
- 1 - 
 

*1流通情報工学科 非常勤講師             

 

広島管絃祭の変遷と意義  

－忘れ去られた広島の記憶－ 

 
 

中道 豪一*１ 
  

Transition and significance of the Hiroshima Kangen festival 

－ memory of Hiroshima who was forgotten － 
 

Goichi NAKAMICHI 
 

 

本稿は住吉神社（広島市中区）で斎行される広島管絃祭について考察を加えたものである。 
広島管絃祭とは、世界遺産嚴島神社の管絃祭（旧暦 6 月 17 日）に先立ち、住吉神社で斎行される例祭（夏

季大祭：旧暦 6 月 14～15 日）の期間中に斎行される神事（かつては旧暦 6 月 14～15 日、現在は 14 日のみ）

である。これは嚴島神社の管絃祭に倣い明治 44 年から始められたもので、内容も嚴島神社と同じく、御祭神

を遷した神輿を船に載せ渡御させることを神事の核としている。そして船渡御の順路変更をはじめとする

様々な変遷や中絶期間が存在したものの、平成 30 年の現在にも継承されている神事である。 
しかしその一方、神事創設当初の様子をはじめとする原子爆弾投下前の実態について、この広島管絃祭を扱

った研究は見当たらない。そうした状況を受け、本稿は創設から昭和初期にかけての広島管絃祭の実態を明

らかにすることを第 1 の目標、そして旧広島市域における広島管絃祭の意義を考察することを第 2 の目標と

し論考を進めた。 
論考の成果としては、以下の3点が挙げられる。1点目は断片的ではあるものの広島管絃祭の実態を指摘し、

変遷の俯瞰図や意義を提示できた点、2 点目が嚴島神社管絃祭を模して生み出された広島管絃祭が、衰退しつ

つあった旧市内における管絃祭関係の祭礼行事だけでなく、住吉神社・広島の町にも大きな活力を与えた事

実を指摘できた点、3 点目が簡素ながら現代広島を分析する視点を示せた点である。稿を進めるにあたっては、

広島管絃祭関係の資料・史料が焼失していることから、『中国新聞』『芸備日々新聞』iを中心に可能な限り資

料を紹介することに努めた。 
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１ 広島管絃祭の現況と考察の視点

 

 平成 30 年の旧暦 6 月 14 日にあたる 7 月 26 日、

広島市中区住吉町に鎮座する住吉神社において広島

管絃祭が斎行された。これは旧暦 6 月 17 日に斎行

される世界遺産嚴島神社の管絃祭と同じように、御

祭神（神輿）を乗せた御座船を水上巡幸させる船渡

御iiを核とした神事である。住吉神社脇の川岸から神

輿を載せた御座船と漕伝馬船が出航し、2時間 30分

～3 時間ほどで住吉神社に戻ってくるスケジュール

が組まれている。だいたい 18 時頃に出航するので、 
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【図１】平成 30 年 広島管絃祭の案内 

 
神社への還御は 20 時半～21 時頃となる。 
神輿を載せた御座船には、神職をはじめ管絃を奏

する伶人が乗り込み、伶人の奏する雅楽が船渡御を

彩る。現在における御座船の順路は、住吉神社脇の

本川を遡り、原爆ドーム横の相生橋の地点で元安川

に入る。そして元安川を下り、万代橋付近で船上祭

を行い、住吉神社に戻る順路をとるが、かつての船

渡御は本川を遡ったのちに元安川を下るのではなく、

本川を下り吉島沖を経由し元安川を遡るか、本川を

そのまま遡り空鞘神社や恵美須神社に御座船を着け、

御旅所で祭祀を行い 1 夜を過ごしていたことが分か

っている。つまり現在は 1 日で終了する神事が、か

つては 2日間に及んでいたわけである。 
この御旅所消失の件は些細な差異に見えるかもし

れないが、広島管絃祭を考える上で重要な問題点の

一つを示している。というのも広島管絃祭の始まっ

た明治 44 年から現在までの姿を俯瞰した際、変遷・

消失した御旅所祭祀は、これもまた消失してしまっ

た船渡御前の神輿渡御と共に、神道祭祀上の重要な

要素であるだけでなく、そこに広島管絃祭の賑わい

も付随していた側面があるからである。 
まず、住吉神社の氏子区域を越えた大規模な陸上

神輿渡御の消失から指摘しよう。一般的に各町村に

鎮座する神社における祭祀は、各氏子区域を単位と

して運営されることが多いが、広島管絃祭における

神輿渡御は住吉神社の氏子区域を越えて運営されて

いた。現在は旧暦 6 月 14 日（平成 30 年は 7 月 26

日）に、神社脇の河岸から神輿を御座船に載せてい

るが、かつてはその前に神輿の陸上渡御が存在して

いたのである。一時は、紙屋町・本通り・新天地の

付近まで練り歩いた後、本川を渡り現在の平和記念

公園の敷地を経由して、住吉神社対岸の浅野別邸（萬

象園）前から神輿を御座船に載せていた。しかし、

現在、こうした氏子区域を越えた陸上渡御を見るこ

とはできないし、そもそも神輿の陸上渡御そのもの

が行われていない。 
そして続いて指摘すべきが、御旅所祭祀の変遷と

消失である。現在、神輿を載せた御座船の航路は、

住吉神社と巡幸路たる河川で完結する形となってい

るが、かつては上流の空鞘神社や恵美須神社で一夜

を過ごし、翌日住吉神社に還御していた。iiiしかしこ

の御旅所の祭祀も消失してしまい、現在その姿を見

ることはできない。上記 2 点を踏まえると、祭礼の

規模や構成が変化することで、一般市民と広島管絃

祭の接点が減り、神事に関する認識や賑わいのレベ

ルが低くなっていることを指摘できる。 
こうした状況を象徴するのが広島 3 大祭という呼

称である。広島地域において、広島管絃祭という神

事が斎行される住吉神社の例祭は「すみよしさん」

と呼ばれ、5 月のとうかさん（圓隆寺稲荷大明神）、

11 月のえべっさん（胡子神社）とならび、旧広島市

域の大規模祭礼として認識されている。しかしなが

ら、とうかさんとえべっさんの人出と比較すると、

誰の目にもすみよしさんの規模が小さいのは明白で

ある。被爆 30 周年記念事業として、昭和 50 年度か

ら 60年度にかけて編まれた『広島新史』の「都市文

化編」においても、二者と比べ紙幅が割かれていな

い状況はそれを物語っていると考えて良い。iv 
しかしこれは元々そういう状況だったのではなく、

かつての「すみよしさん」は他二者と肩を並べて遜

色のない祭礼であった事実を見逃してはならない。

広島市中心部を練り歩く陸上における神輿渡御、船

渡御の先で行われた御旅所祭祀が無くなるというこ

とは、それに関わる人やまつわる記憶も無くなるこ

とを意味する。広島 3 大祭の呼称は、そうした姿を

伴っていた時代の事実と記憶に基づく呼称なのであ

る。 
ではそもそも、どうして広島管絃祭はそうも賑や

かだったのか。結論から言うと旧暦 6 月 17 日に斎

行される世界遺産嚴島神社の管絃祭を祝う状況の中

で生まれ育ち、営まれた神事だからである。現在で

こそ失われた風景だが、原爆投下前の旧暦 6 月 17
日とその前後の期間は、旧広島市域の各所で管絃祭

広島商船高等専門学校紀要　第41号（2019）38



 

