三十年

「以前は院庄（岡山県苫田郡）から佐用にかけていくつかの集落で踊ら

「昔は中国道沿いに奈義や土万（宍粟市山崎町）などに武者踊りあった」

まで中絶していた。しかし、二十代の人達が中心となって復活に取り組

ろう」という声が上がったが、武者踊りの継続は難しく、昭和四十年頃

戦争中に途絶え、終戦によって帰村した人たちの間から「武者踊りを踊

武者踊りは、戦前まで盆踊りとして毎年踊られていたと考えられる。

るが、創立年代は不明である。

頃ヵ）奈義や土万から見に来た」ことを記憶している人もいた。岡山県

み、昭和四十八年四月一日に平松武者踊り保存会が発足する。復活して

平 松武 者 踊 り は 、農 村 歌 舞 伎の 影 響 を 受け て 成 立 し たと 考 え ら れる 。

勝田郡奈義町は、那岐山麓の農村歌舞伎が盛んだった地域で、今も岡山

1

また、平松地区には浄瑠璃台本が四点残るが、内一冊の所有者「紙上

木盛神社の由来もその一つといえ、
「魂鎮めの踊り」とされる武者踊りと

付近に徳久城（柏原城）があり、いくつかの落城伝承が残っているが、

の下から刀と人骨が入った壷が出土、巫女の託宣で木盛宇多守という武

笑雀」は保存会顧問を務めた人物で、昭和五十三年に「武者

結びついたと推測される。実際に「地顔の首塚」で武者踊りを踊ったと

以降、四年に一度行う事になったという。当時は戦前に武者踊りを踊っ

富太郎事
安達ヶ原の三段目」
「赤穂浪士討入りの場」を作詩している。

将の骨と自刃に使った短刀とされたため、神社を建立したと伝えられる。

踊り音頭

いう記録は残っていない。

ていた人が多くいて、所作なども十分に伝えることができた。

近年まで浄瑠璃文化の素地が地域に残っていたことも、武者踊りの支え

倉三代記」を披露（佐用郡民会館でも踊る）、同五十六年に西播磨県民局

（龍野市民会館）で昭和五十二年に「赤穂浪士討入り」
、同五十五年に「鎌

に兵庫県の「くすのき賞」を受賞している。
「西播磨のふるさとまつり」

た。熱心な取り組みは「郷土づくり」としても注目され、昭和五十一年

「太功記」を披露し、翌年に兵庫県社会文化協会の記録映画が撮影され

昭和四十八年二月には、
「兵庫県主催青年の集い」
（龍野市民会館）で

の一つとされる。婦人会の人は「明かり持ち」として紅白の提灯を持ち、

下で花吹雪（色紙）を撒いて、行列を迎える。行列は隊列を整え、神社

た踊り手たちが隊列を組み、囃子に合わせて吾勝神社へ向かう。神社の

けたもの）などを持つ花笠姿の囃子方、次に武者や娘、鬼婆などに扮し

すり鉦（現在はシンバルで代用）、横笛、竹ぼら（太い竹筒に穴を一つ開

どを始める。午後八時頃、芸題を書いた幟、花かごを先頭に、締太鼓、

子方、保存会の人々が平松生活改善センターに集まり、化粧や着付けな

行事の概要は、八月十五日前後の日曜日、午後四時頃から踊り手や囃

から「新しいふるさとづくりの先達として伝統文化を深く究め’ 80
西播
磨のふるさとまつりに参加するなどしてその輪を広げられている功績」

行列の脇に付き添う。神社に到着すると、踊り手は境内中央の櫓の周り

の一つとなったと考えられる。

によって表彰されている。同年の神戸ポートピア博覧会でも踊ったとい

に円形に並び、音頭取りの唄に合わせて歌舞伎の一場面を踊りで表現す

五 祭り・行事組織

る。休憩を挟んで二度踊り、武者踊りは終了する。

へ向かう。囃子は祇園囃子を江戸風に編曲したもので、歌舞伎下座音楽

う。
こうした取り組みが認められ、昭和五十八年、平松武者踊りは旧南光
町（現・佐用町）の無形民俗文化財に指定されたのである。なお、吾勝
神社に奉納されている武者踊りの写真二点のうち一点に赤穂浪士に扮し

名で、
『佐用郡誌』
（大正十五年刊行）に「大なる自然石の石碑ありて」

承を持つ。
「地頭の首塚」は平松地区の入り口あたりにあった石塔の呼び

なお、平松武者踊りは、昔「地頭の首塚」で奉納されていたという伝

員（部落評議員）
、世話役（衣装係・拍子木並はやし・化粧係）、音頭取、

係）
、会計主任、相談役（民笛指導）、実行委員長（部落副部長）、実行委

氏名」では、顧問、会長（総務）、副会長（司会及び情報・振付指導備品

踊りを執行する。昭和五十四年五月改正の「平松武者おどり保存会役員

平松武者踊り保存会が中心となって、四年に一度の盆行事である武者

と記されている。石塔は現存せず、その場所には平松地区の紙名姓の人

太鼓一人、年代別役員（宣伝係長・宣伝・宣伝及化粧・会場並舞台装置

た九人の子供が写っており、昭和五十二年のものと推測される。

たちが祀る木盛神社という小社が建つ。明治末あるいは大正初め、石塔
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係長・会場及太鼓予備）
、老人会、消防団（団長・副団長）、婦人会二人
六月下旬

