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　　　10月10日㈯、11日㈰　13：30 ～16：30
　　　　定員10名　  参加費 1,000円（学生 700円）　  予約先 下段「お問い合わせ」参照

●タイムスケジュール

13：30～14 ：00  10日㈯  「京都の剣鉾について」  講　演 福 持  昌 之（京都市文化財保護課）
 11日㈰  「剣鉾いろいろ百話」 講　演 高 島  孝 佳（京都剣鉾研究会）

14：00～14 ：30 「吉田の剣鉾について」 　講　演　吉田剣鉾保存会会員
～質疑応答の後、 15：00頃より吉田神社へご案内いたします。（徒歩にて移動） ➡➡➡

15：30～16 ：30 「大元講社展示スペースにて解説&練習見学」（※雨天中止）
  　講　師　吉田剣鉾保存会会員
お時間の許す限り、お付き合いいただけますようよろしくお願いいたします。   ＊会場にお越しになる際はマスクの着用をお願いいたします。

島内梨佐展
2020年10月3日㈯ ～17日㈯ （月曜日 休廊）   11：00～ 18：00
　　  カルチャーガーデン「吉田の森」　　　　　　

市バス京都駅から「206」
四条河原町から「201」
　　　　　　　（東大路回り）
バス停「近衛通」から東へ 350m、
突き当たり左折 100m

「百万遍」から徒歩 15 分
「熊野神社」からは徒歩 12 分
※（向かいにコインパーキング有ります）

コロナで吉田の祭りも中止になり剣鉾を披露できません。「吉田の森」では、剣鉾
女子であり、画家として剣鉾の点描画を描いている島内梨佐さん（京都造形芸術
大学卒業）の個展を開催します。同時に吉田の「剣鉾差し」が無形民俗文化財に登
録されたので、吉田剣鉾保存会と大元講社の協力のもと写真などを展示し、疫病
退散の源流である剣鉾についての「トークイベント」と「練習見学会」を企画しまし
た。お待ちしています。

カルチャーガーデン「吉田の森」（鈴 木  正 穂）

「とぐるま」　油彩画　530×455mm 「祭礼」　油彩画　530×455mm 「剣鉾」　油彩画　273×220mm

練習風景

●お問い合わせ　カルチャーガーデン「吉田の森」　℡ 075-761-5537　℻ 761-5591　E-mail suzuki@masaho.com

● トークイベント「疫病退散の源流　剣鉾」 ●
協力：吉田剣鉾保存会、大元講社、吉田神社

会場

日時

予約制

京都市左京区吉田中大路町17-1
鈴木文化会館 1F



島内梨沙展 吉⽥の森トークイベント「疫病退散の源流 剣鉾」第１⽇          2020.10.10.（⽇） 

京都の剣鉾について 
京都市⽂化市⺠局 ⽂化芸術都市推進室 ⽂化財保護課 

主任・⽂化財保護技師 福持 昌之 
 
１）剣鉾の調査 

昭和 59〜60 年度 38 社 →『剣鉾の伝統展』1986 
平成 22〜25 年度 52 社 →『京都 剣鉾のまつり調査報告書』2014 
    http://kyoto-bunkaisan.com/report/tyousa_index.html 

 
 
２）剣鉾の歴史 

出⼟遺物…銅剣、銅鉾、銅⼽ 
舞  楽…振鉾 
絵画資料…12 世紀 「年中⾏事絵巻」（京都市⽴芸術⼤学蔵） 

15 世紀 「⽉次祭礼図模本」（東京国⽴博物館蔵） 鉾・船 
      〃   「祭礼草紙」（前⽥育徳会蔵）  剣鉾・太⼑鉾 
    16 世紀 「京洛⾵俗図扇⾯」（出光美術館）  剣鉾 

 
 
３）剣鉾の特徴 

独特の形の鉾先… 南北朝時代から登場した「三鍬形」の兜の影響がみられる。 
⻑い棹を持つ鉾… その点を重視すれば、祇園祭の⼭鉾の源流と⾔えるかもしれない。 

 
 
４）剣鉾の呼称の変遷 

菱 鉾…1241 年  観智院本『名義抄』「鋒 ヒシホコ」 
1273 年  ⽇蓮遺⽂『如説修⾏鈔』「どうをば ひしほこを以てつつき」 

祭リ鉾…1674 年 『⽇次紀事』上下御霊会の項「祭リ鉾（まつりほこ）」 
「有⼆ル膂⼒⼀⼈建⼆テ鉾ヲ於帯ノ間⼀ニ、以⼆テ両⼿⼀ヲ棒⼆-持乄之ヲ⽽⾏ク、是ヲ謂レフ祭レルト鉾ヲ、

則称⼆ス祭リ鉾⼀ト」 
錺 鉾…1702 年 『神道名⽬類緊紗』「祭⽭・錺鉾」 
祭の鉾…1709 年 『花洛細⾒図』粟⽥⼝祭の場⾯「祭の鉾（さいのほこ）」 
祭 ⽭…1757 年 『絵本洛陽祭礼鑑』御霊祭の場⾯ 
御 鉾…1833 年  下御霊神社『神幸図』「葵御鉾」「⿓御鉾」「枝菊御鉾」 
指 鉾…1907 年  出雲路通次郎『下御霊神社誌』 
剣 鉾…1958 年  ⽥中緑紅「鞍⾺の⽕祭」（『緑紅叢書２の６ 秋の奇祭』）「剣鉾」「鉾」 

1971 年  出雲路敬直「剣鉾考」「剣鉾は指鉾、振鉾等の名称でも呼ばれ」 



 
５）剣鉾ではない鉾 

幸（ノ）鉾…1674 年 『⽇次紀事』上下御霊会の項「幸ノ鉾（さいのほこ）」 
「凡ソ建⼆テ鉾ヲ於床ノ上⼀ニ、 以⼆テ棒⼆本⼀ヲ四⼈荷レフ之ヲ者ヲ謂⼆フ幸ノ鉾⼀ト」 

犀 鉾…1755〜1836 年 仁和寺「犀鉾近代御修復年⽉」（犀鉾の箱書） 
祭ノ鉾…1833 年  下御霊神社『神幸図』 
 
差し鉾…指鉾、棹を⽴てて差す 参考…「傘をさす」 
舁き鉾…箱鉾、掻鉾、箱を舁く 参考…「舁⼭」 
曳き鉾…曳く   参考…「曳⼭」 

 
６）京都の剣鉾の概観 

 市内の宗教法⼈の神社 301 社 
 剣鉾の祭りの数 52（＋⽇向⼤神宮） 
  ※神社祭礼の数は 2,201（神社本庁調査） 
 ⽂化財の数 京都市登録無形⺠俗⽂化財 ９件 
       京都市指定⽂化財（⼯芸品）…今宮神社沢瀉鉾吹散 三旈 
 
７）課題と展望 

・京都市登録無形⺠俗⽂化財について 
・京都をつなぐ無形⽂化遺産「京の年中⾏事」について 
・国選択無形⺠俗⽂化財（記録作成の措置を講ずべき無形⺠俗⽂化財）について 

 
 
 
 
 
参考文献 

・福持昌之「剣鉾の剣の意匠に関する⼀考察」（『⺠族藝術』Vol.31 2015 年） 
・『京都市⽂化財ブックス第 29 集 剣鉾のまつり』京都市⽂化市⺠局⽂化財保護課 2015 年 
・福持昌之「祇園祭の⼭鉾と剣鉾」（京都市⽂化市⺠局⽂化財保護課監修『祇園祭創始 1150 年記念  

祇園祭 温故知新―神輿と⼭鉾を⽀える⼈と技』淡交社 2020 年） 
 
 
［参考情報］ 
⽂化庁 令和３年度 伝統⽂化親⼦教室（教室実施型）の募集開始 【11 ⽉ 20 ⽇締切】 

事務局 HP（様式ダウンロード） http://www.oyakokyoshitsu.jp/ 
京都市 HP（提出のご案内） https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000276049.html 

 



　剣鉾のまつりの多くは，神
みこし と ぎ ょ

輿渡御を伴う行列
（神

しんこうれつ

幸列）に供
ぐ ぶ

奉して巡行する。あるいは，現在
は巡行していなくても，かつてそうしていたと
いう例も多い。それぞれの社寺等では，一年を
通じて，各種の祭

さいし

祀が行われているが，神輿渡
御を伴うものは，春もしくは秋に１回行われる
のが通例である。そのため，剣鉾が登場する行
事も，春と秋に集中する。特に，近年は本来に
祭礼日を変更して，日曜日に行うようになって
きたため，５月や10月は週末ごとに各所で剣鉾

春の剣鉾のまつり

のまつりが見られることになっている。
　神輿渡御を伴う祭祀の典型は，神社から神霊
を神輿に遷し，氏子地域を巡りながら御

おたびしょ

旅所へ
と向かう神

しんこうさい

幸祭と，御旅所における祭典（御旅
所祭），神社へと戻る還

かんこうさい

幸祭が一組になってい
る。場合によっては神輿が御旅所で数日滞在す
る祭りもあり，その場合は神幸祭と還幸祭は別
の日程で行なわれることになる。一日で済む場
合は，神幸祭と還幸祭をあわせて神幸祭と称す
ることが多い。

No. 開催日程 祭礼の名称 剣鉾�
の数 神社等の所在地

１ 毎年４月29日 熊野神社の神幸祭 １ 左京区聖護院山王町

２
毎年５月３日

神泉苑の神泉苑祭 ３ 中京区御池通神泉苑町東入門前町

３ 清和天皇社の春季例祭 ３ 右京区嵯峨水尾宮ノ脇町

４ 毎年５月４日 大豊神社の氏神祭 ７ 左京区鹿ケ谷宮ノ前町

５ 毎年５月５日に神幸祭，
５月15日前後の日曜日に還幸祭 紫野今宮神社の今宮祭 ９ 北区紫野今宮町

６

毎年５月５日

八大神社の上一乗寺氏子祭
　市登民「一乗寺八大神社の剣鉾差し」 ３ 左京区一乗寺松原町

７ 鷺森神社の神幸祭 ３ 左京区修学院宮ノ脇町

８ 崇道神社の大祭 ２ 左京区上高野西明寺山

９ 八瀬天満宮社の例祭 ３ 左京区八瀬秋元町

10 地主神社の神幸祭 ２ 東山区清水一丁目

11 藤森神社の藤森祭 １ 伏見区深草鳥居崎町

12

毎年５月第２日曜日

須賀神社の例祭 ３ 左京区聖護院円頓美町

13 新日吉神宮の小五月会 ５ 東山区妙法院前側町

14 山王神社の大祭 １ 東山区清閑寺池田町

15 菅大臣神社の例祭 ２ 下京区仏光寺通新町西入菅大臣町

16 毎年５月13日 市比賣神社のいちひめまつり １ 下京区市姫通下寺町東入る本塩竃町

17

毎年５月第３日曜日

吉田神社の氏子講社大祭 ２ 左京区吉田神楽岡町

18 元祇園梛神社の神幸祭　 ７ 中京区壬生梛ノ宮町

19 京都ゑびす神社の例大祭・神幸祭　 ６ 東山区大和大路通四条下る四丁目小松町

20 毎年５月18日 御霊神社（上御霊神社）の御霊祭 ６ 上京区上霊前通烏丸東入上御霊前町

21 毎年５月第３又は第４日曜日 下御霊神社の下御霊祭還幸祭 ４ 中京区寺町通丸太町下る下御霊前町

22 毎年５月第４日曜日 愛宕神社・野宮神社の嵯峨祭
　市登民「嵯峨祭の剣鉾差し」 ５ 右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町

　京都市内の剣鉾と祭礼



　下記の表で，祭礼の名称については，各社寺，
各地域でもっとも一般的と思われるものを採用
した。また，社寺名と所在地は宗教法人の登録
を基本とした。ただし，市内に多くみられる名
称で，別によく知られた通称があるものについ
ては，通称を使用したものもある。

　剣鉾の数は，巡行だけでなく，飾られるもの
も含めたが，鉾町や鉾仲間で新旧など複数の鉾
を使用する場合についても，１基と数えた。た
だし，地域の事情によって剣鉾が出る数は毎年
変わるのであくまで参考としていただきたい。

秋の剣鉾のまつり
No. 開催日程 祭礼の名称 剣鉾�

の数 神社等の所在地

23 毎年９月第３日曜日 三嶋神社の神幸祭 ２ 東山区渋谷通東大路東入上馬町

24 毎年９月秋分の日 晴明神社の晴明祭 ２ 上京区葭屋町通一条上る晴明町

25 毎年９月第４日曜日 住吉神社の住吉祭 ３ 下京区下松屋町通松原下る三丁目藪之内町

26 毎年９月最終日曜日 瀧尾神社の神幸祭 １ 東山区本町１１丁目

27 毎年10月１日に神幸祭，
10月４日に還幸祭 北野天満宮の瑞饋祭 ２ 上京区馬喰町

28 毎年10月体育の日の前日 平岡八幡宮の秋季例祭
　市登民「平岡八幡宮の剣鉾差し」 ４ 右京区梅ケ畑宮ノ口町

29
毎年10月体育の日

粟田神社の粟田祭 18 東山区粟田口鍛冶町

30 五条天神社の氏子祭 ２ 下京区松原通西洞院西入天神前町

31 毎年10月第２土曜日に神幸祭，
10月第２日曜日に還幸祭 山國神社の山国祭 ３ 右京区京北鳥居町宮ノ元

32

毎年10月第２日曜日

北白川天神宮の秋季大祭 ３ 左京区北白川仕伏町

33 吉田神社末社今宮社の神幸祭 ５ 左京区吉田神楽岡町

34 春日神社の春日祭
　市登民「西院春日神社の剣鉾差し」 ５ 右京区西院春日町

35 毎年10月10日前後の日曜日 長谷八幡宮の秋季大祭 ３ 左京区岩倉長谷町

36 毎年10月12日前後の日曜日 木嶋座天照御魂神社（蚕ノ社）の神幸祭 ４ 右京区太秦森ケ東町

37 毎年10月15日前後の日曜日 大森賀茂神社の秋季大祭 １ 北区大森東町

38 毎年10月16日前後の日曜日 三栖神社の三栖祭
　市登民「三栖の炬火祭」 ５ 伏見区横大路下三栖城ノ前町

39 毎年10月第３土曜日に神幸祭，
10月第３日曜日に還幸祭

熊野神社の秋季例大祭 １ 右京区京北上弓削町宮ノ本

40 八幡宮社の秋の大祭 １ 右京区京北上中町宮ノ谷

41

毎年10月第３日曜日

岡崎神社の氏子大祭 ５ 左京区岡崎東天王町

42 山ノ内山王神社の山王祭 ２ 右京区山ノ内宮脇町

43 住吉大伴神社の秋祭り １ 右京区龍安寺住吉町

44 福王子神社の秋季大祭 ６ 右京区宇多野福王子町

45 花園今宮神社の神幸祭 ３ 右京区花園伊町

46 城南宮の城南祭 ３ 伏見区中島鳥羽離宮町

47 毎年10月22日 由岐神社の例祭
　市登民「鞍馬火祭」 ９ 左京区鞍馬本町

48 毎年10月23日前後の土曜日 石座神社の火祭り
　市登民「石座火祭」 10 左京区岩倉上蔵町

49 毎年10月23日前後の日曜日 幡枝八幡宮社の秋季大祭 ２ 左京区岩倉幡枝町

50 毎年10月24日直前の日曜日 八神社の秋季大祭 ３ 左京区銀閣寺町

51 毎年10月第４日曜日 新宮神社の例大祭 ２ 左京区松ケ崎林山

52 毎年11月３日 天道神社の例大祭 ５ 下京区仏光寺通猪熊西入西田町

市登民「粟田神社の剣鉾行事」

市登民「吉田木瓜大明神の剣鉾差し」
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鞍馬火祭

昭和５８年６月　市登民１８

西院春日神社の剣鉾差し

平成２年４月　市登民４２

三栖の炬火祭

平成８年４月　市登民４４

岩倉火祭

昭和５９年６月　市登民３３

嵯峨祭の剣鉾差し

平成２年４月　市登民４３

粟田神社の剣鉾行事

令和２年３月　市登民５９

一乗寺八大神社の剣鉾差し

平成２年４月　市登民４１

吉田木瓜大明神の剣鉾差し

令和２年３月　市登民６０

平岡八幡宮の剣鉾差し

平成２年４月　市登民４４

剣鉾をともなう京都市登録無形民俗文化財の行事