【図２】住吉神社における祭典の様子  

『中国新聞』（大正１３年 7 月 17 日） 

に関連する様々な祭礼行事が行われ多くの人で賑わ

っていた。そして、その流れを受ける形として広島

管絃祭が生まれたのである。よって現在の姿や、住

吉神社と、その周辺地域のみに焦点を絞り実態を理

解しようとするなら、その認識は歪んだものになら

ざるを得ない。以下、上記の点を踏まえ、広島管絃

祭の変遷と意義について考察を加えていきたい。 
  

２ 住吉神社の例祭と広島管絃祭 

 

先に述べたように広島管絃祭は住吉神社の例祭期

間中に斎行される神事である。かつては旧暦 6月 14
～15日、現在は旧暦6月14日に斎行されているが、

その日取りが神社のアイデンティティーに関連する

為、住吉神社について言及しておく。 
 

 
社伝によると住吉神社の創建は享保18年（1733）

にまで遡る。御祭神は表筒男命・中筒男命・底筒男

命、いわゆる住吉三神と大国主命・事代主命を勧請

したという。その後、元文 3年（1738）に広島藩船

府一統の守護神として崇敬を受け、社殿と境内が拡

張されたというが、寛政 10 年（1798）に、その神

徳を周知させるような事件が起こる。それが火災で

ある。詳細は不明ながら、燃え広がる火の手が住吉

神社の社地で鎮火したというのである。 
そしてこの火災が住吉神社を現在の社地へ遷座さ

せるきっかけとなり、かつ例祭の日を定める所以と

なった。人々は火災を鎮めた住吉神社の神徳を仰い

だというが、それと同時に火災の煙で社殿が汚され

てしまったことを憚り、寛政11 年（1799）6 月に社

殿を現在の社地に遷し、その日を例祭日にあてたと

いう。この伝承は、広島県神社庁の編纂した『広島

県神社誌』においても踏襲されている。 

なお上記伝承は、文政 2 年(1819)から文政 5 年

（1822）までの間に整理編集された江戸期の広島を

記録した文献『知新集』や、文政 8 年（1825 年）に

完成した広島藩の地誌『芸藩通志』には確認できな

い記述である。『知新集』は空鞘社の抱の社の項にお

いて住吉社の記録を残しており、そこには祭神とし

て底筒男命・中筒男命・表筒男命が祀られているこ

と、水主町（現加古町・住吉町界隈）に鎮座してい

ること、祭日が 6 月 15 日であること、勧請年は詳

しく分からないものの宝暦年中に空鞘社の抱になっ

たこと等が記されているが、社伝が伝える火災の事、

祭日の由来は記されていない。vまた広島市教育委員

会『広島市の文化財 第１集 民俗資料 かき・のり・

民俗信仰』（広島市教育委員会 昭和 56）は、社伝や

『知新集』とは異なった伝承を集録しているので以

下に挙げる。 
 
享保元年（1716）木食正人が弥市ヶ原viと云つて

居たこの地に住吉大神宮を勧請し、朝夕勤行し、

小祠を建立し、木食正人なきあと舒夙光利船手の

守護神として祭る。元文辰年 9 月中頃、植木氏の

一則公比の地に来り、樹木を植え、小社を建てゝ

代々社地を拝領し、毎月神事を白島の世良対馬を

招き執り行いしに初まる。浅野藩になつて水軍の

守護神となる。vii 
 
社伝にない享保元年（1716）の記述をはじめ興味

深い点が多いが、本稿で注目したいのは広島管絃祭

や例祭日であるため、創建経緯等の考察は他日に譲

る。ともあれ、火災を鎮めたことを契機に、遷座し

た旧暦 6 月 15 日を例祭日に定めたとの事情は、他

文献では確認できないものの、『知新集』の記載をあ

わせると、江戸時代に由来するものと考えて問題な

い。 
この 1 日しかなかった例祭日（旧暦 6 月 15 日）

が、旧暦 6 月 14～15 日という 2 日に変遷した時期

は明確ではないが、明治 44 年、例祭における神事と

して広島管絃祭がスタートしたことと関係があると

考えられる。空鞘神社における御旅所祭祀を斎行す

るためには、どうしても 2 日という時間が必要だか

らである。そして現在は、御旅所祭祀が消失した為、

例祭 1 日目にあたる旧暦 6 月 14 日に広島管絃祭が

斎行されている状況になる。 
なお例祭とは、神社における最も重要な祭祀を指

す神道祭祀用語である。神社における祭祀を大祭・

中祭・小祭と区分した際、例祭は大祭に振り分けら
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【図３】「厳島六月祭礼御供船」  

