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要 旨

東日本大震災の復興における民俗芸能の復活や無形文化遺産の保護が大きなトピックになっている．被災地以外でも，

過疎化の進展で体圧療絶に追い込まれる民俗芸能が少なくない中，数十乍ぶりに復活する祭礼が，新聞紙上を時折にぎ

わす．とくに，岐阜県郡上市の風流踊りは数年から数十年毎の挙行を繰り返してきた．また，戦後史を傭敵すれば，民

俗芸能は，文化財保護法の整備に伴って保存会活動が喚起され，あるいは，地方分権の地流にのって，まちおこし・む

らおこしの一環として度重なる復興をなしてきた．

本稿では，復活する祭礼／民俗芸能について県内の事例を紹介した．併せて，数年から数十年毎の上演（復活）を繰り

返してきた郡上市の民俗芸能について事例を図表に整理した．

は　じ　め　に

311東日本大震災から3年日を迎えた2014年は，未

だ収束先の見えない原発事故に代表されるさまざまな

問題を抱えながらも，漸く復興の兆しも見えてきた隼と

なった．文化庁や東京文化財研究所等による文化財レス

キューも，被災文化財の，初期の緊急避難からより恒常

的な保存管理へと段酷を進めており，この一年は各種報

告書の印行が相次いでいる1．また，これらからも窺える

ように，現在，活動・調査の対象は，当初の有形文化財

中心から，無形民俗文化財，なかでも祭礼や民俗芸能2の

復興・復活へと比重が移っている．あるいは，日常生活

の復興がなかなか進まない申，祭礼の復活は明るい話題

として取り　上げられることが多かった．

研究者と震災復興の関係でいうと，こうした被災無形

民俗文化財への掌術サイドの支援は，先の阪神・淡路大

震災のときと比べて，東］本大震災復興活動に際立った

印象を受ける‥）．未曾有の大災害を前に，誰しもが声を失

い，その超克に「絆」の重みを実感したものだが，「象

徴的復興」」である祭礼の復活はその化現ともいえよう

か．いずれにせよ，興味を引かれるトピック・下ではある．

これに連想されたことがある．筆者は，以前，大垣祭6

（岐阜県大垣肩）について調査の機会に恵まれ，慨略をま
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とめた7が，その際，戦災等で焼失した山中（大店では「ヤ

マ」8という）が何度も面建ざれるさまに非常な関心を覚

えた．祭礼の挙行はただの娯楽ではなく，信仰が伴うの

はもちろんとして，物心ともに多大な負担を強いるもの

だ．かてて加えて，重い経済的負担をものともせず，新

たに壮麗巨大な中止をつくりだす人々の実際的な行動力

に，素直に感心ざせられた．また，近世・近代の冊子衆に

替わって，祭礼を取り仕切る市商工観光課（）の水際立った

運営ぶりも印象深かった．

さらに，2014年には岐阜県郡上「同こ散在する風流踊り

系の民俗芸能（掛踊り，大神渠）を見字することができ

た．というのも，、1信亥年は，不定期に挙行される複数の

奈礼の開催年にあたり，実に，郡上では民俗芸能の、当た

り年であったためである．これらの祭礼は，長いもので

21年ぶりに開催されたというが，いずれも，長い中断を

感じさせない堂々たるパフォーマンスを見せた．

こうして復活を遂げる祭礼がある　一方，近年，休正・

廃絶する民俗芸能が日立っようになったことは，肇者の

みならず，広く実感されるだろう．少子・高齢化が進恨し，

大規模合併で過疎にあえぐ地方は痛めつけられていて同，

祭礼の挙行は，穐実に以前よりも困難になっている．こ

のことには，民俗学も焦「親心ではない．文化財保護の現
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場で奮闘する市町村職員（彼ら自身も合併によって少数

精鋭主義のハードワークを強いられている）は，とくに

危機感を持っている11．実際，民俗芸能の伝承地は押し

なべて限界集落かその予備軍である．率直にいって，一

歩引いて傭敵するなら，やはり，民俗芸能は衰退への道

を免れ得ないだろうと思う．しかし，それでも，やはり，

祭礼は現実に復活してきたのである．本稿では，そのよ

うすを，岐阜県における具体例を挙げて示し，現代社会

における民俗芸能が置かれた難しい環境について問題の

整理に資したいと思う．

1　東日本大震災と祭礼

最初に東日本大震災が与えた祭礼挙行状況への影響を

見ていこう．震災の与えたインパクトは，ショッキング

のひとことであって，人的物的被害の余りの甚大さに，

［本中が自粛ムードに包まれた．当該午の祭礼も例に漏

れず，各地で，開催を取りやめたところが少なくなかっ

た．例えば，岐阜県では表1のようになった．

表1　東日本大震災による祭礼自粛状況

祭礼 ��ｨ��開催 俾偬ﾂ�中止 們�邊�

美濃まつり 儖ﾉE｢� ��ｲ�花みこし，山車巡行，練り物 美濃流し仁輪加 ※中止は太平洋戦争以来 ���b�

郡上八幡春まつり 佛8�2� ��ｲ�手作りみこしイベント，神楽競演 丿Y���,ﾉ��兩)Eｲ�

古Iii祭 儖)�ｲ� ��ｲ�起し太鼓，屋台曳きそろえ ※1946年以来，65年／対）中止 ���b�

飛騨神岡祭 儖)�ｲ� ��ｲ�前夜祭，神輿行列 ���h�8葺��,ﾉY��

きねふりまつり （安弘見神社例祭） �(i,9�ﾂ� ��ｲ�杵振り踊り，神馬・花馬奉納， みこし奉納 ※中止前例なし ���b�

ひんここまつり （大矢田神社例大祭） 儖ﾉE｢� ��ｲ� ���b�

春の高山祭 （日枝神社例大祭） 俘(�"�○ �� ��

飛騨生きひな祭 俘(�"�○ �� ��

桜山八幡宮式年大祭 俘(�"�○ �� ��c3�D�,�ｩ7���Y�)+ﾈ+X,ﾉ�XﾝX�h,h.��

※下記記事より作成

岐阜朝刊20110323　　中日朝刊20110323　　岐阜朝刊20110324　　中日朝刊20110324

岐阜朝刊20110325　　岐阜朝刊20110326　　岐阜朝刊20110327　　神岡ニュース20110428

有名な祭礼では，高山祭（高向市）が実施したのに対し，

起し太鼓で知られる古川祭（飛騨南）が中正を決めた．両

者はともに県内外に広く知られている祭礼で，地元では，

ある種，ライバル関係にある．いずれも，飛騨人が大事

にする祭りで，毎年，楽しみにされているだけに，対応

が分かれたことは話題を呼んだ．同じく実施された桜山

八幡宮の式年大祭（っぎの表2にある「大まつり」とも）

とは，飛騨地域の有力神社で，20－50年毎に，飛騨一一円

の神々を招いて持ち回りで行われる祭礼のことで，大き

な災害があった牢に行われることが多かったため，「世直

しの大祭」と呼ばれている．そのこともあって，復興祈
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願を目的に掲げて敢えて挙行されたものである．

表10）祭礼は，いずれも，震災直後の4－5月が祭礼

目であり，祝祭ムードが漂うことは許されなかったこと

から中止の判断に至る主催者が多かったとみられる．そ

れに対して，少しずつ復興へと前を向き始めた夏ごろに

は，表2に示すように，被災地でも，人々の心のよりど

ころとして祭礼を復興挙行する動きが出始めた．また，

fi鵬単の大祭のように復興支援を挙行理由とする祭礼や，

被災地での祭礼挙行そのものを支援するボランティア活

動も見られるようになる．こうして，祭礼は震災復興の

大きな手段となったといえる．その一方で，神社庁等の

支援で新調された神輿が，担ぐ人もいないまま祭礼で山

番がない状況もある12．

表2　震災後実施された祭礼

場所 俎8ﾚ��詫事掲載 �>�vR�掲載紙 

岩手県 陸前高田市高田 �*H+(*ﾘ�uｲ�20110517 20110802 凛ﾈ��(棈*ｩJﾘﾊ�+8.ｨ､ｨﾜ8ﾅ��,��Y6�9ﾙ�(."�+8,�*(�h�Xｹ�ｸ+x.�,ﾈ*ｨﾝX.�,ﾈ�9j��b��8ﾙ�*�.x辷腕�岐阜夕刊 

福島県浜通り ��ｩF駭ﾉF�,r�20110723 �,�ﾛ��YYﾈｻｸ/�6X�ｸ7ﾘ,亢ｹlﾘ�抦+X,H､ｨﾜ2�岐阜朝刊 

宮城県 石巻市桃浦 倩(��Y��20120528 凛ﾈ�ﾎ9U�(X+X+ﾘ�(��:ｨ,�.h.倩(��Y�Yﾈｻｸ/��ﾇh枌��c#��)D紿ﾈ����6靜H�Y��h/���邊�中日夕刊 

岐阜県高山市 儖)�ｸ,ﾂ��X-ﾈ,(.��20110504 倚x�)JｩJhｷｸ�D��XﾝR�5hﾝ��Y�X懆�Y�ﾙ�夷8,丶ｨﾜ8�8�Y�)+ﾈ+Y�XﾝX�h,b�甑kﾂ�中日朝刊 

愛知県 半田市亀崎 �*ｨｫ�ﾝR�20110504 ��Y�ｸﾝ�Yﾈｻｸ�i�X�9�X,ﾓ�鼎9D闌悦ツ吋�-H�｢�嫌�援��IYx���鉄��ｩYﾈｻｹ&霎h,h+X,I~8-ﾈ+ｸ*B�,hﾇh枌�中日朝刊 

京都府京都市 亰��ﾝR�20110616 ��Y�H�uｸ-ﾈ,(.�,Y<�¥ｩN)���Xｹ�78.x+X*(辷��h/��中日朝刊 

愛知県一宮市・ �?ｩgｸ蕀�R�20110707 舒(訷ﾊy�Y�I6韈8�Y�y*ﾉ9H.ｸ*H�uｸ-ﾈ,(.��b�ｮ(訷ﾊx�9nﾈ�8�X�9nﾈ�uｸ-ﾈ,(.��b�中日夕刊 

安城市 俯Yuｸ-ﾈ,(.��舒(訷ﾊyzI��)68�8�X*H+(*ﾘ�uｸ-ﾈ,(.��h/�辷腕�.�5��ﾈ.��X7ｸ8�986X4(4�9�/�ﾋｹ&�-b�

とまれ，被災地における祭礼復活の動きは，今後も進

むことが予想される．それはさまざまな要因によるのだ

ろうが，人々の暮らしと祭礼双方にとってプラスとなり，

かつ，社会全体の復興に役する方途が採られることを期

待している．

2　民俗芸能の位置づけ

ところで，民俗芸能は文化財保護法では「無形民俗文

化財」に分類されている．無7杉とは時空を超え得ない芸

能表現上）を指しており，民俗芸能は，厳密な意味では「保

存」できない．民俗芸能に対する文化財保護法の考え方

は，かなり，変遷・錯綜してきた経緯1／1があるのだが，

ここでは，簡単に図にまとめた．
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図1　文化財保護法における民俗芸能

1950　昭和25　文化財保護法施行

1952　昭和27　文化財保護委員会民俗資料係一調査員設置

1953　昭和28　文化財保護委員会に文化財専門審議会民俗資料部会設置

1954　昭和29　文化財保護法改正

1957　昭和

1962　昭和

1965　昭和

1968　昭和

1970　昭和

民俗資料実態予備調査（～1958年度）

民俗資料緊急調査（～1964年度、以後都道府県が継続）

『民俗資料調査収集の手引』

地方歴史民俗資料館建設補助制度（～1993）

初の記録選択

1975　昭和50　文化財保護法改正

2004　平成16　文化財保護法改正

2005　平成17　文化財保護法改正

無形文化財（選定） 

芸能は軌士芸傍含む）“工芸技術 

記録選択無形文化財

芸能ほ乳王者膳）“工芸技術

記録選択無形文化財

芸能“工芸技術

※出典

粛藤裕嗣、2008、無形民俗文化財（民俗芸能）の公開　ブロック別民俗芸能大会を中心に（月刊文化財　540号、2008年9月）

よく指摘される15ように，当初，民俗芸能は無形文化財

に分類され，評価体系や某準の異なる古典芸能（能楽・

歌舞伎・文楽など）と同列に並べられる一方，有形文化財

における民俗資料と分断されていた．そのため，「そのも

の自体の芸術的な価値が高いというものでなく，わが国民

の生活の推移の理解のため欠くことのできないものであ

り，重要文化財とは価値の観点を異にする16」と考えられ

た．「無形文化財（※筆者注：古典芸能や工芸技術を想

定）には，重要無形文化財に坦宣（※下線筆者，以下同）

してそのものをそのままの形で保存する措置を講ずる必

要のあるものも多いのであるが，無形の民俗資料につい

ては，自然的に発任し，消滅して行く民俗資料の性質に反

し，意味のないことであ」り，「そのままの形で残存させ

ようとしてもそれは不可能であ」るため，「記録保存の措

置をもってたりる」と判断された．「無形の民俗資料のう

ち，特に資料的価値の高いもの等についてはこれを些坦し

て」，その記録を作成・保存・公開し，あるいは公開（上

演）することで保護にあたろうとしたのである．民俗芸能

へのほのかな蔑視を感じさせる点で若干の抵抗を感じさ

せるが，民俗芸能の本質を理解したうえで保護施策を講じ

ようという現実的な考え方である．

しかし，これにそった施策が実行されることはなく，法

改正により，現行の位置づけに定まることになる．即ち，無

形有形合わせた「民俗文化財」というカテゴリーを設け

無形文化財と切り離した「無形民俗文化財」の指定およ

び記録選択制度である．民俗芸能は「指定」され，原型保

存される対象となったのだ．指定されるためには受け皿と

しての保存会17が求められ，氏子等の緩やかな地縁集団に

よる「村のまつり」が，行政主導の保存会による行事へと

整理されていくことになった．

こうした流れを踏まえて，以下に，岐阜県の事例を紹介

する．

記録選択無形民俗資料 

風俗慣習 

重要無形民俗文化財 記録選択無形民俗文化財

風俗慣習・民俗若僧

iI

風俗慣習“民俗芸彪“民俗技術

選定保存技術 

3　中絶し復活する民俗芸能

表3は祭礼の復活を新聞記事から拾い，一覧にしたも

のである．祭礼の復活は，1940年代・1件，1950年代・11

件，1960年代・8件，1970年代・30件，1980年代・45件，1990

年代・43件，2000年代・40件，2010年代・37件の計215件を

数えた．うち，前述した飛騨地域の大祭（周期的に実施さ

れる）が15件，修理復元が7件，茂りが民俗芸能（奈礼）の

復活を伝える記事である．さらに，中断間隔がわかるもの

を拾うと，10年未満の復活が21件，10数年ぶり・16件，20数

年ぶり・22件，30数年ぶり・34件，40数年ぶり・15件，50数

年ぶり・11件，60数年ぶり・州㍉100年ぶり・6件となり，90