の資料による）。

演技、音頭、太鼓の練習。練習場所を設定する。飾り付け用

配役を決定、発表する。演技指導者に要請を行う。

総会開催。踊り子要請、役員名簿作成、各役員へ挨拶を行う

（会長・副会長）
、子供会（小学校会長・中学校会長）
・世話役（民笛係）
という構成だった。現在は、顧問三名、会長一名、副会長二名、相談役
七月上旬

の金紙・銀紙を配布、倉庫よりセンターへ衣装を移動する。

数名（開帳・副会長経験者）
、実行委員長一名（副自治会長）
、実行委員
（評議員）
、世話役数名、警備（平松消防団）
、接待（婦人会会長・副会

習。衣装作り。

ビデオ撮影を依頼する。演技、音頭、太鼓、笛、拍子木の練

ときつけを行う。化粧品を確認する。

演技、音頭、太鼓、笛、拍子木の練習。衣装作り、カツラの

衣装作り世話係に要請を行う。
七月中旬
七月下旬

長）
、受付三～四名、太鼓一名、締太鼓一名、写真係一名、音頭・囃子二
～三名、踊り子二十三名（最低十九名必要）、化粧係二～三名、横笛・拍
子木・提灯持ち各五～六名程度となっている。
「武者踊りは地区全体の行
事であり、住民全体が保存会会員」との認識で、地域が一体となって実
施している。

行列参加者に要請を行う。神社境内に櫓を組み立て、マ

イクや照明の準備を行う。前日に櫓を飾り付ける。

八月一～前日

三、四十代前半の人で、男性のみであったが、二〇一六年には女子中学

衣装作り、浴衣の配布、招待状送付、道路使用許可申請、宣

武者踊りには、平松地区の住民のみが参加する。踊り手は中学生から
生二名が参加した。踊り手になる資格は特になく、人数にも決まりはな

伝、ノボリ立て。

平成二十八年八月十四日に行われた武者踊りでは、踊り手の練習は六

い。ただし、境内の広さから踊れるのは二十二、三人くらいだという。
平松地区の戸数は現在五十三戸で、小学生・中学生は十人に満たない。

で練習、八月十日に総仕上げが行われている。笛・太鼓・音頭・拍子木

月二十五日から始まり、週に一回、七月二十三日まで五回、平松生活改

配役は保存会で決めるが、中心となるのは五、六十代の経験者たちで

の練習は、六月二十二日から毎週水曜日に平松生活改善センターで行わ

二〇二〇年実施予定だったが、踊り子の数が確保できず、やむなく中止

ある。音頭取り、太鼓打ちはそれを得意とする人が務めるため、同じ人

れた。なお、同年の踊り手は二十三名だった。

善センター前で行われた。七月三十日、八月六日の二回、吾勝神社境内

が務めている。囃子方は保存会の年配者が務めており、武者踊りの踊り

・衣装など

された。

手が年を重ねると囃子方へ移行することが多いようである。

踊り手は、役柄によって決まった採り物を持つ。
「安達原」の場合、八

幡太郎（源義家）は刀、安部貞任（定頭と表記）
・宗任（宗頭と表記）は

大刀、貞任のツマ・袖萩は杖、鬼婆は出刃包丁という具合である。衣装

祭り・行事の内容（衣裳・付属する行事等）

六

は、その都度踊り手が家で作り、甲冑なども自分たちでこしらえるのが

基本となっているが、鬘については保存会が購入したもの、あるいは寄

・準備
武者踊りの準備は、基本的には次のように行われている（平成十六年
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贈されたものを使う。また、
「備品台帳」を見ると、ある程度着物や採り

