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奉 祝
　令和３年３月11日に、放生津八幡宮祭の曳山・築山行事が、国の重要無形民俗文化財に指定されま
した。３月20日には、奉祝奉告祭が斎行され、射水市長夏野元志氏から、曳山・築山保存会会長：
四方正治氏へ文化庁からの指定書が手渡されました。奉祝行事では、放生の舞に続きテノール歌手の
澤武紀行氏の歌曲が奉納されました。また、特別に御神輿が鳥居前まで渡御し、東町、四十物町、
中町、立町の曳山が奉曳してお神楽を奏でました。その他の町内も山蔵を開いて祝意を表しました。

令 和 ４ 年 ３ 月 2 1 日 発 行
発　　　行：放生津八幡宮社務所
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清松の杜

令和３年３月20日
曳山・築山行事の国重要無形文化財指定奉祝奉曳き（東町、四十物町、中町、立町）

―世界の平和は、教育から―
放生津八幡宮の御神札初穂料の一部を、日本ユニセフ協会を通して、アジアや

アフリカにおける難民の子どもたちへの教育支援に役立てています。（宮司談）

第11回家持卿詩歌の会
　一般の部天位　南塚弘充

赤とんぼ  祝詞をあげる神官の  烏帽子にとまり  しばし憩へり
　学生の部天位　小杉優華

きらきらと  まぶしい海は  宝箱  白えび漁師の  海の発掘
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令和３年４月吉日
　室谷伸三氏より歌舞伎絵奉納
　作品名　「義経千本桜」
　作　者　歌舞伎絵師 穂束信勝

令和３年３月20日
　国指定奉祝奉告祭 テノール歌手 澤武紀行氏 奉唱

令和３年３月20日
　文化庁発行の国指定書の授与
　（夏野市長から四方会長へ）

令和３年５月８日 特命ボランティア大使（IM Zip）による
　曳山・築山国重要無形文化財指定記念植樹祭

令和３年３月20日 国指定記念奉祝行事における
　宮島曳山協議会長の意気込み

令和３年３月20日
　放生の舞奉納

令和３年７月17日
　秋季例大祭舞姫任命式

令和３年５月30日
　藁すぐり作業

国際情勢が混迷を極めておりますが、世界平和を実現すべくウクライナを含む
人道支援にご協力下さい。募金は当宮社務所にて承ります。

〔国際人道支援募金開設〕

去年は感染症のため、
動かせなかったことを踏
まえ、これまで約370年
の間、先人の方々が繋い
できた放生津の曳山文化
が国の宝になったという
ことを、どうしてでも現物
を動かして、放生津の神様
に報告したいという想い
で臨んだ。
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放生津八幡宮の境内清掃や、しめ縄づくり
等の作業を通して奉仕活動を行います。

放生津八幡宮 検索

令和３年８月５日
　新湊博物館特別展展示
　「放生津曳山の車輪を検分する
　　代官所与力荒尾作左衛門と肝煎松屋善七」

令和３年９月５日
　尾森光正氏、
　真榊の五色旛奉納

（奉納時の調査で、真榊台、八葉型鏡・玉石勾玉・剣は、
明治33年に、棚田徳三郎が発起人となり、新町より寄進
されたものであることがわかりました。）

令和３年８月28日
　祖霊社祭（浦安の舞奉納）

令和３年９月上旬
　しめ縄の制作（拝殿にて）

令和３年９月12日
　第二鳥居のしめ縄交換

【連絡先】放生津八幡宮社務所
　電　話：0766-84-3449
　ＦＡＸ：0766-75-1254
　Ｈ　Ｐ：houjyoudu.com

【お知らせ】奉仕会会員募集
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秋季例大祭

　令和２年１月下旬ごろ、御朱印をもらいに来られた男性の方の声が社務所の玄関先から聞こえてきました。『宝

くじで３等に当たったので、神社巡りの旅に出ています。』などと、家人と会話する様子をそっと窺いてみました。

横顔が少し見えただけでしたが、ピンときました。令和元年の12月上旬に参拝に来られた方だと気付きました。

　当時、私は拝殿で作業をしていましたが、外から何か話しかけておられる様子だったので、しばしお話させて

いただきました。『立派な狛犬ですなあ、長野ではこんな大きな木彫りの狛犬は見たことがありません。』と感心

され、『雪がないので、車でスムーズに来ることができました。』などと話しておられました。私は、「狛犬を撫でる

と、ご利益があるかもしれませんよ。」と会話を交わしたことを思い出しました。

　きっとこの方は、心願成就の御礼参りに来られたのではないかと思いました。（宮司談）

　心配していた県内感染者の数も、９月中旬から減り始め、警戒レベルもステージ２に下がったことを踏まえ、感染

症対策を行いながら秋季例大祭を斎行致しました。

　９月30日午後５時に御魂迎え式が行われ、10月１日の神輿渡幸祭は、感染症予防の観点から、小型の神輿２基

で渡幸しました。小型神輿のうちの１基は令和３年７月に、砺波市杉木の日吉社から譲り受け、初めて渡御に加わ

りました。曳山行事は感染症対策を徹底しつつ、曳山11本が御神輿に供奉し、２町においては、神様をお招きし、

山蔵にてお神輿をお迎えして弥栄を祈りました。

　２日早朝から築山の準備を行い、国重要無形民俗文化財に指定されて初めての客人人形は、「古新町曳山創建

の景」を飾り付け、同日午後より開催された説明会にも大勢の方が参加されました。例大祭式並びに放生会式、

築山祭及び３日の奉賽祭は、粛 と々祭典が執り行われました。

　感染症という国難にあっても、威儀を正して祭礼を斎行できたのは、祭礼までの幾多に及ぶ会議にて、熟慮を

重ねられてきた曳山・築山保存会のご英断と、また、それを支持する放生津・新湊地域の皆様のご理解・ご協力に

よるものと存じ、改めて御礼申し上げます。

不思議物語

【感染症に対する放生津八幡宮曳山・築山保存会の取り組みについて】
　令和３年の秋季例大祭は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を注視しながら可能な範囲で祭礼を斎行致しま
した。曳山・築山保存会臨時役員会にて、一時の国難により祭礼を中止にすることは容易であるが、代々連綿と
続く歴史・文化を絶やさないことが肝要。感染症に辟易せず、可能な範囲で歴史・文化を守ってゆくべきとの結論に至りました。
　なお、祭礼後の祭礼参加者の感染報告は見られませんでした（詳細は当宮HP内、「新型コロナウイルス感染症対策
に伴う当宮の運営に関するお知らせ」を参照）。
【取り組み】
・曳山協議会、曳山・築山保存会をはじめとする関係者による定期的な打ち合わせ
・富山県庁、富山県警及び射水市等を含む関係機関との調整、事前打ち合わせ
・感染者状況（昨年の感染者数比較、ワクチン接種率、インフルエンザ発症時との比較、富山アラート状況、回復者
数の推移）等諸般の事情の総合的考慮
・曳き子や祭り関係者の健康管理（祭礼前２週間の体温推移）、医療関係者の待機
・三密対策の観点を踏まえたオンライン祭礼中継及び観覧者のマスク着用徹底依頼

【実施基準及び対応】
（曳山行事）
・警戒レベル「３」：曳山巡行の取りやめ
・警戒レベル「２」：放生津八幡宮前にて清祓式後、山町筋ごとに分散し町内のみ巡行。比較的、観覧者が多くなる
　　　　　　　　　提灯山巡行は無し
・警戒レベル「１」以下：感染症対策をとりならが平常に近い形で巡行
（神輿）
・関係者の数を抑える観点から少人数で巡行可能な小神輿２基により北廻り・南廻りの双方に分散して実施。神輿
参加者はマスク着用、携帯用消毒液を持参してもらう。

（例大祭式・築山等の神事）
・警戒レベルに関係なく、歴史・文化を絶やさない観点を踏まえ、神事は必ず斎行。
・規模を縮小しつつも平常時の対応に移行可能な部分は、徹底した感染症対策を取りながら、可能な範囲で例年
どおりの対応をとる。
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�9月30日

�10月2日

御魂迎式
例大祭 豊栄の舞奉納

例大祭 浦安の舞奉納
築山準備

�9月25日 曳山・築山の記念碑建立清祓い式

例大祭 放生会の儀（内川にて）

�9月26日 大祭準備
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12月19日

1月29日

�10月2日
正月臨時巫女認証式

ビッグノーズ、ミニライブ

砺波市杉木日吉社より譲渡の御神輿を点検

例大祭 放生の舞奉納

令和４年

【御礼】提灯の奉納
下記の方より提灯の奉納をいただきました。
・令和２年奉納
　澤武 紀行 様
・令和３年奉納
　室谷 伸介・伸武 様
　銭谷 秀明 様
� 誠に有難うございます。
※企業、団体、個人を問わず提灯の奉納をお待ち
　申し上げます。

〔正月臨時巫女募集について〕
　正月臨時巫女の募集は、毎年11月１日より行っています。
　満18歳未満の方は、保護者の同意が必要です。なお、定員に達し次第締め切ります。

〔提灯奉納の申込〕
　１張：新調27,000円、張替25,000円
　　ご奉納手続きは社務所にてお申し出ください。

砺波市杉木日吉社におかれましては、御神輿の
譲渡につき、この場をお借りして改めて御礼申し
上げます。
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【大絵馬】第１回大絵馬大賞

原画　蔵田仁奈さん（高岡・小6）

　放生津八幡宮では、祭典で演奏する雅楽を練習
するサークル『雅風会』を開設しています。笙や
篳篥、龍笛などの管楽器をやってみたい方は、
事務局までご連絡下さい。詳細は、下記事務局まで
お問い合わせ下さい。

雅風会会員募集

電　話：0766-84-3449
ＦＡＸ：0766-75-1254

【連絡先】放生津八幡宮社務所

放生津八幡宮に関するQ&A
Q  新湊に守護所があったのは本当ですか。（中学生の質問より）

　新湊の地名が、初めて文献に登場するのは、江戸時

代の寛政12年（1800）なので、正確には、新湊ではな

く「放生津」に守護所があったというべきでしょう。放

生津に越中守護所があり、現在の放生津小学校のあた

りが中心でした。守護所は、鎌倉幕府が全国を治める

ために国ごとに置いた役所で、武家政権なので、警察権

と軍事力を備えた県庁のようなものと言えます。守護所

は、越中国の政治を行う重要な役所で、守護職には、

北
ほうじょうともとき

条朝時の子孫・名
な ご え

越氏が世襲しました。名越氏は、

源
みなもとのよりとも

頼朝の政治を助けた執権・北条氏一族で本姓は平

氏です。幕府の重臣でもあったので、実際には名越氏の

家臣が赴任することが多かったようです。代理の守護職

を守護代と言い、家臣の肥
ひ ご

後氏が赴任しました。肥後

氏は、勧
かじゅうじりゅう

修寺流藤原氏の末裔で、大隅国・薩摩国が本

拠地でした。肥後氏も鎌倉に留まることが多くなり、又

守護として信
しなのげんじ

濃源氏の井上氏が派遣されたようです。鎌

倉時代には、初めての武家法・御
ごせいばいしきもく

成敗式目がつくられま

した。御成敗式目の一条及び二条には、武士の務めの

第一として、『神社や寺院を整備し、祭
さいし

祀をしっかり行

う』旨が定められています。

　武士の政治を「まつりごと」と呼ぶようになりますが、

その始まりは、御成敗式目に由来します。守護所は、越

中国内の武士に号令をかける権限を持つ役所なので、

放生津を要塞化する必要がありました。要塞化とは、宗

教、政治、経済、軍事を総合的に整備し、都市機能を強

化することです。

A 　放生津八幡宮の建つ場所は、越中守護所のあった位

置からほぼ北東約800m、つまり鬼門を護る位置に鎮座

しています。八幡宮古文書には、花
はなぞの

園天皇の御代、正

和年間（1312〜1316）に、守護職・名越時有が、社殿を

修復し、神領地を寄進したとの記述があります。また、

時有は、正応元年（1288）に守護所を堅固にし、奈呉

城を築いたといわれます。守護所のほぼ西側の曽
そ ね の ほ

根保

（三日曽根）に真
しんごんりっしゅう

言律宗の禅
ぜんこうじ

興寺が建立されました。

隣接して、禅興寺の子院・長
ちょうとくじ

徳寺（当初は大慈院）が

建立されました。長徳寺の位置は、現在の新湊高校の

あたりと推定されています。守護所の西側は、天
てんじく

竺に

近い神聖な場所と考えられていました。真
しんごんりっしゅう

言律宗は、

大
やまとこくさいだいじちゅうこう

和国西大寺中興の祖・叡
えいそん

尊によって始められた宗派

で、弟子の忍
にんしょう

性によって広められます。

　叡尊の石清水八幡宮での七日七夜に渡る異国退散祈

願は有名です。七日目の晩に九州から早馬が着き、「暴

風雨で蒙古が退散した」との報が届きます。真言律宗

は、非
ひにんきゅうさい

人救済と殺
せっしょうきんだん

生禁断が教えの中心で、禅興寺と長

徳寺は、殺生禁断のため狩猟を禁じる放生地を定めま

した。その放生地が放生津の地名由来とする説が有力

です（新湊市史参照）。

　幕府の執権・北条氏は、この真言律宗に帰
き え

依し保護

しました。名越氏も北条氏の一門であり、禅興寺や長

徳寺の建立に守護所が関与していることが想定されま

す。殺生禁断の放生地を定めたことから、漁師から海運

業に転向する者がいたと考えられます。真言律宗には、
８ページに続く
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【注記】本誌は、八幡宮の様子を知りたいという住民の皆様の要望に応えて発行しています。
　　　　本誌は、責任役員の氏子幣帛料を制作費に充てています。

幕府から津料を免除する特権が与えられていたので、

海運業発展の基礎になったものと推定されます。鎌倉

時代末に、東放生津から300石積みの大船が三
みくにみなと

国湊や

十
とさみなと

三湊などに出入りしていた記録があります。

　一方、江戸時代の放生津町の町
まちどしより

年寄・松
ま つ や ぶ へ い

屋武兵衛

らが、安永３年（1774）に書いた文書によると、八幡宮

は、大
おおとものすくねやかもちきょう

伴宿禰家持卿創建以来、連綿と放生会を行って

きており、放生津の地名由来になったと記しています。

八幡宮の放生会は、祝
のりと

詞の趣旨から、殺生禁断の意味

はなく、放生会という儀礼によって、鳥は空で増え、魚は

海で増えるよう生き物の繁栄と増殖を祈るという意味合

いが込められています。

　真言律宗では、本尊が釈
しゃかにょら い

迦如来であり、八
はちまんだいぼさつ

幡大菩薩

の本地仏と考えられていました。守護所の西側に禅興寺

や長徳寺を建立して、八幡大菩薩の本地仏である釈迦

如来を安置し、宗教面の整備を図ったものと考えます。

八幡宮と禅興寺・長徳寺は、放生会という共通点があっ

たので、もし両寺院が現存していれば、八幡宮との関係

が分かったかもしれません。

　武家政権は、守護所の北方、海岸沿いの港湾都市化

を図り、八幡宮門前を商工業の拠点にします。内川から

放生津潟は兵糧米や物資を運搬する大切な水路として

確保しました。南面する地域は、潟湖の湿地が残り、そ

こへ神楽川などの支流が流れ込み、網の目の水路が形

成されており、天然の堀の役割を果たしました。曽
そね の ほ

根保

（四日曽根）内には諏訪社が勧請されていました。元弘

３年（1333）奈呉城落城の際、放生津の住民は、四日曽

根諏訪の大藪に身を潜めていたと当宮古文書に記載が

あります。葦などの生える湿地があったと考えられます。

隣接して、鎌倉末から南北朝時代に臨済宗の興
こう げ じ

化寺が

建立されていました。（高周波文化ホールのあたり）興

化寺の位置も、守護所の西方です。臨済宗の本尊は一

般に釈迦如来で、兜
と そ つ に じ

率尼寺という尼寺が付属していま

した。

　曽根保は、延応元年（1239）に九条家菩提寺・東福

寺領に繰り入れられ、地頭管理の土地になっていたの

で、東
とうふくじ

福寺に倣
なら

って釈迦を中心に両脇に観音・弥勒菩

薩を配置する様式が想定されます。七福神の布袋は弥

勒菩薩の化身とされ、三日曽根曳山に布袋を祀ることか

ら、信仰が潜在的に継承されたのかもしれません。興化

寺開祖の恭
きょうおううんりょう

翁運良の墓所は、四日曽根地内にあったと

言われ、「来
らいこう じ あ と

光寺跡」がその地と伝わります。恭翁運良

が最初に教えを開いた大光寺は、内川支流と神楽川が

交差した諏訪社の周辺と考えられます。恭翁運良は、和

歌山の興国寺で修業します。その師・地
ちしんかくしん

心覚心は、信濃

国筑摩郡の地頭職の出身であり、信濃国とのつながり

があります。興化寺の建立には、信濃源氏の井上氏の関

与が考えられます。井上氏から、南禅寺開祖・無
む か ん ふ も ん

関普門

が出ており、井上氏は臨済宗に造詣が深かったと考え

られます。無関普門は、宋へ渡る前、東福寺で修業し

ており、帰国後東福寺へ迎えられます。その教えは、

普
ふげんぼさつ

賢菩薩を尊崇する修行と千
せんじゅかんのん

手観音による救済を説き

ます。当時、信濃国の諏訪大社の上社の本地仏が普賢

菩薩で、下社の本地仏が千手観音です。千手観音の持物

には法
ほうりん

輪や法
ほ ら が い

螺貝などがあり、諏訪社の神紋が法輪で

あることや新町曳山の標識が法螺貝であることは、諏訪

大社の本地仏との関連が窺われます。ところで、潟や川

に面して半農半漁の漁師が生活しており、開墾可能な農

地として地頭職の武士が管理していたと推量されます。

諏訪社は、川や潟で漁をする漁師らの守護神として信仰

されました。諏訪社ご由緒には、四日曽根村肝煎・豊本

氏の遠い先祖が、鎌倉時代の建永元年（1206）に、信

濃国諏訪大社の御分霊をいただいて建立したのが始ま

りと伝わります。さらに南側には、馬を飼育する牧
まきば

場が

あったと想定されます。馬は武士にとって必需品です。

守護所を拠点として周辺地域を機能的に結び付け、総

合的に整備し、経済力・軍事力の強化を図る武家政治

の意図が窺えます。

　武家政治は、いくつもの村落を超えて支配地を広げ

ました。いくつもの村々の集まりを郷と呼び、郷全体を

総合的に計画的に開発して治めました。郷内に八幡宮

が既にある場合は修復して整備し、ない場合は新たに

勧
かんじょう

請し、一郷一社の八幡宮と言われました。

　武家は源
みなもとのよりとも

頼朝に倣
なら

い、八幡宮を郷全体の守護神として

祀りました。当八幡宮は、守護所の所在地として、一郷一社

の八幡宮に位置付けられており、明治期に「県社」に

昇格する歴史的要因の一部であると考えられます。