年・120年・130年・140年・・180年・250年・300年・400

年・900年ぶりが各1件あった．

表3　新聞記事（祭礼復活）

場所 �5�486x8ｲ�新聞 僖霾�?｢�

養　　老 冽ｹ�,ﾉ-�ﾝ浦ﾈｨ��朝日朝刊 ��鼎s�c#��

高　　山 俘(�(ﾝX,ﾈ夐�C��D��譏ﾖ(,兀ﾈｨ��朝日朝刊 ��鉄��C�b�

美　　濃 儖ﾉEｩ*ﾈ,ﾄ末俤X.��9D��譏ﾖ(,兀ﾈｨ��朝日朝刊 ��鉄��s#��

岐　　阜 弍)Xﾈ�8,ﾄ末俤X.浦ﾈｨ��朝日朝刊 ��鉄��s#b�

大　　垣 ���uﾙD�-H.�,冢亶ｹYﾈｨ��X･�X.��岐阜朝刊 ��鉄3�S���

岐　　南 價ｨﾉY�ｨ,ﾈ畑ﾎ�*)w�.�39D����俟(,兀ﾈｨ��岐阜朝刊 ��鉄S���r�

大　　垣 �#9D�-H.浦ﾈｨ嬰ﾉD鞏Y�X･�8�ｹ�*ﾂ�岐阜朝刊 ��鉄S���B�

関 倅�ﾉuﾙD�-H.�,兀ﾈｨ���ｭh�8��ｶy68畑ﾎ�*(*�,h�｢�岐阜朝刊 ��鉄S���r�

各務原 �#�D�-H.旭�YYﾈｨ�)x5��9'"�岐阜朝干i ��鉄c�#�r�

高　　山 �#yD�-H.�,ﾉ�xｵhﾄ�ｨ*ﾙO)�ｹ�ﾘ���D��XﾝXﾘ(�(�2�岐阜朝刊 ��鉄s�S�"�

岐　　阜 弍)Xﾈ-ﾈ,(.�8(6�-ﾈ*ｹ�H/�Yﾈｨ葵ｸﾉﾉ���,ﾈ-ﾒ�岐阜朝刊 ��鉄s�����

谷　　汲 兔�,�+ﾘ畑ﾎ鞅8馼��tｹN8ﾅ9$ｨｸ)�ｩkﾈ腥,ﾉYx��岐阜夕刊 ��鉄��s���

宮 儖)�ｹ�Yk9����D��XﾝXﾗ8馗S吋��鞴�(,��毎日朝刊 ��田��S�"�

揖斐Iii �4ｨ6(7�ﾝX.�/�Yﾈｨ液ｹN4末�*ﾂ�岐阜夕干i ��田��S3��

萩　　原 �3吋�-H.�,ﾉ�XﾝYHｸﾋHｷi,9JｩJhｷｲ�岐阜朝刊 ��田3�3#2�

岐　　阜 �#S�D��譏ﾖ(,ﾈﾗ8駟+y|y5i��,ﾈﾎIm�-�*ｸﾝR�朝日朝刊 ��田3�3#��

坂　　内 侈�ﾋｸﾝX*ｩYﾈｨ液ｹN8ﾅ8ﾞ)>��｢�岐阜朝刊 ��田C�##��

美濃加茂 仆ﾙ7�,ﾈ*H+ﾘ嫌�ｸ尸:｢�毎日朝干i ��田C�c���

高　　山 侈x轌.閏h嶌ﾞ�ﾘ(�(�8ﾝX.���H�Y�Xﾙ��H�cC�D��譏.亜ﾈ�2�岐阜朝干i ��田S�C���

東　　濃 �#�D����俟)z�m��ﾘ,X+)��胃Y�y�X,緯8+Xﾇh枌�中日朝干i ��田S�S#��

笠　　松 ��y$ｨｸ(�h+X,ﾈ*譏�X畑ﾎ�*)w�.��b�岐阜朝刊 ��都#��3��

岐　　南 �6�9ﾙ[h峪]ｹ�h,凛x+��8*ｨ.���ﾊx岑ｦY&��

笠　　松 俚��i�Yk���,兩)Eｸ��苓�倬ｸ,ﾈ�X畑ﾎ�*)w�.��b�岐阜朝干i ��都3���B�

笠　　松 亢ﾉ�防柯,Y]ｹ�h���(.(+x-ﾈ*(畑ﾎ�*)w�.���ｧﾘ鉑*ﾂ�岐阜朝干I ��都3�##"�

関 ���&ﾘﾝX.浦ﾈｨ�/��9j�,ﾉwieﾘｺﾘ-ﾈ.��岐阜朝子i ��都S�3#r�

富　　加 �3ID��鞴�H�ｩYﾈｨ姥��*ﾉ68,ﾉ��R�岐阜朝干i ��都S�C�2��都S�C#B�

神　　岡 ���ｨﾝX.磯��8ﾗ9��,�6ｸ贓��Yﾈｨ��岐阜朝干i 

根　　尾 俑ｩOh,ﾉnY�畑ﾎ�*)w�.��岐阜朝干i ��都S�s#��

各務原 ���D��譏ﾖ(,做胃X.�=���ｨ�9����岐阜朝干i ��都S���b�

中津Iii 做胃X.�,�ｸｧ兀ﾈｨ�(i,4末倡3粟h,ﾉtﾈ躋�岐阜朝干i ��都S���"�

岐　　阜 弍)Xﾈ�8ﾙYnﾈ,ﾈ�ｶyw�.�#ID��譏.浦ﾈｨ��岐阜朝干i ��都S�����
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南本　有紀