国立国会図書館蔵 

れることから、時には例大祭と呼称されることもあ

る。現在、旧暦 6 月 14～15 日に住吉神社で行われ

る祭典については「すみよしさん」「住吉神社の夏祭

り」といった呼称が一般的となっているが、実態を

正確に表現するなら、住吉神社の例祭と、それに伴

う神事と区分する認識が正しい。よって本稿で取り

扱う広島管絃祭は勿論、夏越大祓神事も、例祭期間

中に斎行される神事という位置づけである。 
ここまで住吉神社の由緒・例祭日の由来・例祭に

おける広島管絃祭の位置に触れてきたが、ここで広

島管絃祭に触れた文献を挙げておく。まず確認した

いのが広島県神社庁教化委員会『広島県の特殊神事

Ⅰ』（広島県神社庁 平成 24）の「広島管絃祭」の項

目である。住吉神社宮司森脇宗彦は以下の様に説明

する。 
 
広島管絃祭は、旧暦六月十四日・十五日に斎行さ

れる夏季大祭において行われる船渡御の神事であ

る。神輿を乗せた御座舟を漕伝馬船にて曳航する。

広島浅野藩の船の守護神として勧請された住吉神

社には、江戸時代宮島の厳島神社の管絃祭（旧暦

六月十七日斎行）に出舩していた御伴
ママ

船が結集し

た。この厳島神社の管絃祭にならって、明治四十

四年に広島管絃祭が始まったviii  
 
 その他に佃雅文「住吉さん」（『祭礼行事 広島県』

おうふう 平成 8）、藤井昭『芸備地方のまつり 稲

作を中心として』（第一法規 平成 7）にも記述があ

る。以下、佃の説明から神事の詳細を説明した箇所

を挙げる。 
 
 漕ぎ伝馬に引かれた御座船は、元安川の明治橋付

近を出発し、約一キロ上流の空鞘神社前まで進み、

平和記念公園の西側で船の方向転換をして南に下

って本川に入り、住吉神社へ帰る。かつて住吉神

社は、空鞘神社の摂社であった関係で「里帰り」

とも呼ばれている。漕ぎ伝馬には、十四人の漕ぎ

手と「おもて」と呼ばれる水先案内、音頭取り、

太鼓打ち、大振りが乗り込む。威勢のいい太鼓と

伊勢音頭に合わせて十四丁の櫂が揃って飛沫をあ

げる。かがり火に照らし出された船上には、へさ

きの大たるの上で、御座船の先導役を務める大振

りの姿がある。 
 
 この佃の説明が掲載された『祭礼行事 広島県』

は平成 8 年の出版だが、実はこの時期は、広島管絃

祭の中絶期間に当たっている。昭和 63 年に昭和天皇

の体調悪化をうけ自粛されて以降、平成 23年にいた

るまで漕ぎ手不足により漕伝馬船を出すことができ

ず、その姿を見ることはできなかったのである。と

はいえ佃の説明は、調査を行った昭和末期において、

空鞘神社での御旅所祭祀はなくなり、ただ方向転換

をするのみにとどまっていたことを示している点に

おいては意義深い。 
 
３ 広島管絃祭の背景と意義 

 
広島管絃祭が始まったのは明治 44 年のことだが、

その誕生を考えるには旧暦 6 月 17 日付近における

広島の町の様子をおさえておく必要がある。それは

何故かというと、広島管絃祭の祭日が、世界遺産嚴

島神社における管絃祭（旧暦 6 月 17 日）を祝うた

めに、広島の町が賑わった期間と重なるからである。

この辺りの事情は拙稿「旧広島市域における嚴島管

絃祭にまつわる祭礼行事について―近代における高

ちょうちん・火振り・御供船の様相と新行事の発生

―」（『広島修大論集』第 59 巻 第 2 号 平成 31）で

明らかにした部分だが、以下に関連する箇所を挙げ

論考を進める。 
 

 
まず旧広島市域において、世界遺産嚴島神社で管

絃祭が斎行される旧暦 6 月 17 日前後の期間は、凄

まじい人の集まる期間だった。正徳元年を濫觴とす

る御供船【図 3】、現在の平和記念公園に存在した誓

願寺境内の嚴島大明神、白島と牛田の間の河原で行

われた火振り、町々を飾った高ちょうちんなど、町

は管絃祭を祝う空気で満ち溢れ、多くの人が旧広島

市域を経由して宮島に渡航した。そして管絃祭の終
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【図４】「六月十六夜廣島本川口の圖」  

『藝州嚴島図絵 上巻』（名著普及会 昭和５０）』 

った後の戻り客によっても広島の町は潤っていたの

である。 
しかし時が江戸後期から明治に移るにつれて、そ

うした光景は変化を見せていく。その顕著な例が、

既に江戸後期から衰退の傾向を見せていた御供船で

ある。そもそも存在した衰退の流れに、明治を迎え

新設された橋が拍車をかける。橋の高さが低い為、

御供船が川を下り宮島に渡航することが物理的に難

しくなってしまったのである。そしてこの状況に追

い打ちをかけたのが山陽鉄道の延線である。管絃祭

にあたり旧広島市域を経由して船で宮島に渡島して

いた人々が、直接宮島口に移動し渡島するルートが

できた為、わざわざ旧広島市域を経由する必要がな

くなってしまったのである。こうした状況を報じた

明治 43年 7月 25日の『中国新聞』の記事を挙げる。 
 
 交通機関の完備せざる以前の当市に在りては、一

昨及昨日に於て嚴島管絃祭とし、云はば近郷近在

は素より他府県よりの老若男女の当市に来りて、

東部は宇品に西部は元安及本川両河より漕ぎ出す

和船は、何れも我れ遅れじと先を争ふ客にて好況

を呈したれば、是れを見物せんとて出掛る市中の

人々も又東西両河に群集せるを例年なりしが、汽

船往復の便あると共に、山鉄の交通開けて以来当

市に足を停むるものは、年一年その数を減じ来り

たれば、随つて当市の旅店、料亭、飲食店その他

一般の商家も共に打撃を蒙りたること少からず。

別て茲三四年以来は此の影響殊に著しきを覚え、

管絃祭当日と雖、商家は差したる物品の売捌きを

認めずして、時には殆んど平日と異なる処なきに

至りたるの観ありき 
 
この明治 43 年という年は、ほかにも踏まえねばな

らぬ事象がある。5 月 15 日から 12 日間にわたり行

われた浅野長政公 300年祭である。というのも、こ

の祭礼に出た 2 隻の御供船を最後に、本川で御供船

を見られなくなったとの記述が出てくるからである。

ただし、京橋川では昭和初期頃まで見られたとの証

言があるうえに、事実として大正期に御供船が出て

いることからも、御供船全体を考えるにあたっては

注意の必要な点であるが、ここで指摘したいのは、

それほどまでに、衰退の度合いが強まったというこ

とである。『藝州嚴島図絵』に載る川面を埋める御供

船の姿【図 4】と比較すると、すさまじい衰退振り

といえよう。 
 

このように、かつて広島城下を賑わした御供船の

衰退を目の当たりにすると、旧暦 6 月 17 日、すな

わち世界遺産嚴島神社に関連する祭礼や賑わいも消

失したかのように思えるが、明治 44 年、かつての賑

わいを取り戻すかのような祭礼行事が誕生する。そ

れが広島管絃祭と玉取（以降玉取祭と呼称）である。
ix橋本町嚴島神社前の明神浜で開始された第 1 回の

玉取祭は盛況を博し、以後、住吉神社や空鞘神社沖、

さらには御幸橋そばでも行われ、旧暦 6 月 17 日関

連の新たな風景となっていくわけだが、これと時を

同じくして誕生した神事が広島管絃祭なのである。

かつて西村晃は「厳島神社管弦祭御供船をめぐって-
広島県城下町祭礼断章-」(広島県立文書館編『広島県

立文書館紀要』9 平成 19)において、江戸期、御供

船に向けられていた町人の活力が、別の祭礼に向か

う姿を指摘した。その町人の活力という観点からす

ると、広島管絃祭の場合は、旧暦 6 月 17 日におけ

る祭礼行事というカテゴリーにおいて、活力の向か

う先として新たに創出された事例と表現できるので

はなかろうか。 
 
４ 第１回広島管絃祭の様子 

 
 明治 44 年 7 月 10 日午後 5 時、第 1 回広島管絃祭

が斎行された。昭和 20 年 8 月の原子爆弾被害によ

り、住吉神社に当時の史料が残っていない為、地元

紙『中国新聞』『芸備日日新聞』から、その姿を確認

していきたい。広島管絃祭の斎行された翌日、明治

44 年 7 月 11 日の『中国新聞』は、この日の様子を

以下の様に示している。 
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【図５】「住吉神社付近の光景」  

『芸備日日新聞』（明治 44 年 7 月 10 日） 

住吉神社は本市一体の祭典となりたるよりすべて

の準備も例年と異なり御供船を出すこととして、

新らしき船を装ひ、三巴紋入りの幔幕と高張提灯

渡幕等を美事に飾付けたるが、船は昨日午後五時

神官囃子方数十名乗込みて、同所より吉島沖を迂

回して、東流元安川筋に出て、同九時空鞘神社に

渡御の上、本日午後五時本川筋より帰着の順序に

て用意万端行届き、尚水主町上組は松に旗短冊を

軒端に吊し、同町中組は造花を家毎に四箇所に大

国旗と巴紋の幟、同下組は十二神祇を演じ、娘連

には住吉踊りのシヤギリを為さしむるなど中々に

景気を添へ（以下略） 
 
 広島市初の管絃祭で船渡御を行うことから、船の

飾り付けに力を注いでいる様子、そしてそれを祝賀

するため、住吉神社の鎮座する水主町では、旗短冊

や造花・大国旗・幟が飾り付けられ、十二神祇や住

吉踊りの催されている様子が伝わってくるわけだが、

広島管絃祭を俯瞰する目的をもち、記事に触れるな

らば、神輿の巡幸（船渡御）ルートが現在と大きく

異なっていることに注意を払わねばならない。 
 

 
明治 44 年当時のルートは、現在のように住吉神社

脇の本川を遡るのではなく、本川を下り吉島沖を迂

回し、元安川を遡り空鞘神社に向かうルートをとっ

ている。なお吉島沖を迂回するルートがなくなり、

直接空鞘神社に向かうようになるのは大正期のこと

である。また記載がない為、確かな事は分からない

が、後に見られる大規模な陸上神輿渡御もこの時点

では見ることのできない点も押さえておきたい。 
 またこの記事の別の箇所には、広島管絃祭の意義

を考える上で、見逃し難いポイントが認められる。

それが住吉神社から離れた地点における町の様子で

ある。 
 
其の他同神社附近河中に同じく住吉踊りの噴水仕

掛けを為し、住吉橋、元安橋、本川橋、京橋、猿

猴橋には天童、天使、美神、駒頭の河中噴水と電

灯会社、瓦斯会社の寄贈に係る多くの燈火は橋上

を照して華麗目も眩せん計り。本町は男女各連中

の囃子船、天神町も揃ひの提灯を川辺に出し、西

地方町芸妓連約六十余名の囃し船、中島新町の御

供船抔其の外、革屋町、播磨屋町、平田屋町、中

島本町等も家毎の提灯を出して景気を添へ居り。

京橋にては十三日球取の催しあり、本市東西両部

の各町にて寄附せしことなれば昨日より四日間は

一時的なれど本市近来になき賑ひを呈すべく、又

嚴島管絃祭に就ては各町とも然るべき余興ものを

出さんとて、寄々協議を凝し郡村の遠近より来れ

るものをも、嚴島の祭典前後当市に引附けんとの

計画にて人々の心も何となく浮立ち居れり 
 
住吉橋・元安橋・本川橋といった橋、そして天神

町・西地方町・中島新町といった町は、広島管絃祭

の舞台となる河川沿いに位置するので、祭礼を盛り

上げようとするのは当然といえるが、問題は京橋や

猿猴橋といった、広島管絃祭とは関係のない河川に

架かる橋も賑わいの場所として挙げられている点で

ある。これは前項でも指摘したように広島管絃祭の

祭日である旧暦 6 月 14～15 日が、世界遺産嚴島神

社管絃祭（旧暦 6 月 17 日）に向けて、町の賑わう

時期と重なることに起因している。京橋は橋本町嚴

島神社が鎮座する明神浜のそばに架かる橋で、かつ

ては御供船で賑わった場所であるし、同年、第 1 回

の玉取祭が行われたのも明神浜である。つまり、こ

の期間の賑わいを押さえるには外せない場所の一つ

なのである。よって広島管絃祭の賑わいを確認する

際、それが世界遺産嚴島神社の管絃祭にまつわる賑

わいの重なった複合的なものであることは、実態と

意義を伺う上で見逃せないことを重ねて指摘してお

きたい。 
続いて住吉神社に近い町々の賑わいを見てみよう。

明治 44 年 7 月 10 日の『芸備日日新聞』の記事を以

下に挙げる。 
 
市内中島新町にては若衆達は囃船一艘を出し尚新

大橋の下流に御供船を出し川中を賑すよし▲市内

天神町にては元安川筋の掛出しに揃ひの提灯を釣

り下ぐる筈▲市内中島本町にては慈仙寺鼻の両側
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に住吉、嚴島両神社の定紋入りの提灯を掲げ尚若

衆達は囃船一艘を出すよし▲市内西地方町西券番

にては駒井の生洲船一艘を借受け之に約五十名の

藝妓を乗せて本川筋と元安川筋とを囃させん筈な

り▲市内塚本町にては若衆連と婦人連とにて囃子

船一艘を出すよし▲市内寺町にては若衆連が囃子

船を一艘出すよし 
 
記事にある中島本町や天神町とは現在の平和記念

公園の位置に存在した町で、西地方町や塚本町とと

もに住吉神社脇を流れる本川の上流に位置する町々

である。そしてこの記事には広島瓦斯株式会社が、

県会議事堂附近から住吉神社までの十ケ所にアーク

燈を寄付したこと、塚本町の中尾雄次郎が住吉神社

に釣金燈籠を寄附したこと等が記されており、市民

のなみなみならぬ熱意を読み取ることができよう。 
なおこの明治 44 年の広島管絃祭においては、中国

新聞の記者が祭礼に招待され、その体験記が残され

ていることから、巡幸の状況を詳しく知ることが出

来る。まず体験記にある船の編成を以下に挙げる。 
 
 江波漕傳馬（十六人櫂）、管絃船、御用船三隻 
（い）囃船 塚本町 （ろ）中島本町 （は）藝妓 

（に）寺町  （ほ）一福亭 （へ）中島新町  
（と）天神町 （ち）横町  （り）西地方町  
（ぬ）鷹匠町 （る）西九軒町（を）水主町中組 
（わ）萬春 
 
 現在の広島管絃祭では考えられない規模の船団が

組まれているわけだが、体験記を記した記者による

と、第 1 回広島管絃祭には運営上の問題点があった

ようである。それはまとまりをもって巡幸すべき船

団が、バラバラになってしまった事実を指す。記者

は御用船の１隻に乗船したようだが、漕伝馬・管絃

船と御座船の一団と、その後ろに続く囃船の船団が、

大きく離れてしまい、まるでまとまりがなかったよ

うである。 
 
 其内江波の漕伝馬は遣つて来た、先づ第一番に社

前の大篝火を三巡し夫から管絃船を引くべく其傍

に行つた、間もなく優雅なる神楽と共に管絃船は

引出された、ギュッギュッと響く櫂の音の勇しさ、

児童に扮した若者は采を打振り打振りトントント

ン、トトントトンと太鼓の音に和して躍つて居る。

舞や譜は単調であるけれども古雅で浮世の外に脱

した様な心持がする▲斯て管絃船は両岸及び橋上

に雲集する幾多敬神家の拍手拝送の理に流を下つ

て吉島沖に進んだ、其速きこと恰も矢の如しであ

る、社前に在つた三隻の御用船や水主町中組、萬

春園其他の囃船はオヤオヤと思ふまもなく、ドン

ドンと行つて仕舞ふ、是れでは折角船順番を拵へ

たのも何の事だか判らぬこととなる、我々の船は

全速力を出し追駆けた爲め他の船よりは先登にあ

つたが、丁度監獄附近に行つた頃、既に管絃船は

江波沖に着いて篝火を三巡し、更に舳を廻らして

元安川に入るべく吉島沖に進んで居る、最早こう

なつては美観も壮観もない、進めば進むほど各船

とも隔たるのみで、恰も個々に船遊びに行つたや

うなものだ、従つて吾々に御供船に乗つて呉れと

案内した意味が讀めぬ、 
 
 設置された篝火の様子、巡幸を取り巻く太鼓や舞

の様子、水面を進む管絃船を拝む人々の様子を伝え

る一方、管絃祭としてのまとまりが欠けていること

を厳しく指摘していることがわかる。広島管絃祭は

本川を下り、吉島沖を経由し、元安川を遡るコース

をとるわけだが、記者を乗せた御用船が元安川の河

口にさしかかる頃には、すでに管絃船の姿を見るこ

とはできなかったという。そして河川 7 カ所に設置

された篝火を 3巡し、空鞘神社に着いたのは午後 10
時であったことも記されている。 
この状況については『芸備日日新聞』も 7 月 12

日付の紙面において『中国新聞』と同じ筆致で状況

を報じており、その他にも祭典が長引いたこと、そ

の為に広島管絃祭の開始時刻がずれ込み、来賓の案

内がうまくいかなかったこと、運営する委員の対応

がおかしかったこと、船の操船に難があったこと等、

課題を呈している。 
こうした状況の第 1 回の広島管絃祭だが、第 2 回

が行われた大正 2 年の『芸備日日新聞』は、第 1 回

の様子を以下のように報じた。 
 
市内水主町に鎮座ある住吉神社は旧藩時代には藩

主の御船神として崇敬浅からざりしも、維新後は

単に旧暦六月十五日を以て祭典を行ふに止りしが、

一昨年信徒及び有志者等相謀り、毎年六月中の望

月に際し祭典を行ふと共に、管絃祭を催ほす事と

し、取敢へず同年の住吉祭に未曽有の祭典を挙げ

しかば、元安、本川の両岸は人を以て埋めらるゝ

有様なりき 
 
 先に社伝から、旧暦 6 月 15 日に祭日（例祭日）
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【図７】「御座船」  

『中国新聞』（大正 13 年 7 月 16 日） 

【図６】「広島管絃祭」  

『中国新聞』（大正 14 年 8 月 5 日） 

の定まった経緯を確認したが、江戸時代における例

祭の規模や詳細な様子は明確ではなく、それは明治

維新以降も同様である。しかし上掲の『中国新聞』

『芸備日日新聞』を確認する限り、明治 44年までの

住吉神社において、これほどの規模の賑わいがあっ

たとは考えられない。よって旧暦 6 月 15 日に住吉

神社が多くの人で賑わうようになったのは、広島管

絃祭を画期とする可能性が高いといえよう。よって

広島 3 大祭という呼称も、そうした認識に基づくと

考えられる。 
 ともあれ第 1 回広島管絃祭は、運営上の課題こそ

あれ、元安川と本川の両岸が人であふれるほどの盛

況を博した。これは江戸時代以降、広島の町を賑わ

してきた御供船の華やかなりし頃を彷彿とさせるも

のであり、世界遺産嚴島神社管絃祭へ参列する為に

広島を訪れる人々が減少していた広島の町にとって

は、大きな刺激になったといって過言ではない。 
なお広島管絃祭を企画した人物や組織については、

『広島市の文化財』に中島本町有志阿部倉次郎、森

某氏xの名前が記載されているが、明治 44 年 7 月 10
日の『芸備日日新聞』には空鞘神社と住吉神社の発

起人等の氏名が記されていると共に、中島本町慈仙

鼻の商介株式会社内に設置されていた住吉神社管絃

祭事務局の存在が記されている。 
 
５ 大正～昭和初期の広島管絃祭 

 
 明治 44 年に始まり、盛況を博した広島管絃祭だっ

たが、翌明治 45 年に斎行されることはなかった。な

ぜならば明治天皇が崩御された為である。これを大

正 2 年 7 月 20 日の『芸備日日新聞』は以下のよう

に報じている。 
 
昨年は一層規模を大にし市内有志者等は管絃祭協

賛会なるものを組織して盛況を添へんとせし矢先、

先帝陛下御危篤の報伝はりしかば恐懼して之を中

止し夫より早くも一年の歳月を閲したるが信徒等

は一昨年今後永生管絃祭を行ふ可き旨を神霊に譬

へることとて過般来二回の相談会を開き経費約一

千六百余円の見込にて本年は一ヶ月を繰延べ諒闇

明けを待ちて来月十六、十七日の両日管絃祭を挙

行する事に確定したり。 
 
こうして明治天皇崩御から 1 年を空けた大正 2 年

に第 2 回広島管絃祭が斎行される。ちなみに、この

大正期、広島管絃祭は様々な展開を見せ、いわゆる

広島 3 大祭の名に相応しい姿へと成長を遂げていく。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
まず神輿を御座船に載せる場所が、住吉神社の対

岸にある三原浅野家別邸、すなわち萬象園前に設定

されるようになる。この萬象園前から神輿が載る例

は、この後も長く踏襲されていくが、第 1 回広島管

絃祭の斎行された明治 44 年については、そうした記

述を確認できない。詳細は不明であり明言はできな

いが、現時点において萬象園前からの乗船を文献で

確認できるのは大正 4年である。xi 
 

  
また、様々な催しが企画され賑わいの姿が定着し

ていくことも重要な点である。川に浮かんだ囃船に
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【図８】「神輿渡御」  

『芸備日日新聞』（大正６年８月３日） 

よる舞合戦や、神楽・住吉踊り・玉取祭などが催さ

れ、花火や飛行船までもが登場する。そして、それ

らが広島の夏を彩る存在として定着していくのであ

る。 
 

 
 これらに加え、現代では全くと言ってよいほど忘

れ去られてしまった姿が、神輿の大規模な陸上渡御

【図 12】である。大正 4年以降、即ち、萬象園前か

ら神輿を御座船に載せるようになった以降の時期、

当然のことながら神輿を住吉神社から移動させなけ

ればならないので、短距離における神輿渡御は存在

していた。【図 8】しかし昭和に入ってから、そうし

た船渡御まで必要最低限な神輿渡御ではなく、住吉

神社の氏子区域を越えた大規模な神輿渡御が執り行

われるようになるのである。先述した通り、町村に

鎮座する神社の祭祀・祭礼においては、その神社と

神社の氏子が管理・運営する形態が一般的であるし、

祭祀・祭礼を行う範囲も氏子区域を越えないことが

殆どである。しかし広島管絃祭における神輿渡御は、

住吉神社の氏子区域を越え、大手町九丁目を経て大

手筋を北上、本通りを経由し新天地西入口にまで至

っている。そして本通りを西に引きかえし、現在の

平和記念公園の地、中島本町から天神町筋へ移動・

南下し、萬象園に巡幸しているのである。この時期

の広島管絃祭を表現するならば、言葉が軽いものに

なるかもしれないが、船渡御と陸上渡御を核とした、

水と陸のパレードを伴った神事であったといえよう。 
 
６ 大正～昭和初期広島管絃祭の詳細 

 

 以下、前項で示した 3 つのポイントを詳しく見て

いきたい。まずその前に広島管絃祭の全体的状況を

確認しておく。 
第 2 回広島管絃祭の斎行された大正 2 年の『中国

新聞』は、第 1 回を未曽有の祭典と評し、元安川と

本川の両岸は人で埋まったことを驚きと共に報じた

が、こうした状況は回を重ねても衰えることはなく、

むしろ盛り上がりの度を増していく。大正 4 年 7 月

26 日の『中国新聞』は、昨日行われた広島管絃祭を

以下のように報じた。 
 
廣島夏祭の随一と復活されし所謂新管絃祭、即ち

水主町住吉神社の夏祭は嚴島管絃祭に連絡して、

昨夜、其の渡御式あり。附近各町村より厳島詣り

を兼ねての出広は近年頓と振はねども、可成りの

人出を見たれば、住吉社頭は夕景より市中の人出

を合せて、河岸は元より住吉橋まで桃を積みしが

如く、露店の町に常には静寂なる同社頭も一大熱

閙の巷を顕出し、歩まざれども自然に境内に流れ

入る計りの有様寧ろ凄い計り 
 
未だに世界遺産嚴島神社管絃祭の客足が振るわな

いことにも触れているが、神社と市中ともに多くの

人で賑わっている様子が窺える。 
なお上掲の記事が書かれたのと同じ大正 4 年にお

ける広島管絃祭の変化が、1 つ目のポイント、神輿

を御座船に乗せる場所の変更である。大正 4年まで、

神輿を御座船に乗せていた場所に関する明確な記述

はないものの、広島管絃祭のタイムスケジュールを

確認する限り住吉神社の脇で乗船していたと思われ

る。しかし大正 4 年より、住吉神社の対岸にある浅

野家別邸前（萬象園前）から乗船するとの記述が登

場する。すなわち神社から対岸までという短い区間

ではあるが、神輿を陸上渡御させるようになったの

である。 
大正 4 年の記事は「神霊は夕刻祓式の後奉遷の儀

式ありて神輿に移され、屈強の男に担がれて水主町

を廻り浅野男爵邸前明治橋下の雁木に出づれば此処

に管絃船及び御座船は花の如く飾りて待ち受けられ、

之れに移さるゝや」（『中国新聞』大正 4 年 7 月 26
日）という短いものだが、翌大正 5 年 7 月 16 日の

『中国新聞』は発輦式の後、神輿を御座船に移すま

での様子を以下のように記す。 
 

神社では形の如く御發輦式を行ひ午後六時三十分、

猿太彦、榊、神馬、神輿の順で同社社掌内田俊雄、
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【図９】「囃船」  

『芸備日日新聞』（大正 4 年 7 月 29 日） 

 

空鞘神社社掌内田亀千代以下の神官氏子総代等奉

持して順路を明治橋下流なる浅野男邸前に出で用

意の管絃船に移し（以下略） 
 
これ以降、広島管絃祭の御座船は浅野家別邸前（萬

象園前）から出船するという認識が形成されていく

わけだが、陸上渡御の誕生は、大正初期の展開事例

としてのみならず、3 点目に挙げる大規模な陸上渡

御誕生の前段階の現象としても押さえておくべき点

でもある。 
続いて第 2 のポイントである、広島管絃祭を祝賀

する催しや賑わいの定着を指摘するにあたり、河川

における賑わいを取り上げたい。 
現在の広島市においては河川の利用規制が行われ

ているため、イメージがわきにくいかもしれないが、

かつての広島において河川という存在は、現在と比

較にならぬほど生活に密着していた。よって祭礼、

それも河川に関する祭礼にあたり、河川に船を浮か

べ賑わいを添える行為は必然ともいえるわけで、そ

れを象徴する存在の一つが囃船である。【図 9】そも

そも囃船は御供船が出る際に姿を見せていたが、御

供船の衰退と共に姿を消した。しかし、広島管絃祭

の誕生で賑わいを取り戻した広島の町において、再

び活躍の場が訪れるのである。 
  

 
二十七日十六夜の月東山の上に現はれ皎々とし

て下界を照らす頃、下流川組の囃し船は櫻と牡丹

の造花を以て眼覚むる計り飾り立て、屋形の周圍

に紋所の提灯を吊し高張提灯をも押立てゝ、神社

前より折柄滿ち來る潮先きを南に向けて漕ぎ出

せしが、此より先きクラブ囃し船は、電車鉄橋下

に緊ひ、二隻の大和船に例の如く装飾を凝し、一

隻は作田連の舞囃し一隻は音樂隊を乗込ませ、又

前記下流川組は十餘名の囃し方揃ひの浴衣にて

吉岡連の舞子を入れたるより茲許クラブたる作

田連に對し、川渡を挟んで舞合戦の姿となり、先

づ下流川より攻勢を取つて進めばクラブ組何條

黙してあるべき樂隊船を右翼にブカブカドンド

ン囃し立て、作田連の囃しを左翼にし、花と装へ

る少女は巧みに舳に立舞ひつゝ鐡橋を潜りて乗

り出し左右より挟撃にかゝる。斯くて両船互に遣

り過して負けず劣らず囃し廻れば、何時しか月は

天心に上り柳橋及京橋臺屋町角附近に夥しき人

山を築きて雑沓し（以下略） 
 
これは、市内橋本町に鎮座する嚴島神社前の明神

浜の光景を報じたものだが、囃船が単に音楽を演奏

し舞を披露するだけでなく、他の囃船と勝負するよ

うな形となり、それを周囲の人が観覧する姿を確認

できる。かつては嚴島神社のある宮島に渡航する御

供船が広島の河川を賑わしていたわけだが、その御

供船が衰退した広島において、河川の賑わいを取り

戻した契機の一つが広島管絃祭にあったといっても

過言ではあるまい。そしてこうした河川の賑わいは、

橋本町嚴島神社の前を流れる京橋川だけでのことで

はない。住吉神社前を流れる本川においても同じこ

とが言える。大正 5 年 7 月 16 日の『芸備日日新聞』

を以下に挙げる。 
 
斯くて途中の篝船を一周して九時二十分空鞘神社

前の河岸に着御、神輿その他を同神社に移し例の

如く御着輦式を行はれ管絃船のみは本川を住吉神

社に漕ぎ返した當夜、元安橋及び相生橋から空鞘

神社に到る両岸は一入雑沓を極め、羽田別荘のモ

ーター短艇を初め紅提灯を吊した拝観の小船が其

處等中に浮びテクラビール囃船も賑かに囃し立て

頗る盛観を極めた 
 
この記事を見ると、囃船だけでなく、広島管絃祭

を祝した市民が市内の河川にボートを浮かべている

光景を確認できる。かつての広島では海開きならぬ

川開きが行われ、住吉神社の脇にも水泳の練習場が

設けられていた。しかしそうした「河川で泳ぐ」「河

川に親しむ」といった行為は今や実施し難きものと

なり、かつての賑わいを想起し辛い一因となってい

る。 
ちなみに河川を賑わす存在として船に加え飛行船
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【図１０】「クラブの飛行機と囃船」  

『中国新聞』（大正 4 年 7 月 28 日） 

【図１１】「神輿の渡御と本社前の田楽踊り」  

『中国新聞』（昭和 9 年７月２６日） 

も登場していることに注目したい。先ほど、囃合戦

の引用をした際にクラブという団体名があったが、

これは化粧品店の名称であり、広島管絃祭の期間に

合わせて囃船と飛行船を出している。【図 10】飛行

船と言っても、写真を見る限りアドバルーンと呼称

することが適当であろうが、祭礼期間中の賑わいを

考察する素材として挙げておく。 
 

 
ここからは神社近辺の賑わいに視点を移し稿を進

めていくが、ここで挙げねばならぬのが玉取祭であ

る。第 1 回広島管絃祭と時を同じくした明治 44 年、

橋本町嚴島神社前の明神浜で、広島市初の玉取祭が

行われた。その後、玉取祭は主催者や場所を変え開

催され、この期間の風物詩的存在へと成長していく

わけだが、大正 5 年 7 月 16 日の『芸備日日新聞』

によると、住吉神社でも 15 日の午前 10 時から行わ

れたことが報じられている。 
ちなみに大正 5 年は、豪雨の為に本来の広島管絃

祭祭日である旧暦 6月 14～15 日にあたる 7月 13～
14 日に神事を斎行できなかった年である。1日延期

した 14 日に神事を斎行できたが、その関連の描写と

して 15 日に執り行われた玉取祭についても紙幅が

割かれている。7 月 15 日の『芸備日日新聞』は「同

神社前にて玉取祭を執行したるが飛込みには聊か寒

氣を感する程なりしも商品に米三俵あり。その他の

副商品も多数ある事とて集り來れる若者頗る多く川

中非常の壮観を呈したり」という状況と共に、当日

15 日には空鞘神社でも玉取祭が行われることを報

じている。xii玉取祭については拙稿「旧広島市域に

おける嚴島管絃祭にまつわる祭礼行事について―近

代における高ちょうちん・火振り・御供船の様相と

新行事の発生―」（『広島修大論集』第 59 巻 第 2 号 
平成 31）で触れた為、本稿で詳しく紹介することは

避けるが、これも広島管絃祭同様、凄まじい人出を

記録する行事である。なおこの大正 5 年は、住吉神

社・空鞘神社・橋本町嚴島神社それぞれの前で玉取

祭が行われた年であった。 
 

 

ここまで町の様子、神社近辺の様子と順番に進

めてきたので、続いて住吉神社の境内に視点を移し

たい。境内では神楽団を招き十二神祇などが舞われ

るほかニワカや住吉踊りが披露され、祝賀の花火が

打ち上げられるなど、極めて多くの人が集まり、そ

れに伴い多数の警察官も動員されていた。【図 11】
そしてこうした境内の賑わいが、町の賑わいと強く

連動する事例の一つが 3 つ目のポイント、神輿の大

規模な陸上渡御【図 12】である。 
 

 
大正 4 年に神輿の乗船場所を浅野家別邸前（萬象

【図１２】 神輿渡御  

『中国新聞』（昭和 7 年 7 月 18 日） 
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園前）に変更したことから、陸上渡御が必然的に発

生したことは先述の通りだが、ここでいう大規模な

陸上渡御とは住吉神社の氏子区域を越えたものを指

す。その嚆矢は明らかではないが、昭和 7年 7 月 18
日の『中国新聞』は、その様子を以下のように報じ

ている。 
 
水都夏祭の豪華版廣島管絃祭住吉神社の祭典は十

七日午前十時から古式にのつとり挙行、同十一時

から中島青年團南分團員二十名が神輿を奉仕し御

社を御發輿、水主町から大手町九丁目へ出て、大

手筋を北上し、本通りに出たのち本通りを東へ新

天地西入口まで進み、さらに本通りを西に引きか

へし、中島本町から天神町筋を南下し、吉島町浅

野男爵邸前から御乗船、元安川を遡流し御旅所空

鞘神社へ御發船した、所轄西署では非番員を招集、

御道筋の警戒を行つた 
 
当時における氏子区域の実状については分かりか

ねる部分もあるが、明らかに白神社（広島市中区）

の氏子区域を縦断する順路となっている。これは平

成 30年現在の姿からは考えられない規模であり、か

つ広島の町の記憶としても伝えられていない事柄で

ある。広島市の中心街と繁華街を練り歩く陸上渡御

の様子を昭和 8～9 年の『中国新聞』から拾い上げて

みたい。 
 
大太鼓の音をとゞろかせ、暑熱にむせかへる街々

を練り歩いた廣島管絃祭の大行列の一行は管絃船

御乗船に間に合はぬとあつて猿楽町十字路で御神

輿は一行とわかれ、もみあひへしあふ神輿舁ぎの

祭衣裳姿あでやかな若衆にもまれ、黄金と朱と黒

で色どられた古色ゆたかな華麗な神輿を残陽のう

ちにゆるがせて若衆のかけ聲勇ましく一路大手町

筋を南へ吉島町の御乗船場へ ―― さらに江田

島の大名行列一行は豫定のコースを辿つて午後四

時四十分本社前へ到着、まづ特技の『奴おどり』

を四つの大太鼓と笛の奏楽でをどりさらに『猿田

彦命の踊り』から古式そのままの『獅子舞』を行

ひ高層建築家屋街の近代色をふきとがし午後五時

三十分、大太鼓組のみ太鼓の音高らかに本通り筋

を御乗船場へ一路 ――（昭和 8 年 8 月 6日） 
 
水都廣島の夏を飾る住吉祭は二十五、六両日華や

かにも荘厳に執行された――二十五日午前九時

『ドンードンー』と祭太皷の響きとともに、夏祭

りの豪華廣島管絃祭は、古代繪巻のごとく展かれ

て行く、この日の特別呼物として、わざわざ山縣

郡から招かれた壬生町川東の田楽團員約五十名は、

堂々揃ひの衣裳で乗込み、午後二時から賑やかに

参拝（音頭）と早乙女との歌調子も、田園味豊に

曇りがちな廣島の町を朗らかな田園調に染めなが

ら、住吉神社から市中を練り廻り本社前で群衆の

拍手を受けつつ得意の一くさりを見せて帰社した、

灯ともしの午後七時から、いよいよ華麗の極致神

輿渡御の管絃祭は行はれた（昭和 9年 7月 26日） 
 
なお、この大規模な陸上渡御だが、これ以降の詳

細は不明である。例えば昭和 10 年 7 月 15日の『中

国新聞』は広島管絃祭の様子を報じるものの、大規

模な陸上渡御については、よくわからない記述とな

っている。とはいえこれ以降の時期については、戦

争激化の時期を迎えたことから規模を縮小する方向

に向かったと予想される。 
 

７ おわりに 
 
本稿は先行研究のない広島管絃祭について、全体

像を俯瞰できるよう配慮しながら稿を進めてきた。

とはいえ、昭和 20 年の原子爆弾により関連史料・資

料が焼失してしまったことから、地元紙『中国新聞』

『芸備日日新聞』で報じられた内容を中心に、広島

管絃祭の実状を紡いでいく手法を取らざるを得なか

った。そこに記述の正確性を始めとする諸問題が含

まれていることは言うまでもないが、限定された史

料・資料状況の中におけるアプローチとしては妥当

なものと考える。 
そうした状況から、広島管絃祭の姿を求めてきた

が、そこから垣間見えるのは、現代の広島管絃祭か

らは考えられない賑わいの姿、即ち広島 3 大祭の名

に相応しい姿であろう。 
旧暦 6 月 17 日に斎行される世界遺産嚴島神社の

管絃祭を拝観する為、旧広島市域を経由し宮島へ向

かう参詣者が激減し、かつて広島の町を賑わした御

供船も著しい衰退の姿を見せた明治末年。管絃祭を

模して始められた広島管絃祭は、そうした状況を好

転させるものであった。住吉神社という一神社の祭

礼に、江戸時代から続く旧広島市域における嚴島神

社への信仰・崇敬が絡み合い、住吉神社・広島の町

に活力を与えた実態と意義は、決して見逃してよい

ものではない。 
特に一時期とはいえ、船渡御と大規模な陸上渡御、
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すなわち神輿を核とした、市民による水のパレード

と陸のパレードともいえる賑わいが現出し、広島の

町を盛り上げた点は、広島の歴史を語る上でも重要

なポイントである。 
そしてこの現象を歴史的に俯瞰するならば、旧暦

6月17日を中心とした嚴島神社の御祭神を祝う市民

のエネルギーを指摘しなければならない。本稿で取

り上げた賑わいの姿は、市民のエネルギーが、広島

管絃祭を発揮すべき対象として捉えた結果の現象と

分析することができよう。 
なおこの分析は同時に、現代広島を考える視点を

も提示している。それは広島の町で歴史的に培われ

てきた「旧暦 6 月 17 日を中心とした嚴島神社の御

祭神を祝う市民のエネルギー」が、現代において認

識されていない点である。 
例えば現在の広島平和記念公園の平和の泉付近に、

嚴島大明神の社があり、そこが旧暦 6 月 17 日に多

くの人々が集う場所であったことは、本稿で扱った

原爆投下前の広島管絃祭同様、広島では知られてい

ない事実であろう。また第１回の玉取祭が行われた

橋本町の明神浜に嚴島神社が鎮座し、人々が祈りを

捧げたことも、周知された事実とは言い難いのでは

あるまいか。 
では、広島という地域に記憶や経験として集積さ

れていた、旧暦 6 月 17 日、すなわち管絃祭関連の

祭礼行事に向けたエネルギーは一体どこにいってし

まったのか。これについては思い当たる節がある。 
無論、広島管絃祭の祭日は旧暦であるから、新暦

における日付は毎年異なるが、この旧暦 6 月 17 日

前後の期間は、年によっては 8 月初旬にあたる。つ

まり原子爆弾の投下された 8 月 6 日と重なるか、そ

れと近い期間にあたるのである。もし歴史的に集積

されたエネルギーが、その正体を意識されることな

く、原爆の悲劇を語ることのみに注力されていると

すると、これほど皮肉なことはない。なぜならば現

代の広島の人は、かつて同じ時期に町々に満ちたエ

ネルギーの正体を知らず、それを打ち消した存在に

その力を注いでいることになるからである。原子爆

弾の惨劇を語り継ぐことを否定するのではない。そ

れのみに注力し、広島の町に培われた歴史の蓄積や

連続性を見失うことに注意を促しているのである。 
以上、広島管絃祭の実態や意義と共に、現代広島

を分析する視点を示せた点において、本稿は成果を

提供することができたと考える。 
とはいえ本稿の考察には不十分な点が少なくない。

考察範囲は昭和前期までであるし、新聞資料の収集

量も未だ進展の余地があるのが現状である。さらに

旧暦 6 月 17 日における旧広島市域の宗教文化の全

容も、未だ明らかになっていない部分がある。以後、

そうした点を踏まえ更なる成果を問うていくことを

約し稿を結びたい。 

 

注記 
                                                   
i  新聞資料については広島県立文書館収蔵の資料

を用いた。新聞資料の引用においては、読みや

すくする為に句読点を挿入する等、手を加えた。 
ii ここでいう御座船とは神輿を載せる船のことを

指すものとする。なお平成30年現在の御座船と、

かつての御座船は形態が異なっている。かつて

は2隻の船を組み立て、御座船を設けていたが、

現在は１隻のボートを使用している。詳細は【図

7】を参照。 
iii 空鞘神社に御旅所を設け祭祀を行っていた時期、

恵美須神社は途中の休憩場所だった。しかし住

吉神社宮司森脇宗彦氏によると、戦後の一時期、

空鞘神社に御旅所を設けることができなくなっ

た時期、恵美須神社に御旅所を設けたことがあ

るという。 
iv Ｐ261『広島新史 都市文化編』（広島市 昭和 58） 
v  Ｐ971広島市役所『新修広島市史 第 7巻 資料

編その一』（広島市役所、昭和 35） 
vi  森脇宗彦氏によると、かつての由緒書には、弥市

ヶ鼻との記載があったという。 
vii Ｐ98 広島市教育委員会『広島市の文化財 第１集 

民俗資料 かき・のり・民俗信仰』（広島市教育

委員会、昭和 56） 
viii Ｐ44 広島県神社庁教化委員会『広島県の特殊神

事』広島県神社庁 平成 24） 
ix 玉取祭については拙稿「旧広島市域における嚴島

管絃祭にまつわる祭礼行事について―近代にお

ける高ちょうちん・火振り・御供船の様相と新

行事の発生―」（『広島修大論集』第 59 巻 第 2
号 平成 31）に詳しい。 

x  前掲注ⅶ 
xi なお大正 3年の広島管絃祭については旧暦 6月

14～15 日にあたる 8 月 5～6 日の新聞記事にお

いて、その存在を確認できない。この年は市内

で旱魃が発生し凶作だったうえに、その年の 4
月 9 日には明治天皇の皇后である昭憲皇太后が

崩御しており自粛した可能性があるが詳細は不

明。 
xii 7 月 15 日の紙面では、住吉神社の玉取祭が「昨

日は午後三時より」と記されているが、翌日の紙

面では午前 10時からと訂正されている。 
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