い）
・竹ぼら（太い竹の筒に穴を一つ開けたもの）などがある。また、囃

囃子用の拍子木・スリ鉦・横笛・小太鼓・三味線（現在は使用していな

他に、武者踊り関係の主な備品としては、櫓一式・櫓用の幕・太鼓、

頭の冒頭に芸題・登場人物を紹介する口上があるが、この時は踊り手は

いて立ち、櫓の周りに輪になった踊り手は囃子方の方を向いて立つ。音

太鼓打ちが上がる。囃子方は櫓のすぐ下に櫓を囲む形で踊り手の方を向

武者踊りの行列が神社境内に到着すると、境内中央の櫓に音頭取りや

七 基本の所作

子方、音頭取り、太鼓打ち、保存会、婦人会の衣装は、そろいの浴衣・

静止したままである。参考までに、「安達原」の口上部分を次に示す。

物を保存会で所有しており、こうしたものも活用されている。

浴衣襟（
「平松武者踊り保存会」の文字入り）である。囃子方は折笠（花

上がり、囃子方は櫓のすぐ下に櫓を囲む形で踊り手の方を向いて立つ。

武者踊りの行列が到着すると、境内中央の櫓に音頭取りや太鼓打ちが

免を蒙りながら（ソラ、ヤットコセー、アラ、ヨイヨイ）踊りの拍

り開始）音頭取るのは恐れ乍ら（アラ、ドッコイショ）しばらく御

ショ）四角四面の櫓の上で（「アレワイサーノショー」の掛け声、踊

さて東西や東西や（アラ、ドッコイショ）東西南北穏に（ソラ、ヤ

踊り手たちは櫓の周囲に円形に並び、囃子方の方を向く。櫓上の太鼓、

子をやりましょう（アラ、ドッコイショ）ここでやります踊りの芸

笠）を被り、草履を履く。

囃子方の拍子木、手拍子で音頭は唄われる。踊り手は刀や槍、大石や立

題（ソラ、ヤットコセー、アラ、ヨイヨイ）安達原の三段目（アラ、

ットコセー、アラ、ヨイヨイ）一寸出ました私が（アラ、ドッコイ

木、柴垣などの採り物を手に打ち合う形で踊り、休憩を挟んで二回踊っ

ドッコイショ）踊子の芸名言うなれば（ソラ、ヤットコセー、アラ、

・武者踊り

て終了する。

ヨイヨイ）けんじよ浜ゆうおきみ達（アラ、ドッコイショ）それに

続くは宗頭定頭（ソラ、ヤットコセー、アラ、ヨイヨイ）八幡太郎

なお、武者踊りではその年毎に配役表を作るが、同じ芸題でも参加人
数によって配役の順序は変動する。

ラ、ヤットコセー、アラ、ヨイヨイ）腰元しゆが大勢と（アラ、ド

におにばばや（アラ、ドッコイショ）こいぎぬ文治にそで萩や（ソ

武者踊りの前後には、婦人会を中心に「しゃんとこ踊り」と呼ばれる

ッコイショ）若者共ともろ共に（ソラ、ヤットコセー、アラ、ヨイ

・附属する行事
盆踊りが踊られる。
「てんま踊り」（武者踊りの型だが武器なし）も踊ら

ヨイ）あらまし揃って踊ります（アラ、ドッコイショ）なんと言っ

てもなれないことで（ソラ、ヤットコセー、アラ、ヨイヨイ）ぬけ

れたという。地域外の人も参加できる。
また、かつては武者踊りが終わって踊り手達が引き上げた後、残った

踊り手は、刀や槍、大石や立木、柴垣などの採り物を手に打ち合う形

てるところはごかんべん（アラ、ドッコイショ）

えられている。吾勝神社に奉納された写真の中に、昭和五十七年八月十

人たちが白扇を持って死者の霊を送る扇踊りをする習わしがあったと伝
四日「平松盆おどり大会（扇おどり）
」があった。武者踊り開催の年では

り手）
、次に

で踊る。三人一組で、最初に三人で打ち合い、次に と
A （B は
C 右隣 の 踊
と
B （C は
A 左隣の踊り手）が打ち合う。後は と
A （B は
C右

なく、通常の盆踊りだったと考えられるが、現在は踊られていない。
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隣の踊り手）
、そして と
B （C は
A 左隣の踊り手）という対戦を繰り返し、
少しずつ時計回りに櫓の周りを回っていく。休憩を挟んで二度踊り、武

参考文献

者踊りは終了する。
八
『佐用の史跡と伝説』（浜田洋著、昭和四十八年）
『佐用郡の文化財』
（佐用郡教育委員会、平成六年）
近世編』（南光町町史編纂委員会、平成十五年）

『播磨の祭り』（藤木明子著、平成十一年）
『南光町史

この他、佐用町「広報さよう」にも、平松武者踊り関連記事が載ってい
る。
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祭り・行事の名称

御形神社の御当祭

一
御当祭

実施期間・実施場所

小栗栖

健治

域社会の神社は大きくこのように分けることができ、御形神社は後者に

属している。オトウ行事は、村の鎮守社において行われる事例が多く、

荘郷の鎮守社で行われる事例は多くを数えない。
行事の特色は、氏子域の村々から
三人の当人が選ばれ、これらの家で
は祭神の分霊の納められた御神祠を
床の間に祀る。また、
当人の家では、
開当祭の神事に際しての神饌や道具

二
御形神社（宍粟市一宮町森添二八〇）

等の準備が整えられる。神饌には、

ついだ品々を見ることができる（写

三玉串（胡桃の棒）など伝統を受け

栗・栢・掛鯛・串柿・黄精（ところ）・

三月 三日 開当祭

祭り・行事の特色

三月一七日 奉迎祭

三

まわってきた」というのが後者である。オトウには特定の家筋のみを構

れから神社でオトウが始まる」と表現されるのが前者、
「今年はオトウが

うに際して、主体的な役割を担う当番（家）を指しても用いられる。
「こ

仏事などの行事名としてひろく用いられる。ただ、オトウには行事を行

は、地域社会（主として村・共同体）で受け継がれてきた神事・祭礼・

祝の行事として行われている。御形神社の御当祭は、かつての荘郷の鎮

変容したが、正月に地域社会の社寺においてその年の五穀豊穣を願う予

けて行われていた行事を一日にまとめて行うようになり、神事の形式は

いる御当祭は正月の行事であったことが分かる。明治二七年に三日に分

三月一八日に奉迎祭が行われていたことを記し、現在、三月に行われて

『兵庫県神社誌』によれば、神事はかつて正月七日に御当祭（開当祭）、

真１）
。

成員とする例が多くあり、古くは宮座としての性格をもって成立したと

守社で行われる年頭行事を現代社会に受け継いでいるところに大きな特
色がある。

御形神社は、旧三方村（三方地区）
、旧下三方村（下三方地区）、旧繁

祭り・行事の歴史と概要

守社）とがある。一つの地域を氏子とする場合は村の鎮守社、それに対

盛村（繁盛地区）の三地区を氏子域としている。この三地区はかつての

四

して複数の氏子域を有する場合は荘郷の鎮守社と見ることができる。地

村の鎮守社）と、ひろく複数の地域を氏子とする場合（以下、荘郷の鎮

ものである。神社には一つの村や町を氏子とする場合（以下、便宜的に

御形神社の御当祭は、播磨地方のオトウ行事を代表する一つと言える

推測される。

播磨地方ではオトウという言葉がひろく用いられている。このオトウ

神饌の黄精（ところ）

写真１

御当祭の始まりについては明らかにならないが、中世の年紀を有す記

当人（かつての卯の日）
」とあり、開催日が十二支から月日に変わった。

一月三一日「一五日の御当人（かつての初申）」、二月一日「一〇日の御

く。寛政七年は正月九日に初申の当、一〇日に卯の日の当、一一日に七

録に大永七年（一五二七）
「御形社高見大明神神事式」
（大永七歳次丁亥

明治二七年（一八九四）になると三頭人は全て「七日御頭人」と記され

三方庄の荘域と考えられることから、御形神社は三方庄の荘園鎮守社で

祢宜四郎太夫）
、天正四年（一五七六）
「御当之式」
（天正四丙

ていることから、三回の神事は一回にまとめて行われるようになったこ

日の当が行われていた。明治九年になると一月二八日「七日の御当人」、

神主祢宜四郎太夫）がある。これらはとも

あった。

子年正月二十八日 謹記録

とが分かる。明治四五年（一九一二）までは旧暦で行われていたが、大

二〇一九年の御当祭は三月三日に開当祭、同月十七日に奉迎祭が行わ

昭和二〇年は五月一日に開当祭が行われ、「七日御頭人」は単に「御頭人」

正二年
（一九一三）
からは新暦によって御当祭が行われるようになった。

九月晦日

に江戸時代以降に写されたものである。

れたが、明治の中頃まではそのあり方は異なっていた。天正四年の「御

四月・五月に開当祭は行われ、現在のように三月に定着するのは昭和三

とのみ記されている。この年から昭和三〇年（一九五五）までは三月・

抑当社御当之式ハ往古ヨリ当社伝来之古式ニシテ、当人三家ニテ、

一年のことである。御形神社の御当祭は明治以降に変容するが、明治二

当之式」は次のように記している。

其初メヲ初申ト云ヒテ、毎年正月始ノ申ノ日ヲ以テ此式アリ、次ヲ

七年に改革された内容が現代に受け継がれている。

祭り・行事組織

三方地区
公文東方
繁盛地区

下三方地区

三方町 河原田

福野 森添

上岸田 百千満家 草木 千町 黒原 井内 横山 倉床

公文西方

に分かれ、それぞれの地区は次のように構成されている。

御形神社の氏子域は大きく三方地区、下三方地区、繁盛地区の三地区

五

卯ノ日ヲ以テ卯ノ御当ト云ヒ、次ヲ七日ノ御当式ト言フ、年ニ依リ
テ七日ノ御当式最初ニナルコトモアリ、是ハ十二支ノ都合ニヨル、
而シテ三当トモ正月七日ノ御当式終テ後、神主昇殿シテ大豆カチノ
御式アリ、次テ翌年三当之御鬮ヲ取ルノ式アリ、大豆カチノ式ニハ
両親アル小供ニ大豆柄ヲ三ツ宛三度呉桃
（クルミ）
ノ木ニテ打タセ、
夫ヨリ出シ大豆八十八粒ヲ御鬮ニ交エテ、翌年ノ新当人ノ御鬮ヲト
ル、是大豆カチノ御式ト唱タル、
これによれば、三家の当人は分担して「初申（の当）
」
・
「卯の日（の当）
」
・
「七日（の当）
」の三つの当（神事）を勤めていた。それぞれの行事内容
の違いについては把握できていないが、七日の当において翌年の当人を

この三地区から当人が選ばれるが、その選出にあたっては、御形神社

福中 福知 生栖 西深 深河谷 田ノ尻

寛政七年（一七九五）に始まる「御形神社高皇大明神三頭人記録」を

の氏子であること、夫婦健在であること、世帯主となって概ね五年を過

決める「大豆（まめ）カチノ御式」と「御鬮」が行われていた。

整理すると、当のあり方に変容のあることが明らかになるので記してお

人は対象から外されている。

当人の対象者は選ばれるという。また、家宅普請中、忌中、長期療養の

ぎた人、敬神の心篤く世間で信頼されている人、こうしたことを念頭に

精（ところ） 一苞（所謂トコロテン、戸数の多い自治会は多めに

バラで一本、計四串）、⑩牛蒡 三把（一把は三本で計九本）、⑪黄

しカレイを代用） 二四枚、⑨串柿 一連串（一連は三本串、別に

一本（クルミの木 長さ一尺三寸、直径一寸二分

六厘、太さ四寸）、⑬昆布、⑭半紙 九帖、⑮灯油（てんぷら油） 三

準備）
、⑫三玉串

御神祠を預かり、翌年の開当祭まで床の間に祀る。当人は日々神饌を供

合三勺、⑯手桶（バケツ）

当人を受けると、後述するように奉迎祭において祭神の分霊を納めた

え、
「大祓の詞」を唱える。当人には、御形神社への参拝が次のように定

で可）
、⑲下駄 一足（白花緒の草履。平成８年度より礼服のため削

二五日忠魂祭

きの大豆二～四本で連とする）、外に

の年の月数、打ち撒き用、閏年は一升三合）
、㉒白大豆 一連（根付

除）
、⑳鏡餅 三重（一升で一重、計三升）、㉑白米 一升二合（そ

一個、⑰水杓、⑱莚 一枚（機械編み

められている。

十五日
一五日

三月 一七日御頭奉迎祭（年により移動あり）
四月 一日
五月 三日春祭り
一五日

個、一升で小餅を作り、その内一五個）、㉕柴 （一把）、㉖薪 三

一五個（平成一一年度改め、三〇個→一五

六月 一日
一五日

束（直径一尺一寸、回り三尺四寸五分、長さ一尺六寸）、㉗木炭

㉓清酒 一升、㉔小餅

七月 一日
一五日

俵（近年は箱入り）

三十日大祓式

八月 一日
一五日

二三日新嘗祭

掛鯛 一二連（干しカレイを代用）、⑭灯油（てんぷら油）
、⑮手桶（バ

これだけの品々が開当祭に際して調進されるが、⑥栗（甘栗で可）、⑧

一

九月 一日
一〇日秋祭り
一五日

ケツ）
、⑰莚 一枚（機械編みで可）には注記が見られるのは、時代が移

一五日

十月 一日
一一月 一日

三一日大祓式

なお、調進される品々について、当屋の方は次のように話されていた。

㉗は、直会に用いられる品々である。

よく受け継いだ御当祭の様子を窺うことができる。
「外に」以下の㉓から

り変わる中で合理化されたものである。これらの神饌や道具から伝統を

一五日

一七日祈年祭

一五日

一二月 一日

一五日

一月 元旦歳旦祭
二月 一日

三月 第一日曜日 開当祭
また、当人には役割として、御当祭にあたり次の品々を調進すること

一石（実際は一升）
、⑥栗（甘栗で可）

①熨斗 一連 本熨斗、②神酒 一升、③奉書 一六枚、④白米 一

るので見つけにくい。⑫三玉串に用いる胡桃の木は盆が過ぎてから切ら

にまぶして渋を抜いて供える。⑪黄精（トコロ）は蔓が自然薯に似てい

⑦栢の実を集めるのはリスなど動物との競争である。神饌にするのに灰

石（実際は一升）
、⑤白大豆

ないと色が悪くなる。

になっている（神社で準備される物もある）
。

五斗（実際は五合）
、⑦栢 五斗（実際は五合）
、⑧掛鯛 十二連（干

六

祭り・行事の内容 （衣裳・付属する行事 等）
御頭祭は、三月三日に行われる開当祭と同月一七日に行われる奉迎祭

によって構成されている。
（一）開当祭
三月三日の開当祭は、昨年の奉迎祭に
おいて御神祠を受けた三方、下三方、繁
盛の三地区の当人が、御神祠を奉じて自
宅を出発するところから始まる。午前九

本殿は中殿・左殿・右殿の三殿に分かれている。中殿は三方、左殿は下

三方、右殿は繁盛の役割とされている。当人は掛鯛、供人はバケツの水・

神酒などを持って本殿に昇殿する。三殿には既に昆布は掛けられている。

当人と供人は竹に掛鯛をとおして昆布と昆布の間に掛ける（写真５・写

真６）。宮司は椀に「齋御形神社三霊串」の御札と、縁の下の土をひとつ

まみ入れ、神酒を注ぐ（写真７）
。次いで、前述した三宝に盛り付けた神

饌（⑤を除く）を当人と供人が伝供し、宮司が奉る。その後、拝殿で大

豆打（まめかち）の準備が行われる。この時点で宮司と当人は社務所に

長押に掛けられた昆布と掛鯛

時、三当人（以下、当人とのみ記す）は
御形神社の随身門の石段下に集合する。
当人は御神祠を抱え、供人（妻と男性）

（２）

は調進物を持して本殿へと向かう（写真２）
。拝殿で宮司に御神祠を委ね
る。当人は拝殿へ登殿後再び紙祠を棒持して本殿へ運び、宮司はこれを

長押に掛けられた昆布と掛鯛

御神祠を抱える当人と調印物
写真２

受け取って内陣の机に安置する。
（写真⑧）供人は御水洗（おみたらし）

準備の整った神饌

写真６

本殿に移された御神祠

写真８

と呼ばれる井からバケツに水を汲み（写真３）、拝殿では神饌の準備が始

写真４

写真５
本殿下の土を採り、椀に入れる
写真７

まる。神饌は①鏡餅、②大豆・米・栢、③牛蒡、④串柿、⑤黄精・三玉

御井の水を汲む供人

串・熨斗・御札に分け、それぞれを三宝に盛り付け完成する（写真４）
。

写真３

を持つ供人

戻り、来年の当人を決める三地区の籤の準備をする。小さく切った半紙

三か所にを押す（写真１０）。同じことを左殿・右殿においても行う。

たき、
「こそたく、まさたく」と唱えた後、三玉串で御札の右・中・左の

続いて、当人は三殿に奉幣を奉ると、宮司は祝詞を奏上し、大豆打行

に対象者の名前を一人ずつ書き、その紙を丸めて、半紙の袋に入れる。
以上が開当祭にかかる準備となる。

を重ね、その上に根付きの白大豆一連

事が始まる。大豆打（まめかち）行事は拝殿に当人が調進した莚三枚

いで拝殿に着座する。宮司が昇殿すると、当人は⑤黄精・三玉串・熨斗

と昨年の三玉串を置く。宮司は本年の

午前一一時頃、当人は本社・佐閉神社・日吉神社の宮巡りを行い、次

を盛り付けた三宝を持って昇殿し、御

真

）。二九回相和した後、それぞれ

し、根付きの白大豆を三玉串で叩く（写

に合わせて、供人が「大豊年」と相和

行われる。拝殿では宮司の「大豊年」

これと同じ作法が左殿・右殿において

年」と唱えながら、右・左へと続く。

を「コツ、コツ、コツ」と叩き、
「大豊

三玉串で中殿に吊られた三か所の昆布

と、三玉串行事が始まる。まず、中殿
において宮司は木椀を持ち、三玉串で
木椀の底を「コツ、コツ、コツ」と三
回たたき、この時、小さく「こそたく、
まさたく、こそたく」と称えると言う
が、周囲には聞こえない。続けて、三

に終える。

）。当人はその

人の伝供によって撤饌が行われ、本殿は閉扉され、本殿での行事を正午

員は玉串を奉り拝礼する。その後、当

れる。続いて宮司・責任役員・責任役

籤を広げた扇子で受け、半紙の袋に入

幣 で 籤 を 採る （ 写 真

えた三宝に籤と大豆を入れ、宮司は御

立会い責任役員は昇殿し、正殿前に据

袋を宮司が持つ三宝に収める。宮司と

い、半紙の封筒に入れる。供人はその

二十四粒（閏年は二十六粒）の豆を拾

１１

まれた御井の水を杓で三殿に献水する

神祠の前に供える。宮司がバケツに汲
三玉串で昆布を打つ
三玉串で御札を打つ

写真 11 大豆打行事

写真 12 新当人の籤を採る

玉串で木椀の底を「コツ、コツ、コツ」
と三回たたき、長押の昆布を中・右・
左とたたく（写真９）。この作法を三回
繰り返し、この間「天下泰平、四海静
謐、国家安穏」と唱える。左殿・右殿
においても同様のことが行われ、左殿
では「風雨順次、
五穀成就、
社頭康栄」
、
右殿では「神道興隆、氏子繁栄、三当
人安全」と唱える。宮司は中殿前に机
を運び、氏子に配る「齋御形神社三霊
串」の御札を置く。三玉串で木椀の底を「コツ、コツ、コツ」と三回た

１２

写真９ 三玉串行事
三玉串行事
写真１０

本殿での行事を終えた後、社務所に戻り、来年の当人の当たり籤が確
認される。宮司はその場で「御当神籤相降り候事」と記した文書を作成
する。この文書は、次の当人候補へ届けられる。
なお、開当祭が終わると、各地区の当人によって所属する自治会に御

参考文献

臨川書店

串拝礼があり、つぎに当人は玉串を奉り拝礼する。その後、当人の伝供

によって撤饌が行われ、本殿は閉扉される。
閉扉された後、当人は昇殿し三殿

）。ここで御神祠

の扉を開き、御神祠を取り出し、拝
殿へ運ぶ（写真

は白布に包まれる。御神祠は宮司か

札と撤下品の御供（切り餅）と黄精（トコロテンともいう）を封筒に入
れて配られる。その封筒には「この中のトコロテンは食べられません。

ら当人に渡されると、当人は御神祠

）
。十一時頃、御神祠

繁 殖 力 の 強 さ を 示 す 縁 起 物 で 、皆 様 の ご 家 庭 が い や 増 し に 栄 え る よ

七

鼓を叩き送り出す。

が神社を離れるにあたり、宮司は太

・写真

を抱えそれぞれの自宅へ向かう（写

１４

う に と の 意 味 で お 供 え し た 物 で す 一 年 間 神 棚 へ 上 げ て く だ さ い 。」

戴く当人

真

写真 13 和歌を詠む宮司と神酒を

と説明が記されている。
（二）奉迎祭
三月一七日の奉迎祭は、午前十時頃に

）
。
行きの宜しも

１６

御神祠を取り出す

神祠（２０１８年１２月３日撮影）

写真 14 本殿を開扉し、

写真 16 当人宅の床の間に祀られる御

１５

兵庫県神職会編 一九三八『兵庫県神社誌』中巻

写真 15 御神祠を抱え、自宅へ向かう当人

始まる。三月三日の開当祭に籤により選
ばれた新しい三人の当人は、拝殿に着座
する。宮司により開扉された本殿の三殿
には御神祠が納められている。神饌が当
人により伝供され、
宮司により奉られる。
当人が三殿に奉幣を奉ると、宮司は祝詞
を奏上する。
次いで当人は幣殿において三宝の盃に
神酒を注ぐと、三殿にそれぞれを奉り、

いさとほし

拝礼する。終わると当人は幣殿に準備された神酒をいただく（写真
大寄すがらに

になっている。さらに当人は再度、三殿に神酒を奉る。続いて宮司の玉

められている。当人は、宮司がこの和歌を詠っている間に盃を戴くこと

大寄すがらに」と和歌を詠う。この和歌は『古語拾遺』崇神天皇条に収

この時、宮司は、「宮人の

１３

波賀八幡神社 御幸祭

一 名称

藤岡 真衣

正式名称は、波賀八幡神社秋季例大祭。午前に本殿祭があり、午後か
み ゆ きさ い

らの出御祭・御旅所祭・還御祭を「御幸祭」または「お旅」と称してい
る。

二 実施期間・実施場所
（一）実施期間
み くじ

秋季例大祭は、毎年一〇月二一日に近い日曜日に行なわれている。そ
の年に神輿渡御を実施するかどうかは、元日の歳旦祭の後に行なう御籤
祭で決定する。
（二）実施場所
・本殿祭・出御祭・還御祭（波賀八幡神社の本殿・幣殿・拝殿）
・直会（社務所）
・騎馬隊安全祈願（波賀町斉木地区の岡田家）
・大座の式（神社の境内の神楽殿）
・御旅所祭（引原川の川岸、安賀の橿原）
・子相撲・餅なげ（神社の境内）

三 特色
神輿渡御が行なわれる年は、七五役が行列に参加する。七五役は、そ
れぞれつとめる家が古くから決まっている。
「一ツ物」と呼ぶ馬に乗った

男児をはじめ、幟や鉾・太刀を持つ人、神輿を担ぐ人びと、神子をつと

める少女などが、神社から神事が行なわれる御旅所までの約五〇〇メー
トルの道程を進む。

四 歴史と概要

波賀八幡神社は、宍粟市波賀町安賀に鎮座する。祭神は、仲哀天皇・

応神天皇・神功皇后の三神である。創立年代は応和元年（九六一）と伝

えられる。また、天文九年（一五四〇）に、丹治大河原備中守之清が備

前長船勝光作の太刀一口を奉納している。

『兵庫県宍粟郡誌』によると、承応四年（一六五五）に社殿が再建さ

れ、享保一〇年（一七二五）および明治一七年（一八八四）にも社殿が

建て替えられた。明治七年（一八七四）には郷社に列せられ、同四四年

（一九一一）に安賀・天満神社、斉木・火魂神社および妙見社、有賀・

火魂神社、飯見・稲荷神社、今市・火魂神社の六社を合祀した。明治四

五年、神饌幣帛料供進の神社に指定され、その後、大正二年（一九一三）

に境内にある天王神社、稲荷神社、山神社の三社が合祀された。

毎年、元日の御籤祭の実施で、秋季例大祭の神輿渡御の有無を決定す

る。岡田家の当主と宮株の家である宮内氏が立会人となり、氏子である

五地区の氏子総代と自治会長の見守るなか、宮司が籤を引く。籤は「御

幸」
「休み」
「 」
「御幸」を引くとその年に御幸祭を行
○の三種類がある。

ない、「休み」を引くと渡御はなく、「 」が出ると籤を引き直す。近年
○
では、
二〇一六年および二〇一九年に神輿渡御があり、
渡御のない年は、

宵宮祭・本宮祭・子相撲・余興・餅まきだけを行なう。

「西谷郷社八幡神社々務所蔵版 明治廿五年（一八九二）例祭神輿渡

御之図」には、神社から引原川川岸の御旅所まで進む神輿渡御の行列の

波賀八幡神社の氏子は、安賀・今市、上野・水谷、飯見、有賀、斉木

五 組織

幟・槍などを手にした人びとが続いている。その後ろには、馬に乗った

の五地区である。この五地区の人びとが、神輿渡御の行列に参加する際

様子が描かれている。箒や国旗を持つ人を先頭に、大勢の子どもたちや
稚児の姿がみえる。このほかにも、鼻高面をつけて杖を持つ人、大麻・

七十五役は、つとめる家が古くから決まっているが、役割の譲渡や変

に七十五役をそれぞれつとめる。

（数十枚の短冊型の板の上端をひもでつづり合わせた楽器）を首からか

更などに際しては、現在役割を担っている家で話し合い、神社役員会の

榊・鉾などを手にする人、唐櫃を運ぶ人びと、神職の姿があり、ささら
けた人なども描かれている。神輿を担ぐ人びとの後ろに、背負われた神

許可を得ることになっている。

また、飯見神子、田路神子・有元神子（以上、斉木地区）、山田神子・

う。

の人びとも手足を清めるが、かつては同じように全身を清めていたとい

らせた場所で頭から水を被って全身を清める。一ツ物に付き添う岡田家

祭り当日の朝、岡田家の当主と一ツ物は、同家の屋外に白幕を張り巡

である。

になっている。なお、一ツ物をつとめるのは、基本的に一生に一度だけ

歳の男児がつとめた。祭りの間は絶対に地面に下ろしてはならないこと

っていないが、小学生以下の子どもが選ばれ、二〇一九年の渡御では七

すき）を挿し、額には左右に黒点二つ（：）をつける。年齢は特に決ま

を着用し、金色に縁どられた笠を被る。襟の後ろには山鳥の羽と尾花（す

つとめることになっている。一ツ物は、直垂に袴をつけて袖なしの羽織

割で、必ず斉木地区の岡田家本家の親族または岡田家が推薦する童児が

七十五役の中でも「一ツ物」は、神輿渡御の行列を先導する重要な役

している。ただし、岡田家の衣裳や道具類は同家が保管している。

渡御の際に七十五役が手に持つ鉾や太刀などの道具類は、神社が保管

子らしき人物が続き、行列の後方には、二人立ちの獅子舞もみえる。神
社の門の周辺には、裸姿の人びとが描かれている。
昭和一三年（一九三八）に刊行された『兵庫県神社誌』（中巻・郷社
八幡神社・例祭十月二十一日の項）には、

例 祭には 朝の神 膳と 称へ 午 前 一 時に新 穀三升 三合 を炊き 大き なる
椀六杯に盛りて奉る 又濁酒を醸造して献供するの旧慣あり 神輿渡御は
例祭の十五日前に（一〇月七日）御鬮を以て有無を伺ひ 神幸ある年は係
（ママ）

員一同七日前より精 神 とて斎戒す 陸尺小神子五人太刀鉾旗持等の所
役に至るまで古来より定まり代々相伝へて今に変る事なく立願にて裸体
の供奉者数十名を降らず

とあり、かつては例祭の一五日前に籤引きをして神輿渡御の有無を決
めていたことがわかる。また、渡御には、陸尺・小神子・太刀・鉾・旗
持など、古くから定まった所役があったことも記されている。

中島神子・森下神子（以上、上野地区）の六名の少女神子が神輿に奉仕

する。少女は着物に紫地の袴をはき、装飾を施した金の冠を戴く。額と

両頬の三ヶ所に赤い点を施した神子、
額に一つだけ赤い点をつけた神子、

出御祭に際して七十五役が手にする箒や鉾・太刀、獅子頭、鼻高面など

直会で宮司は挨拶を終えると、すぐに岡田家に向かい、同家で騎馬隊

が拝殿に並べられる。

負われて移動する。神子は決まった家から出すことになっているが、出

安全祈願を行なう。同家の床の間に祀られている神札などを納めた小祠

顔に点をつけない神子など、それぞれ化粧法が異なる。年齢に決まりは

せない場合は親戚または地区の人などに頼む。かつては、神主家である

に拝礼し、祭りの無事を祈願する。神事が終わると岡田家の人びとは昼

（二）騎馬隊安全祈願（一一時半）

小林家から大人の神子（宮司の妻）が選ばれ、子どもの神子とともに奉

食を取り、祭りの衣裳に着替え、準備をする。

ないが、小学生以下から選ばれ、一ツ物と同様に地面に足をつけず、背

仕して指導にもあたっていたが、現在の宮司の曾祖母の頃から中止され

宮司が神社に戻ると、境内の神楽殿で大座（おおざ）の式が行なわれ

（三）大座の式（一二時半～一二時五十分）

このほかに古くは、宮株があった。宮株は祭りに奉仕する家いえで、

る。七十五役に対して安全を祈るもので、宮司と代表総代が着座し、宮

たという。
のちに解散するが、現在も安賀の宮内家だけが宮株として残り、御籤祭

司の挨拶の後、七十五役に酒と枝豆が振舞われる。大座の式が終わると、
（四）出御祭（一三時～一三時半）

参列者は神楽殿から拝殿前に移動する。

の立会人や御幸祭の準備と付添いなどの役割を果たしている。

六 祭り・行事の内容

に乗って出発した一ツ物が、神社の鳥居前に到着し、抱きかかえられて

六人の少女神子は、それぞれ背負われて拝殿に上がる。岡田家から馬

波賀八幡神社は本殿・幣殿・拝殿が連なっている。宮司（斎主と称す）

拝殿に入る。一ツ物に付き添う岡田家の人びとも着座すると、出御祭が

（一）本殿祭（一〇時～一〇時半）
と参列者（総代・自治会長など）は社殿の西側にある祓所に集まり、祭

始まる。修祓と祝詞奏上の後、神輿が安置された幣殿と拝殿の間を白幕

七十五役が読み上げられ、呼ばれると道具を受け取り、神輿も幣殿から

員が修祓を行なう。その後、社殿の中に移動して宮司・祭員は幣殿に着
宮司は開式の言葉を述べた後、本殿の開扉を行なう。当番役員により

境内に運び出される。役が読み終わって全員が揃い、飯見神子が神輿に

で仕切り、本殿から御神体が神輿に移される。その後、渡御行列の順に

献饌があり、宮司が祝詞を奏上した後、宮司をはじめ、参列者が玉串を

参拝した後、渡御行列が出発する。行列の順は次のとおりである。

座し、参列者は拝殿に座る。

奉奠する。その後、撤饌が行なわれ、宮司が閉式の言葉を述べて本殿祭
が終了する。
当番地区（二〇一九年は上野・水谷自治会）の人びとが、社殿の東側
にある庫から神輿を運び出し、拝殿に担ぎ入れて幣殿に安置する。それ
が終わると、社殿の西側にある社務所では直会が行なわれる。この間、

岡田家）―雑仕（１・岡田家）―草履取（１・岡田家）―幟（１）―錦

幟（２・岡田家）―馬丁（４・岡田家）―槍（２・岡田家）―大傘（１・

神主（道清祓）―箒（２）―国旗（２）―一ツ物（岡田家）―騎馬―

に対面して座り、行列に奉仕する人

分かれて床几に座る。一ツ物も神輿

女神子たちが神輿の両側に三人ずつ

台に安置され、背負われた六人の少

御旅所に到着すると、神輿は神輿

旗（２）―警衛（鼻高）
（２）―大麻（１）―大榊―幟（２）―鉾（３）

びとも御旅所内に入り、神事が始ま

【渡御行列の順】 （ ）内の数字は人数を示している

―太刀（２）―唐櫃（大・４／小・２）―奉幣（２）―鉾（２）―弓矢

所まで下りて奉幣の儀を行ない、御

る。神輿の前で修祓があった後、祭

―少女神子（２／山田神子・飯見神子）―鞍掛（２）―少女神子（２／

幣を振って場を清める。続いて威儀

（３）―真榊（２）―陣ザサラ（２）―延綱（４）―少女神子（２／有

中島神子・森下神子）―太鼓（２）―役員（代表総代〔威儀弓持ち〕
・副

弓（いぎゆみ）の儀があり、宮司が祝詞岩の上に立って対岸に向けて

員が御旅所から川原にある祝詞岩の

代表総代・氏子総代・自治会長等）―幟（大・小）―太刀（２）―鉾・

矢を放ち、岩の上で祝詞を奏上する。それが終わると、神輿の前で献

元神子・田路神子）―神主（斎主〔波賀八幡神社宮司〕
）―神輿（１５）

太刀（２）―鉾・太刀（２）―鉾（２）―獅子（頭）
（１）―子供神輿ほ

饌が行なわれ、宮司が祝詞を奏上する。さらに、田路神子、有元神子、

山田神子、中島神子、森下神子の順に、少女神子が一人ずつ神輿に参

拝する。その後、宮司、祭員、総代、自治会長の順に玉串を奉奠し、

直会としてお神酒と小餅が参列者に振舞われる。直会を終えると、行

行列が神社に戻ると、神輿は幣殿に運び込まれる。幣殿と拝殿の間

列が御旅所から神社に向けて出発する。

さらを首にかけた人、二人立ちの獅子舞が描かれている。現在の渡御で

を白幕で仕切り、宮司が神輿から御神体を本殿に移した後、祝詞を奏

ラ（
「びんざさら」のことか）を首にかけた人、獅子頭を手に持つ人が参

は芸能は披露されていないが、かつては鼻高面をつけて舞う王の舞や、

上する。本殿の閉扉の後、宮司が閉式の言葉を述べて還御祭が終了す

（六）還御祭（一五時～一五時二〇分）

ささらを用いた田楽、獅子舞などが奉納されていたのかもしれない。

る。

る。その後、神社の境内で子相撲と餅なげがあり、全ての行事が終わ

座石が三つずつ、計六つ設けられている。

ある。周りを石柱で囲んだ中央に神輿台があり、その両側に少女神子の

御旅所は神社の東南の引原川の川岸にあり、安賀の橿原と呼ぶ場所に

（五）御旅所祭（一四時～一四時半）

加する。
「明治廿五年例祭神輿渡御之図」にも、馬に乗る稚児、鼻高、さ

渡御行列には、一ツ物をはじめ、杖を手にする警衛（鼻高）、陣ザサ

（
「波賀八幡神社神輿行列形態図」
〔二〇一九年十月〕を元に記述）

か

写真１ 馬に乗る一ツモノ

七 基本の所作
御旅所祭で少女神子が一人ずつ神輿に参拝する際、次のような所作を
行なう（
「御幸祭神子作法」
〔二〇一九年九月二〇日〕を元に記述）
。
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まい、扇子を取り出し、二礼し扇子をしまって二拍手する。再び扇子を

写真３ 御旅所祭

取り出して一礼し、前を向いたまま三歩下がり、軽く礼をして扇子をし
まい、座っていた場所に戻る。

写真２ 威儀弓の儀

