
２．広八幡神社の祭礼にみる歴史的風致 
 

広八幡神社はもと八幡宮と称し、広庄の産土
うぶすな

神社である。誉田別命
ほんだわけのみこと

・気長足姫命
おきながたらしひめのみこと

・

足仲津彦命
たらしなかつひこのみこと

を祀っている。『紀伊続風土記』には欽明天皇の頃（在位 539～571）の創建にか

かると伝えられ、天正 13 年（1585）豊臣秀吉の兵火にかかり、神庫や坊舎などが焼失し一

時衰退した。慶長５年（1600）浅野幸長が藩主になると神領十石を寄附され、元和５年（1619）
には紀州徳川家が入封してから歴代藩主もこれを踏襲するとともに厚い保護を加え次第に興

隆した。 
広八幡神社の氏子は、旧広町と旧南広村のうち井

関・河瀬集落を除いた地域である。大字では広、和

田、唐尾、西広、山本、上中野、南金屋、殿、名島、

東中、柳瀬集落となる。広川河口付近の市街地を形

成している旧広町、高城山から地蔵峰北側、明神山

の麓に広がる農村地帯、海岸沿いの集落が氏子とな

る。広八幡神社は数百年の昔から、地域の人々に信

仰されてきた歴史を持ち、年間 40 にも及ぶ神事が

執り行われるが、とりわけ秋祭りは「広
ひろ

祭
まつ

り」とも

よばれ地域の人々が最も楽しみとしている。有田地

方は 10 月に秋の収穫祭が行われるが、この地方最初の秋祭りとして、毎年 10 月１日に執り

行われる。 
 

広八幡神社は氏子地域のほぼ中央、上中野の集落に位置し、樹木の繁った標高約 40ｍの小

山を背景に西面して建っている。山を覆う鎮守の森のなかに境内が収まり、特別な空間と感

じられる風景である。「稲むらの火」の故事が伝わる安政南海地震津波では避難所となった神

社で、市街地より高台に位置する。広八幡神社前の道路は東西に延び、西側に進むと鳥居が

あり、神社域を抜け緩やかに低地に向かう道路は、その後左にカーブを描き、広町の旧市街

地中央を進み広村堤防の赤門に達する。こ

の広村堤防赤門から広八幡神社に至る道

路は「大道
おおみち

」とよばれ、広市街地と神社を

繋ぐ主要道であり、神輿渡御の経路でもあ

る。 
広八幡神社前道路から参道の階段を上

り、楼門をくぐると広八幡神社の境内とな

る。正面には舞殿があり、楼門と平行に西

側には絵馬堂、東側には社務所がある。舞

殿は、当神社に室町時代から伝わる田楽

のための建物である。棟札によって明和
広八幡神社（左から摂社天神社本殿、摂社高良社本殿、
本殿、摂社若宮社本殿） 

広八幡神社乾坤古絵図【安永７年（1778）】 
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２年（1765）の建立が明らかである。舞殿の奥には拝殿に上る階段があり、神門瑞垣を越え

ると広八幡神社の本殿が鎮座する。本殿の建立は詳らかではないが、摂社２棟の棟札に応永

20 年（1413）に造営の記載があり、本殿もこのときの建立と推察される。本殿を中央に向か

って右側には摂社若宮社本殿、左側には摂社高良社本殿、摂社天神社本殿が並ぶ。本殿、拝

殿、天神社本殿、若宮社本殿、高良社本殿、楼門が国の重要文化財、舞殿が県指定建造物と

なっている。その他の建造物として弥広八幡宮、覚言社、明神社、庁舎、社務所、神輿庫、

直会殿、天神社拝殿などがある。神仏分離までは両部の神で、神宮寺であった明王院と薬師

院とが社僧を務めていた。現在の社殿のほかに末社・多宝塔・鐘楼・西門・神楽所・観音堂

などが立ち並んでいた。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
広八幡神社拝殿（左）、楼門（右） 

紀伊国名所図会（国立国会図書館蔵） 
広八幡神社（紀伊国名所図会：国立国会図書館蔵） 
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 広八幡神社の秋祭りには氏子地区ごとに多くの氏子が

参加して、祭りを盛り上げる。広八幡神社では神事式の後、

上中野の田楽、山本の乙田
おとんだ

の獅子舞が五穀豊穣を祝い奉納

される。その後、各地区の神輿や屋台は、田楽や獅子舞と

ともに御旅所への渡御が行われる。 
秋祭りの起こりは、捕獲した魚や鳥獣を野に放し、殺生

を戒める宗教儀式「放生会
ほうじょうえ

」から始まったものである。祭

りの発祥は鎌倉時代前期、嘉禎２年（1236）放生会が執り

行われたと記録に残されている。五穀豊穣を祝う収穫祭の

意味を含めて、中秋の名月（旧暦８月 15 日）に催されて

いた。『紀伊国名所図会【嘉永４年（1851）】』には「祭日

八月十五日。馬駈及田楽あり。」と載る。 
明治８年（1875）広八幡神社祭礼行列図には、秋祭りで

の広八幡神社から御旅所に向かう渡御行列風景が描かれ

ている。画面上部には社殿、鳥居の脇に「八幡宮」の幟が

立っており、そこから渡御行列が出発している。行列の先、

画面下部には湯立釜が描かれており、御旅所（浜の宮）を

表し、行列の先頭周辺には、祭礼の観衆が描かれ、当時の

秋祭りの賑やかさを伺うことができる。浄衣姿の御幣、冠

を被り笏
しゃく

を持ち乗馬する人物を先頭に、甲冑姿で駿馬に

跨がり、母衣
ほ ろ

をかけ、幡を立てるなど美麗を尽くした騎馬

武者が続く。行列の中央付近には、災払
さいばら

・鉾
ほこ

を持つオニ、

獅子舞、錫杖を持つ山伏、横笛や篳篥
ひちりき

などを奏する楽人、

「ビンザサラ」を持つ中踊り、太鼓たたきなど田楽の姿が

描かれる。行列の後方では、榊・幡、災払と鉾を持つワニ

などが続き、最後尾に本神輿、烏帽子・狩衣姿で乗馬する 昭和 40 年代の秋祭りの様子 

広八幡神社祭礼行列図 
（和歌山県立博物館蔵） 

広八幡神社舞殿 
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神主と思われる人物が描かれている。 
祭礼行列図にも描かれ、古来の秋祭りの特徴を伝える騎馬

武者や本神輿は、昭和 50 年（1975）頃、各氏子地区の子ど

も神輿が本神輿となる形に代わり渡御行列が執り行われて

いる。今も広八幡神社の秋祭りには、その形態が受け継がれ、

各氏子地区から出される子ども神輿や屋台とともに、上中野

の田楽や山本の乙田の獅子舞などの渡御行列が沿道の人々

を魅了している。 
 
 
秋祭りが中秋の名月（旧暦８月 15 日）に催され

ていた頃、広八幡神社の秋祭りを記録した文書『八

朔定帳【文化 13 年（1816）】』によると、秋祭りの

渡御順など役割分担は、毎年８月１日（八月朔日）

に各氏子地区が集まり決めていた。秋祭りに参加す

る氏子地区として「湊之町（濱町）、西之町、中之町、

寺村（本町）、宇田、中野（上中野）、金屋（南金屋）、

殿村（殿）、名島、中村（東中）、柳瀬」（括弧内は現

在の子ども神輿の参加氏子地区）が記録されてい

る。当時から秋祭りに参加する氏子の地区割りは概ね変わりなく現在に引き継がれ、広八幡

神社の秋祭りを営々と支え続けていることが分かる。 
現在では、秋祭りの準備は、９月上旬に開かれる秋季総代会総会をきっかけにそれぞれの

地区で始まる。出し物の上中野の田楽や山本の乙田の獅子舞の練習もこの頃から始まる。神

輿や屋台の飾りつけなどの準備は各地区で１週間ぐらい前に始まり、地区の集会所や氏子の

持ち回りで倉庫などに神輿宿が置かれる。鳴り物を出す地区では太鼓の練習も行われ、祭り

の気分が高まっていく。 
 
秋祭り前日の宵宮や当日の朝、各氏子地区で信仰す

る社に幟を掲げるなど、地区ごとの秋祭りに向けた最

後の準備が行われる。社には御神酒などを供え、五穀豊

穣を祝う秋祭りを迎えた感謝の意を告げて参拝する。

各地区で信仰されている社は、成立過程はさまざまで

あるが、集落共同体の精神的な支えとして古より守ら

れ現在まで引き継がれている。東中地区で信仰されて

いる妙見社は、広八幡神社の文書によると熊野参詣を

契機に祭神が勧請されたと記録されている。『紀伊続風土記【天保 10 年（1839）】』には「社

地周三十間村の東南にあり」と記され、本殿前には「文化五（1808）戊辰」と彫られた灯籠

妙見社（東中）に幟を掲げる様子 

八朔定帳【文化 13 年（1816）】 

昭和初期の本神輿渡御の様子 
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が残り、地区の人々によって今も大事に祀られている。 
地区ごとの秋祭りの準備が整うと、飾り付けられた子ども神輿や屋台が、地区内のすべて

の家々を巡る。子ども達の「ワッショイ」の掛け声や太鼓の音が響き、町中が祭りの雰囲気

に包まれる。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地区で信仰する社（森の宮）に参拝 神輿宿準備（東中）の様子 

秋祭り宵宮の神輿・屋台巡行の様子 

84



 

 
 
秋祭り当日は、各氏子地区からそれぞれの神輿や渡御の練り物などが広八幡神社に集まり、

続々と神社境内に神輿が並べられる。正午拝殿及び本殿に氏子総代が集まり、神事式が行わ

れる。神事式が終わると、くじで決まった本神輿に拝殿で「御神体」がおさめられる。その

後、舞殿で上中野の田楽舞が始まり、田楽が中盤に差し掛かったころ、舞殿の北側、乙田天

神社の正面で、山本の乙田の獅子舞が行われる。乙田の獅子舞が終わると、いよいよ御旅所

への渡御が始まる。 
まず、榊を先頭に各地区の屋台や神輿が出発する。そのころ、

楼門下では「明治四／辛未歳八月／吉辰／新作之」と裏に墨書き

された的が掲げられ、各地区の先頭を行く者が扇子で３回的を

たたいて、各地区の行列は出発となる。これを「マトウケ」とい

い、馬駈けをしていた頃の名残である。「御神体」を乗せた本神

輿が各地区の神輿の最後尾となる。 

① 濱町 ② 湊仲町 ③ 田町 ④ 昭和通 
⑤ 本町 ⑥ 広東町 ⑦ 唐尾 ⑧ 西広 
⑨ 南金屋 ⑩ 殿 ⑪ 東中 

「マトウケ」の的 

■各氏子地区の神輿や屋台が氏子の家々を巡る主な範囲 
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渡御行列の途中、乙田の獅子舞は脇の田で、幡を立て、子ども

を登らせる遊びを行ったり、上中野の田楽は途中の農協前とカメ

ヤ薬局前の２ヵ所で「千秋楽」を踊ったりしながら、渡御行列は

２時間ほどかけてゆっくりと御旅所に向かう。

行列の最後尾が御旅所（浜の宮）に到着すると、「御神体」を

乗せた本神輿は御旅所に据えられる。そして、献饌
けんせん

をすませ、す

ぐに祭典が行われる。宮司、神官、巫女、氏子総代および神輿の

代表、そして乙田の獅子舞奉納者が左右にならび、式典は祝詞奏

上が行われる。その後、巫女による神楽鈴でのお浄めが終わると、

乙田の獅子舞、続いて上中野の田楽が奉納される。これが終わる

と「御神体」を乗せた神輿、氏子総代は神社に向かう。神輿が神

社へ到着するとすぐさま拝殿に運ばれ「御神体」をもとに戻して、

秋祭りは終了となる。

 「浜の宮」の御旅所は、かつて天洲の浜近くに設けられていた。浜辺は開発とともに埋め

立てられたが、御旅所は同じ場所で今も「浜の宮」とよばれる。神輿を担いで海に入水（汐

掛け）したことなども伝えられ、神様を清め霊力を回復させる場所として御旅所が位置付け

られている。

浜の宮の様子

渡御行列の様子

渡御行列の様子 

御旅所（浜の宮）に集まる神輿

86



広の伝統的な町並みと秋祭りのつながり

渡御行列は、御旅所に向かう途中広の伝統的な町並みを巡行する。広の町並みは、室町時

代に広城を築いた畠山氏が天洲の浜を埋め立て居館を造り、海岸沿いに四百間余りの波除け

の石垣を整備したことに端を発する。その後、湯川氏が漁村であった広浦に街路を設け、広

浦発展の礎を築いた。町場が出来た広は、和田の波止場への諸国廻船や市場の開設、海運業

も興り、中世末期から近世初期にかけて繁栄を極めた。漁業では、干鰯の商品価値の高まり

とともに、広の漁民は鰯を追って西国や関東など諸国沿岸に出漁を開始している。﨑山次郎

右衛門の銚子外川築港など、漁業者の成功をきっかけに、広の商人も海を渡り、発展する外

川を足掛かりに江戸の発展とともに事業を拡大している。それら広の商人たちが関東で商売

しながらも広の町に居宅を置いたことが、広の伝統的な町並みをかたちづくる重要な要素と

なっている。

渡御行列の様子

■渡御行列順路図
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町並みを構成する代表的な建造物として、平成 26 年

（2014）に国の重要文化財として指定された濱口家住宅が

ある。濱口家は、東濱口家と通称し、代々吉右衛門を名乗り

江戸日本橋において問屋を生業とした地元を代表する商家

である。敷地は通りに東面し、江戸時代後期とみられる主屋

が通りに面して中央に建ち、主屋の南側に文化 11 年（1814）
上棟の本座敷、北側には明治 42 年（1909）建築の御風楼

ぎょふうろう

が

並ぶ。独創的な構造を有する御風楼は、瀟洒な意匠が施されるとともに、上階の座敷からは

広村堤防と海への眺望を得られ、広地区の立地環境を活かした居住文化の到達点を窺うこと

ができる。御風楼の南側には九代吉右衛門容所
ようしょ

により「東園
とうえん

」と命名された庭園が広がる。

敷地は煉瓦塀で囲まれていることから、東濱口家のことを地元では「赤レンガの濱口」とも

よんでいる。 
旧戸田家住宅は、江戸時代から製網業を営み、屋号は「網

屋」と号している。長崎県五島列島への進出では、網元とし

て重要な役割を果たすなど、広における旧家の一つである。

通りに面して中央に大正後期建築の主屋、北側に網工場、網

工場の東には大座敷が建つ。主屋は建ちの高い二階建てで、

漆喰で持ち出された二階の大きな出格子窓や扇垂木を用い

た子庇など、表構えの構成・意匠は特徴的である。 
その他にも、大正期建築の濱口梧陵記念館、海運業を営み「日吉屋

ひ よ し や

」と号した国登録文化

財の泉家住宅など、旧家の家々が広の落ち着いた町並みを形成している。 
これらの有力な広の商人や漁業仲間は、崇敬する広八幡神社に秋祭り用具などを奉納し、

営々と秋祭りを支えている。濱口吉右衛門と濱口儀兵衛は、文政７年（1824）祭祀用として

天正 17 年（1589）濱口安太夫作の猿田彦の神楽面を奉納している。関東銚子外川の漁場を

開発した﨑山次郎右衛門は、広出身者と協力して宝暦３年（1753）手水鉢を奉納している。

九州五島列島に出漁していた漁業者仲間からは、文化３年（1806）神輿が寄進されている。

このように、遠く関東や五島列島に商機を求めた人々は、離れた場所で活躍しながらも、氏

神である広八幡神社を篤く信仰していたことが窺える。そして、その心は今もこの地の人々

に受け継がれている。 
 

 
 
 
 
 

 
 

手水鉢 神楽面（猿田彦仮面） 

旧戸田家住宅 

濱口家住宅（東濱口家） 

神輿（町指定文化財） 
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秋祭りの食文化「なれ寿司」 
 この地方の秋祭りの食文化として「なれ寿司」がある。昔の貯蔵食の一つだったと考えら

れるが、秋鯖を用いて作られる。秋祭りにあわせたくさり寿司で塩味のみで作られ、余計な

味付けは一切ない。一合ぐらいの長いおにぎりを作り、鯖を乗せてアセの葉（ダンチク）で

巻き、桶でそのまま保存する。発酵が進むほどに味や匂いが独特のものになり、これが通に

はこたえられない。日本酒にも良く合い、秋祭りには欠かせないご馳走である。 
 
【なれ寿司の作り方】 
毎年９月 24 日か 25 日に仕込む。（10 月１日の秋祭りに合わせる。） 
①鯖を三枚におろし、塩漬けする。（鯖が見えなくなるくらい塩を使う。） 
②水分が上がり身がしまると取り出し、皮と小骨を丁寧に取り除き、真水で一晩２～３回水

を変えながら塩出しをする。 
③新米ではなくその年のお米を炊き、冷めない内に布巾でよくもみ込む。 
④一合くらいの細長いおにぎりを作り、片身の鯖を乗せ、アセの葉を巻いて寿司桶に隙間の

ないようにつけ込む。蓋をして重石をする。（その際、蓋より少し上の辺りまで塩水を入れる。

これは小バエなどの虫除けになると同時に味が変わらない役目をする。） 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
広八幡神社の田楽 
秋祭りには上中野の氏子地区の人々が大切に伝承し、宵宮と祭り当日に五穀豊穣の舞を奉

納する田楽が受け継がれている。明治８年（1875）広八幡神社祭礼行列図にも「ビンザサラ」

を手に持ち踊る田楽の一団が描かれ、その当時から秋祭りや渡御行列において重要な役割を

担っていることが分かる。 
広八幡神社の田楽は「しっぱら踊り」ともいわれ、

袖振２名・ささらを持つ中踊り６名・太鼓たたき２名

とオニ１名・ワニ１名・獅子２名の計 14 名で奉納さ

れる。この田楽は、五穀豊穣の舞として苗代作りから

稲刈りまでの農作業を表し、生活と密接に結びつい

た稲の栽培行事を農耕儀礼として「踊」に表してい

る。 田楽舞の練習風景 

なれ寿司を取り出す様子 
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田楽踊は室町時代から始まったと伝わるが、記録に残るものとして江戸時代末期の『紀伊

国名所図会』に「シッパラ踊り」としての解説文が載る。昭和 39 年（1964）には和歌山県

の無形民俗文化財に指定されている。また、昭和 48 年（1973）に国の記録作成等の措置を

講ずべき無形の民俗文化財となっている。 
田楽の練習は毎年９月上旬から始まる。最初は小学生のみ上中野集会所で練習が行われ、

指導役は大人が務める。数回の練習の後、場所を広八幡神社舞殿に移し、オニ・ワニ・獅子

を演ずる大人も参加する。 
 
秋祭りの宵宮と当日に、広八幡神社の舞殿で田楽が

奉納される。楼門下に田楽を踊る侍烏帽子に紫袴を着

けた袖振り２名、トンボを付けた桧笠に白丁姿、手に

は桜製のビンザサラを手にした中踊り６名、そして最

後方に中踊りと同様の出立で、腰鼓をつけた太鼓たた

き２名が２列にならぶ。天気を見て太鼓を打ち下ろし、

この合図によって、舞殿に向けて「かけあがり」を行

う。楼門に袖振・中踊り・太鼓たたきが二列に座し、

除草、耕地の終わる頃、オニが拝殿から舞殿に入ってく

る。袖振・中踊り・太鼓たたきを一巡すると天気を見て

ワニを出迎える。舞殿を一周し、天気を見て獅子を迎え

に階段を上る。このとき「ささらおろし」と言って踊り

は一変する。暴風雨・害獣を表す獅子は舞殿に入ってく

るが、オニに鎮められ、最後は踊り手が喜び勇んで千秋

楽となる。 
宵宮では田楽の奉納が終わると、上中野地区が信仰

する大将軍社と住吉社をかかさず巡り千秋楽を踊り奉

納する。大将軍社は『紀伊続風土記』に「社地周二町十

二間村の 坤
ひつじさる

にあり」と記され、「明治二（1869）己巳仲秋」の灯籠が残る。大将軍社と住

吉社は、上中野地区で今も篤く信仰され守られている。 
 

田楽（しっぱら踊り） 

宵宮での大将軍社奉納の様子 
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乙田
おとんだ

の獅子舞 
乙田の獅子舞は、広八幡神社に合祀されるまでは乙田天神社に奉納されていた。乙田天神

社は元来八幡神社境内にあったものであるが、応永 18 年（1411）光明寺へ、寛文 13 年（1673）
には乙田山に移り、明治の神社合祀によって広八幡神社に戻ってきた経緯がある。唐尾、西

広、山本、池ノ上、和田の５つの地区の産土神であった。明治の神社合祀までの秋祭りは旧

９月８日に執り行われ、神輿渡御は乙田から白木坂を越えて白木の浜に向かった。騎馬、神

輿、唐船、だんじり、獅子舞と賑やかな行列で、特に乙田の獅子舞と唐船には多くの見物人

が集まったという。 
 
乙田の獅子舞は、江戸時代にこの地域の人が東海道中で見た獅子舞に心ひかれ、乙田天神

社の神事舞として取り入れたものだと伝わる。記録に残るものでは、昭和９年（1934）濱口

梧陵翁五十年祭で山本青年団が乙田獅子舞を奉納している。乙田の獅子舞は戦後一時休止し

ていたが、その技術は伝承され、昭和 45 年（1970）に古典芸能保存会が結成されるととも

に再開している。秋祭り当日は、乙田天神社の正面で獅子舞が奉納され、広八幡神社に合祀

された乙田天神社の歴史的な経緯が感じられる。現在では、広八幡神社の秋祭りには欠かせ

ない伝統的な芸能として、乙田の獅子舞は氏子の人々に親しまれ敬われている。また、昭和

46 年（1971）には和歌山県の無形民俗文化財に指定されている。 

■広八幡神社の田楽の巡行図 
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乙田の獅子舞は東海道五十三次を表しているとされており、打込舞・中舞・高舞から構成

されている。特に高舞でクライマックスに入り、獅子は高い姿勢に伸び上がり、お多福、笛・

太鼓がこの舞を盛り上げる。秋祭りの一か月前から厳しい稽古を始め、古から地域の人々が

一体となり支えてきている。この舞の「頭持」が勤まるまで５年の

修練が必要とされたという。

乙田の獅子舞は秋祭り前日に光明寺で奉納後、乙田天神社旧社地、

小浦立神、下出立神など地元で信仰されている社を巡行して奉納す

る。秋祭りの当日には、広八幡神社の乙田天神社前と浜の宮で奉納

する。乙田天神社旧社地には「天神社跡地の碑 明治四十二年六月

八幡神社合祀 大正二年五月建立」と刻まれた記念碑が残り、社は

今も地元で大事に祀られている。

【乙田の獅子舞の演技】

（１）打込舞 約 30 分

明るい穏やかな調子で笛太鼓に合せて始められる。笛の調子は「お江戸の道でお金をひろ

て、わしにくれよか ヒヒフクヒーヒヒフクヒー」と聞きならわされて軽やかにはいってく

る。五色の御幣でお祓いをするしぐさで舞に入る。獅子の動作は「遊び」で笛に合わせて変

化するその中に怒りの動作もあり、眠りの型に入って停止する。大体同じ動作を三回繰り返

す。

（２）中舞 約 40 分

打込舞の休止の状態から笛の調べが変化してくるところで

中舞に移る。この舞は「修羅
し ゅ ら

」といわれ、今までのおだやかさ

から烈しい荒れ狂う姿が中心となる。しかしその間にも遊びも

あり戯れがあり、俗に「ノミトリ」といわれるしぐさもあって

舞に変化の波をみせる。

（３）高舞 約 30 分

この舞のクライマックスに入り、笛太鼓の調子の変化にとも

ない獅子は高い姿勢に伸び上る。この演技は最も習熟を要する

し、幕内の呼吸が合い力量もいる動作で、見物人も思わず拍手

をおくる。

以上三つの舞の進行中、お多福が幕のまわりをこまめに廻り、歩きながら要所要所で幕の

裾さばきや、幕内の者の動作を助けて舞のはこびをスムーズに進めていく、いわば進行係の

役割を果たすのだが、その動作をひょうきんに表現するので見物人を笑わせて興を添える。

乙田天神社旧社地

乙田の獅子舞

92



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
広八幡神社の秋祭りは、町と周辺の農村集落との関わりの中で発展し、地域の一体性を強

める祭りとして受け継がれている。秋祭りを迎えた広八幡神社では、五穀豊穣や無病息災を

願う田楽や獅子舞が奉納され、その演技を人々が興味深げに取り囲む様子は、特徴ある風情

としてこの地域に浸透している。渡御行列では各集落で入念に準備された神輿や田楽、獅子

舞などが浜の宮への道のりをゆっくりと進み、行列を眺める人々は非日常的な光景に浸り楽

しむ。太鼓の音、人々の歓声、笛の音、子ども神輿の「ワッショイ」の掛け声、秋空のもと、

町は秋祭りを迎えた人々の喜びで満たされる。  
秋祭りに向け人々の活動が各地域で営まれ、それが人々の絆となり受け継がれている様子

は、広八幡神社、伝統的な町並み、集落で継承される社などの歴史的価値の高い建造物と一

体となり、この町の特徴ある歴史的風致を形成している。 
 
 
 
 
 
 

■乙田の獅子舞巡行図 
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コラム 唐尾地区の唐船 
乙田天神社の神事であった唐尾地区の唐船は、明治 42 年（1909）の神社合祀によって

廃絶していたが、祭の伝統を守ろうとの思いから、平成 10 年（1998）平成の唐船として

復活している。古来、唐船は全体に薄い青色に塗られ、

「チョウサイ棒」といわれる担ぎ棒を使い、６人で担ぎ

渡御行列に加わっていた。唐船の動きにあわせて「唐船

唄」という唄もうたわれていた。現在、広八幡神社の秋

祭りでは、人々は唐船の復活を喜び、子ども達は楽しげ

に掛け声を出しながら唐船の引き縄を引く。 
 
 
 

 

■広八幡神社の祭礼にみる歴史的風致の範囲図 

唐尾地区の唐船 
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