場所 �5�486x8ｲ�新聞 僖霾�?｢�

岐　　阜 兀ﾈｨ�+x.冏ｸ-ﾘ+�+Xｯ)XﾈﾝX.��岐阜朝干i ��都c�C�"�

神　　岡 �#�D�-H.���ｩ�XﾝY�ﾘﾎ8�*�.x*��ｩ�ﾈﾆ�5x.��毎日朝刊 ��都c�C#B�

坂　　祝 �#�D��譏ﾖ(,仆�*ﾙ4ｨ���靉ｸﾞ(�*ﾈ,Xｮ)$ｨｬ���朝日朝刊 ��都c�s�b�

全　　山 �5�8�,�+�/�+靂ﾈｻﾘ,ﾉ���*ｩYﾈｨ粟��(隼nﾈﾋH,ﾉ~�ﾝR�朝日朝干1 ��都s�3#��

大　　野 俤X.�,ﾘ.(+S3�D�-H.�,兀ﾈｨ�-i�Ynﾉ*ﾉx��Y����中日朝刊 ��都s�3#��

中津川 �IF�#吋�-H.浦ﾈｨ�(i,9�ﾈ�9(i�ｩJｩJi����ﾝX.��岐阜朝千i ��都s��#R�

岐　　阜 �I6H銈#ID�-H.�,�6��ｩ�ﾙ+xﾝX.��中日朝干i ��都s��#��

兼　　山 悼D��I���ｨ�(鋹6��ｨ��ﾉ8�)*ﾈﾝX.��ﾈﾆ�.��i+"�岐阜朝刊 ��都s���b�

根　　尾 ���D��陷ﾘ�ｨ,兀ﾈｨ���ﾚｩOi�ｨ,ﾈ�Y$ﾘﾊ偖ﾈ自?ｨﾝX�c�y?ｩ�y�R�岐阜朝刊 ��都���#��
に　村文化財指定も 

根　　尾 �-8.�+8,h,ﾈﾝX.浦ﾈｨ宛xｺY��*H�Y$ﾘﾊ偖ﾈ自?ｨﾝX�c��D�-B�.�,��ｩ�ﾉ�Xｮﾈ-��岐阜朝刊 ��都��#���

根　　尾 俑ｩOi�ｨ,ﾉ$ﾘﾊ偖ﾈ自?ｨﾝS��D��譏ﾖ)Yﾈｨ��岐阜朝干i ��都���#��

武　　儀 兀�ｵi*ﾈ岔Ei]ｹ�ﾉ;H,ﾈ�ﾝX.�,鉄�D����俟(,�-ﾘ+�+Y6��｢�岐阜朝刊 ��都��3#2�

古　　川 侘9�ﾈﾝX.�,S3iD�-H.�*�.x*ﾘ.��ﾈﾆ��毎日朝刊 ��都��3#R�

御　　嵩 佩I�9*ﾈｮ�ﾈ蘒)D�-H.�,俤X.浦ﾈｨ��岐阜朝干i ��都��33��

可　　児 �(髯*ﾃ���ID�-H.�,��YM�ﾝX.緯Hﾋｲ�岐阜朝刊 ��都��s#R�

養　　老 俔��*ﾉI(�)���,ﾈﾝX.��靉ｹYﾈｨ��毎日朝刊 ��都���#��

大　　垣 �3�D�-H.�,汎ﾉY�*H塰���ﾝX.��X･�2�岐阜朝干i ��都����r�

岩　　村 舒)�ｩ5ii霍ｸ,ﾈｧy��S3�D��餠ﾘ�ｩYﾈｨ��岐阜朝刊 ��都��##"�

萩　　原 僣ｸﾋH-ﾈ,(+8*兀ﾈｨ�HﾝX.�,YN)��岐阜朝刊 ��都����B�

全　　山 仞��)*ﾈ,ﾈ廩ﾝX.�,Yj�yw�.浦ﾈｨ��岐阜朝干i ��都����r�

多治見 ��ﾘ��ﾊ倡9�Y?ｩD�x益ﾉYﾈｨ�,X�~�ﾝR�中日朝刊 ��塔��3���

高　　山 俘(�(�8ﾟx�)JｩJi���SiD綛ﾈ�,�3�D��譏.一颯��XﾝR�中日朝干I ��塔��3#"�

大　　和 等D���-H.�,��Y��兩)Eｹ�Y���ｩ�ﾘ棠���,ﾈﾝX.��岐阜朝刊 ��塔������

古　　川 �#吋�-H.�,倡�ｹ�-ﾘ+�+Xﾌ4末�*ﾉ5ii霍ｸ,ﾈ�wB�中日朝刊 ��塔����b�

八　　幡 ��yD��陏ｸ�ｩ�Y���*ｩYﾈｨ雨ｩJi*ﾈ,ﾉ������Uｲ�岐阜朝干i ��塔������

上　　宝 �3吋�-H.�,�9(扎ﾝX.閏ﾙ9(�9_9�｢�中日朝干i ��塔����B�

高　　山 俘(�(�8ﾟx�)JｩJi���SiD綛ﾈ�,�3�D�-H.一颯��XﾝR�中日朝刊 ��塔��S�2�

養　　老 冽ｹ����=驂x鳬�8.H*�.�,ﾈ���X竧.胃Y~yYﾈｨ�+X.h*B�中日朝干i ��塔#�#�R�

上石津 ��9��,9*ﾈ,ﾈﾝX.�,ﾘ.(+YYﾈｨ�-b�中日朝千i ��塔#�##��

高　　山 俘(�(ﾝY�Xﾙ��CS吋�-H.亜ﾈ�2�岐阜朝刊 ��塔#�33��

各務原 丿Yk�ﾋH�8詹|ﾙ����ﾝX.�,X*�/�*�-ﾘ+�+S�吋��騏�.浦ﾈｨ��中日朝千i ��塔#�C���

柳　　津 冩i,9*ﾉO俚冢Y5i����ﾝX.�#iD�-H.�,ﾈ-ﾘ+�+R�中日朝干i ��塔#���"�

高　　山 儖)�ｹ5ii霍ｳ)D靜8,�3�D�-H.�,ﾉ�XﾝR�岐阜朝刊 ��塔3�C���

大　　垣 ��X･�X,ﾈ遥��,ｨ.��88H7ﾘ�H�ﾔｸ/�Yﾈｨ��岐阜朝干i ��塔3�C#B�

神　　岡 ���｣C�D�-H.�������,ﾈ�(,ﾉ��X.��中日朝刊 ��塔3���"�

岩　　村 舒)�ｩ*ﾃ#�D��譏ﾖ(,伜仂hﾝX/�Yﾈｨ��岐阜朝刊 ��塔3���R�

高　　山 俘(�(ﾝS���D��騏�.��霆I�H,X*�.x*ﾘ.��ﾈﾆ��中日夕干i ��塔C�3�R�

古　III 侘9�ﾈﾝX.�,ﾈ��ｹ�ﾉY�ｮ｣���D������｢�中日朝刊 ��塔C�3#��

揖斐川 冲ｹN4末�*ﾉeｹ8sHｾc3�D�-H.��ｨﾝX.��岐阜朝刊 ��塔C�C�r�

美　　濃 儖ﾉEｨ�9&�*ﾃ#��ID��F俟(,伜(,ﾉ���岐阜朝干i ��塔C�#�R�

関 亊h�8ｶy68畑ﾎ�*)w�.���#YD�-H.浦ﾈｨ��岐阜朝刊 ��塔C�#���

高　　山 儖)�ｹ5ii霍ｸ�D��XﾝS3�D��餠ﾘ�｢�中日朝子i ��塔S�C���

大　　和 ��Y���ｩI(�)���,S�9D��餠ﾘ�ｨ�,ﾉ�XﾝR�中日朝刊 ��塔S���B�

池　　田 �')69*ﾉk驢�ｶ�j�,ﾈｹ�ｸﾝX�I�ﾈﾋH懊3yD��顰��｢�岐阜朝刊 ��塔S���r�

白　　鳥 僮)+�*ﾈ酵��,ﾉI(�)���YD��譏ｸ8�ｨ,ﾈﾝY~r�中日朝干i ��塔S�����

岐　　阜 弍)Xﾈ�8ﾄ冢ﾈﾌ9*ﾈ�ｶyw�.浦ﾈｻｸ,ﾈｴ8補�岐阜朝刊 ��塔c�3#R�

御　　嵩 佩I�9*ﾈ､冩(踪ｮ��ﾔｸ,ﾈﾝY~s9D�-H.�,��岐阜朝刊 ��塔c�33��

北　　方 冉ｹ_ｹ*ﾈ�ｶyw�.浦ﾈｻｸ,處ﾒ�岐阜朝千i ��塔c�C�R�

大　　和 ��Y��*ﾃ�9D��譎(i�Y��兩)EｹI(�(ﾄinﾉ����ﾝX.��中日朝子i ��塔c��#��

中津川 �(i,9�ﾈ�9(i�ｨ,ﾉJｩJi����,ﾉ~�ﾝS僖��譎%��｢�朝日朝刊 ��塔c���r�

八　　幡 佗ﾉEﾈﾝX.�,價ｩJh抦�9Yﾈｨ�-itiOﾈ橙�中日朝干i ��塔c���R�

岐　　南 弍)>ﾉ*ﾉI(�)���~�ﾝY*ﾉ�ﾓ3��D雍ﾉD�ﾉY�ｮｨ�ｸ�.�Yﾈｨ��岐阜朝刊 ��塔c��#B�

高　　山 兌h嶌ﾞ�ﾘ(�(ﾝX夐�I�){I�H�)$�*Hﾘ��俘(�(�8�｣���D�-H.浦ﾈﾋ2�毎日朝刊 ��塔s�33��

古　lii 侘4末�*ﾃCYD��譏.��X����X�iYﾈｨ異Y>�,R�岐阜朝干i ��塔s�S�"�

萩　　原 僣ｸﾋI*ﾈ�)Ehﾏｳ3)D�-H.�鞏X.��中日朝干1 ��塔s�����

本　　巣 冏ｹ�9*ﾉd�}�鮑,YKﾉ�(ｴ��譏ﾖ(�(,ﾈ+�ﾝX.浦ﾈｨ��中日朝刊 ��塔��3���

本　　巣 冏ｹ�9*ﾈｸﾉ;�)�ｩj�.y�i���,XﾝX.浦ﾈｨ��朝日朝刊 ��塔��C���

土　　岐 的D�-H.��i�ﾈ慄Y�ｮｩ7弍(�9Y�ｩ*ﾈ,ﾈ�ﾙMi����岐阜朝干I ��塔��C�r�

高　　山 俘(�(�9O)�ｹ�ﾘ���D��XﾝS3�D��F俟"�毎日朝干i ��塔��C3��

北　　方 冉ｹ_ｹ*ﾉ*ﾉ�s����D�,YYﾈｨ�,ﾈ衒ﾝX.稲Yo�,ﾈ�(棈ｪ��ﾂ�岐阜朝刊 ��塔��3�r�

北　　方 冉ｹ_ｹ*ﾉ�X鯖���o�3�D�-H.�,佻ﾈﾙ(ﾝX,ﾉ�ﾈﾆ�Yﾈｨ��中日朝刊 ��塔��3���

岩　　村 舒)�ｩ*ﾈｮ)�ｨ��,ﾉ]俥�5h��/�Yﾈｨ渥(ﾎI�"�毎日朝干l ��塔��c�B�

北　　方 冉ｹ_ｹ*ﾈ,X衒ﾝX.�3��ID��餠ﾘ�ｩYﾈｨ��中日朝干i ��涛��3�"�

関 亊h�8ﾌ8�,ｨ.�,ﾈﾗ9��C�D��譏ﾖ(,兀ﾈｨ�,ﾉ��&ﾒ�中日朝刊 ��涛��C�R�

御　　嵩 佩I�8,ﾈ�X､冩(踪ﾝY~x�hﾜｨ.伜(銈���D������ｩYﾈﾋ8-b�中日朝刊 ��涛��c#���涛���#b�

白川　村 俘~$ｩ�h,ﾉ[ﾙ�8,X齡末��ｩF韶ｹ���,ﾈ,x����*ﾘ.ｸ*ﾘﾝYYﾈｨ��岐阜朝刊 

高　　山 俘(�(�3���D��餠ﾘ�ｨﾝY_)Eｸﾟx5�圸JｩJhｷｸ,ﾈ����*ｩ[ﾙ,ｸ-b�毎日朝干i ��涛����R�

可　　児 �(髦�8,ﾉJｩJi���ﾝX.���鼎�D��F俟(,��(.��h*b�岐阜朝刊 ��涛#�##r�

可　　児 �(髦�8,ﾉJｩJi���,ﾈﾝX.���鼎YD�-H.��i+"�読売朝刊 ��涛#�C�2�

大　　垣 ��Y����88H7ﾘ�H�h,ﾈﾘ)y9YIZ｣C9D��譏.咽9Yﾃ�I?｢�読売朝干i ��涛#�S���

中津川 �(i,9�ﾈ,X*�*(,X/�ﾝX,ﾉ�X+�.X*H+�/�C�D�-H.��朝日朝干i ��涛#�s���

高笠原 乂ﾘﾋI*ﾈ,ﾉ������~�ﾝX,S39D�-H.宇�6��｢�中日朝刊 ��涛#��#R�

笠　　松 乂ﾘ鉙ﾝX.オD������ｨ,��Ykﾈﾗ9���中日朝千i ��涛3�C���

北　　方 冉ｹ_ｸﾝX.ゴ�D��餠ﾘ�ｩYﾈｨ��中日朝干i ��涛3�S�B�

高　　山 俘(�)?ｨ釖�����;�,俘(腓3吋�-H.�,ﾉ�XﾝXﾙ��毎日朝刊 ��涛3�c�r�

板　　取 儉(靖w�.浦ﾈｨ����Y?ｨ廩ﾝX.�,��中日朝刊 ��涛3���"�

瑞　　浪 �����,ﾈ+�.X*H+�/�ﾝX.�3吋�-H.浦ﾈｨ��朝日朝干i ��涛3���2�

国　　府 俛�Wｹ*ﾈ�)�ﾙu)�����~�ﾝS僖�-H.�,俤X.為9���岐阜朝刊 ��涛C�C#2�

真　正 洞　戸 鉄�D�-H.�,�ｨﾎ�*)��i���9*ﾈ,ﾉZ浦I�������+ﾘ+��5h,亢h.��読売朝刊 中日朝刊 ��涛C���"�

言0年ぶり雨ごい神事　洞戸・高賀神社　恵み求め踊り披露 �19940813 

各務原 �ｨﾎ�*)w�.丑)���ｦYk�ﾋH,ﾉ]ｹ�h橙�毎日朝干i ��涛S���r�

上之保 ���-h,ﾈｴh.�,ｨ+h+ﾘ���9Ei]ｸ怦��S�D�-H.�ｨ+(*(,ﾈｵh��岐阜朝刊 ��涛S�����

場所 �5�486x8ｲ�新聞 僖霾�?｢�

美　　並 ��X��x.��h*｣c�D��I���ｩYﾈｨ���Oﾉ¥��ｨ,ﾉ��ｹ����岐阜朝干i ��涛S��#r�

高　　山 俘(�(ﾝY?ｨ釖���,ﾈ-ﾘ+�+S���D������ｨ,�ｸ�+ﾂ�中日朝刊 ��涛S�C���

福　　岡 兀�ｩ*ﾈﾘ(ｪ����,S#YD�-H.�,��h*ｸ+ﾙF�,X扞+俤X.��読売朝干i ��涛S���"�

八百津 價ｩU9,9*ﾈ,ﾉ���~�ﾝY���,h扞+�#�D�-H.�,��朝日朝干i ��涛S��3��

岐　　阜 兀�H楮耳+8/�ｯ)XﾈﾝX.�,Y*ﾈ�*ｩ%8*�-ﾘ+�+X-�,ilﾙvﾂ�朝日朝干i ��涛c��#R�

穂　　積 �*ﾈ.X*I�9>ﾉ*ﾈ�YOﾈﾕﾘ鮑ｬ��,X�X*亥ﾈﾝX.��c3YD���%��ｨ�(棈�ﾗ2�岐阜朝刊 ��涛c�3�2�

八　　幡 價ｩJi*ﾈ,ﾈ憙�����,ﾉ~�ﾝX,X棹�w�.�/�9D��中日朝干I ��涛c�����

高　　鷲 俘)��ｩI(�)����ﾝX.�,S9D��餠ﾘ�ｨ,��Y����中日朝干i ��涛c�����

武芸川 兀�ﾇﾉ�ﾉ*ﾈ�X扞F鞏X��Y�ﾇﾉJｩJi��兢ｹ�h檍*ｩ6�9ﾘ,ﾉ4ｩYﾈｨ��中日朝刊 ��涛s�C�r�

久　々　野 亶h�穎ﾉ*ﾈ,ﾈ�YEｹ|�廩ﾝX.��h,XﾝX.���H*｣��D�-H.�,�4ｨ8�6�6(4��朝日朝干i ��涛s���B�

久　々　野 亶h�穎ﾉ*ﾉEｹ|�廩ﾝX.���D�-H.�,兀ﾈｨ��岐阜朝刊 ��涛s���r�

福　　岡 兀�ｩ*ﾈ,ﾈﾔﾙ�ﾉ;���iD������ｨ,ﾈ�XﾎH､ｩN�ﾝX馼�b�岐阜朝干i ��涛��3�"�

萩　　原 僣ｸﾋI*ﾈ,ﾈｮ�X�X�(,ﾈﾗX懆ﾝX.��c3�D��F俟(,俐H､｢�中日朝干i ��涛��3���

大　　垣 ��X･�8,ﾈｾ��h�)���,ﾈ�,ﾉ~�ﾝX�Y�Hