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市立高校行きバスで「船戸木戸」下車、
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船戸のおびしゃ

ここで見られます！〜西光院

夏

の神事で、弓で的を射て、その年の豊凶を占う、いわば五穀豊じょう祈願の行事。

江戸時代中期に考え出された山田流の技法で琴作りを続け
ている、全国でも数少ない職人です。生木から本体の仕上げ、
部品の取り付けや装飾までを、すべて手作業で、2カ月近く
かけて完成させます。現在はお弟子さんが後を継いでいます。
昨年に亡くなった今村靖彦さん作
のものは木更
津市の上総博
物館でも保管
されていま
す。
今村製作
所 ☎7172−
2509
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おびしゃとは、関東地方東部で行われる春の農村行事で、もとは歩射（ぶしゃ）
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ほかの地域でのおびしゃが、今は土地の人々が集まって酒食をするだけの、いわ
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柏中

ば「村寄合」になっているところが多いなかで、船戸のそれは異色です。その起
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至柏駅西口

理美容ばさみを手作業で作って
いる職人は、全国でもほとんどい
なくなっていますが、手作業で作
られたものは、手の疲労が少なく、
切れ味も衰えないとされています。
石田源太郎さんは全国でも5指に入
る名人といわれ、横綱千代の富士
関の断髪式用のはさみも作りまし
た。現在は息
子の竜夫さ
んが後を継
いでいます。
石田製作
所 ☎7133−
3640

座に招かれて楽しんだといいます。

雨を呼ぶ竜

神話をモデルに

篠籠田の西光院で行われる夏の行事で、江戸時代、徳川五代将軍綱吉のころに始

船戸天満宮の祭礼で、毎年1月20日に、医王寺に場所を借りて酒食の膳が用意

まったといわれます。一種の雨乞いの行事で豊作祈願として行われます。篠籠田は

され、まず「三助踊り」から始まります。礼装のだんなとお供のやっこ姿の三助

古くから稲作が盛んだったため、水は極めて大切で、水に縁のある竜神を信仰する

とが客を接待する口上を述べ、神前にお神酒が献じられ一同の酒盛りとなります。

ようになりました。そのため篠籠田の獅子は竜神をかたどる「竜頭の獅子」です。

次に「三番叟（さんばそう）
」が舞われ、
ハイライトは天の岩戸の故事にならった「お

いろいろな動物が登場

下総玩具

毎年8月16日、境内に竹を立て、しめ縄を張った中で行われます。はじめは境内を

そして今…
現在は、場所を船戸会館（別掲地図参照）に移し、日にちも1月20日の直前の

今年の予定

日曜日に変えて、行われています。

と

ところ 西光院（篠籠田1214。

浦安の舞

左上の地図参照）

冬

国家の安泰を祈って

八朔相撲

毎年元旦に、増尾の廣幡八幡宮で行われます。巫女舞（み
こまい）自体の歴史は古く、神をなぐさめたり、神がか

ここで見られます！〜廣幡八幡宮

り的な占いの一種であったといわれます。
「浦安」は「心
安（うらやす）」に通じ、昭和15年、昭和天皇が作られ
る

あさなぎの

うみのごとくに

かみにそいの

なみたたぬよう」と

2人で舞い、
昭和38年から奉納されています。始めた当初、
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〜あけぼの山農業公園

どの行事が行われ、後に一般化して贈答の慣習を

至野田

生みました。

富勢中 ○

伝統はよみがえる

N

一度は農業から若者が離れていくとともにさび

でした。同じ節を2回、1回目は扇、2回目は鈴を持っ

かし、地元の協力で平成7年から、あけぼの山農業

て優雅に舞いますが、ゆっくりとした大きな動きは、

公園に場所を移して実に34年を経て復活。現在は

太極拳の動きからも想像できるように、2人でタイミ

毎年10月第1週ごろに行われています。

れるとか。次は獅子舞で「女獅子」
「中獅子」「大獅子」と続
きます。各種の舞が終わると、獅子はしめ縄の中央にすすみ
出て雨乞いの唱えごとをし、最後に「足じめ」で舞は終わり
ます。昭和50年12月、県無形文化財に指定されました。

三匹獅子舞はお盆のさなかに
行う雨乞いの行事。ちょうど練
ポー ト 習真っ最中の、地元の保存会の
皆さんを訪ねてみました。本番前最後の練習とあ
って、総勢20数人が集まり、熱気ムンムン。
まずは、獅子の舞いから始まりました。踊って
いる間はずっと中腰の姿勢のままの上、顔も動か
し続けます。それでも、「もっと腰を低く」
「出す
足が逆」など指示が飛びます。一通り踊れるまでには、4、5年はかかるとか。
次は子どもたちの猿舞いです。踊った後、子どもたちの「疲れた」の言葉に、
「本番はお面をかぶっているから、息ができなくて
もっと疲れるよ」と先輩から厳しい一言も。
猛暑の中を舞うのも大変なことですが、20数曲
以上を吹き続ける笛方の苦労も並大抵ではありま
せん。
さて本番では、練習の成果はもちろん、そんな
苦労も思いながら、伝統の舞いをご覧ください。
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交通 我孫子駅北口から、
あけぼの山公園
徒歩7分
入口行きバスで終点下車、

大室の盆綱
綱引きで占い

伝えていくことが大切〜「逆井囃子（ばやし）」

おはやしは、室町時代の
京 都 に 始 ま り、 関 東 一 円
には江戸時代ぐらいに伝
逆井囃子保存会代表
わったと言われています。
日暮 一雄さん
保存会で現在も使用して
いるかねの一つに、「文政十一年亥年」と記され
たものがあり、逆井囃子にも160年以上の歴史が
あることを物語っています。
大太鼓1人、小太鼓2人、横笛1人、かね1人で
構成しますが、小太鼓2人が同じリズムを打つの
ではなく、「先ぶち」「後ぶち」とに分かれ、違う

午後3時

す。八朔には古く農家で新穀の贈答や豊作祈願な ここで見られます！

れ、昭和36年を最後に途絶えてしまいました。し

タイミングでお互いのリズムの合間に打ってい
くのが逆井囃子の特徴です。転がるような、耳
に心地いいおはやしで、毎年7月15日に行う、逆
井の富士浅間（せんげん）神社のお祭りで披露
します。ほかの所へ呼ばれて演奏しにも行きま
すね。
決まった楽譜がなく、実際の演奏を見聞きし
て、体で覚えこんで伝えられてきたので、「テン
ツクテン」「ヒャラトロヒャー」のような、太鼓
や笛を覚える言葉しか残っていません。そのた
め、強弱や調子などを覚えるのが大変難しく、
昔は一家から1人ずつ人を集めて練習したりもし
ましたが、最初は100人ほどいた人が、最後には
3人になってしまったこともあります。自分でば
ちを作り、丸太を打って練習したものです。50
年ほど前から習っていますが、いまだに1人前に
なれませんよ。後継者不足が心配です。

き 10月2日㈯午前9時〜

ところ あけぼの山農業公園

の8月1日）に布施弁天の境内で行われたといいま

毎年定期的に舞われるところはほとんどありません

各地方に伝承されてき
た民俗文化の祭りばやし。
逆井に伝わるおはやしを
守っていこうと活動され
ている保存会のかたにお
話を伺いました。
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八朔（はっさく）相撲。五穀豊じょうを願うとと
もに、働く農民たちの慰安を兼ねて、八朔（旧暦

交通 東武野田線増尾駅東口から、
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徳川八代将軍吉宗の時代から富勢地区に伝わる
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本来は4人の巫女さんによる舞ですが、廣幡八幡宮では
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清める「猿舞い」で、まかれた塩をあびると無病息災に恵ま
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柏だけに伝わっているというわけではありませんが、

ングを合わせるのが難しく、体力的にも大変なこと

逆井中では、逆井囃子保存会の人た
ちを講師に、授業の中でおはやしに
取り組み、昨年度、ほのぼのプラザ
ますおで行われた「あいあいまつり」
などで成果を発表しました

き 8月16日㈪午後4時ご
ろから
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松本節太郎さんが創設した「下
総玩具」。戦災で昭和20年に柏に移
住してきてから、柏の土で手びね
りの人形を作ったのが始まりです。
ユーモアにあふれ、素朴で生き生
きとした作風で、柏駅西口の歩道
橋にも飾られています。
松本節太郎資料室 ☎7146−6800

獅子、ひょっとこ、さる、きつね、花笠、金棒びき、はやし方で構成されます。

まのうずめのみこと）
」であるおかめの足元を照らしながら、ともに踊ります。

昭 和24年 か
ら柏に工場を
構 え、 デ ザ イ
ンから縫製ま
で一貫して手
がけています。
父親から仕事
を 受 け 継 ぎ、
50年 以 上 の キ
ャリアを持つ
仙田秀一さん
は、「割りに合
わないと思うこともありますが、作
っているときは良いものを作りたい
一心」といい、平成6年度には現代
の名工として県の卓越技能賞も受賞
しています。すべてガラス製のビー
ズを使い、細い特殊な針で、一針一
針手作業で縫い付けられた作品は、
美しさと同時に使いよさ、シンプル
さ、堅固さを兼ね備えています。
柏ビーズ ☎7143−4181

篠籠田の三匹獅子舞

交通 柏駅西口から、
松ケ崎循環バスで「三
間」下車、
徒歩2分

源は徳川二代将軍秀忠のころにさかのぼり、村びとのほか船戸役所の代官もこの
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かめ踊り」です。火男（ひょっとこ）が木とささら竹をすり合わせ、
「天鈿女命（あ
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大切に今へ
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至野田
○ 高田小

新橋

木釘は、豊四季の開拓者の副業とし
て、昭和30年ごろまで豊四季の特産品
でした。桐のたんすや箱の組み立てに
欠かせないものでしたが、洋家具と接
着剤の普及により需要が減ってしまい
ました。写真は木釘職人の秋山三郎さ
んによるものですが、残念ながら現在
は亡くなっており後継者はいません。

市制が施行されて 50 年。柏は、商業や交通、街並みを新しくしながら発展し
てきました。しかし、
古くからの伝統も生き生きと息づいています。昔の人々は、
自然への畏敬や豊作の願いを占いや舞踊に託してきました。また、物を作る人々
の手から、美しく卓越した技も生まれました。こうしたすばらしい伝統は、場所
や姿を少しずつ変えながらも、保存会のかたなどの手により今も大事に守られ、
世代を超えて新しいものと共存しています。今回は 50 年の歳月の中で受け継が
れてきた伝統文化を紹介します。

船戸天満宮
○
県道関宿・
我孫子線

N

国道 号

柏で生まれるすばらしい伝統工芸のいくつかを紹介
します。こんなにすごい技を持つ職人が市内で活躍し
ていたこと、知っていましたか？この中のいくつかは
市役所第2庁舎1階ロビーにも展示してあります。
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夏の夜、大室地区で行われる行事に盆綱があります。江戸時代、徳川は五代将軍
綱吉の元禄12年7月13日、若者たちが青ガヤなどを刈り集めて太い綱をつくり、暮
六ツの刻限（午後6時）を合図に東の組西の組に分かれて綱引きを行い、その年の
吉凶を占ったのがはじまりといいます。
決して休まず、ただ1度だけ…
近年では、8月15日と定められ、戦時中も、大水害の年も休みなく行われてきま
した。ただ1度、昭和20年、敗戦の玉音放送を聞いた時は、よりあがったばかりの
綱を真二つに切って中止しました。盆綱の日は、朝から屈強な若者による綱つくり
からはじまります。20メートルほどの荒縄数本をより合わせた元綱に、青ガヤと若竹を織り込んで巨大
な綱がつくられます。綱の中央部分を太くし、そこに神霊が宿ることを象徴しました。夜9時過ぎ、盆お
どりが終わるころ拍子木の合図とともに若者たちが二手に分かれて綱を引き合います。綱引きは3度行わ
れ、最後は勝敗をとらずに、綱のまん中を、大のこぎりで切断して、双方勝ち負けなしとし、全員の手
じめで行事が終わります。
そして幻に
大室ふるさとセンター前の道路で平成9年まで行われていましたが、残念ながら平成10年に、会員不足
と綱の材料の入手困難を理由に休止され、以来、現在まで行われていません。

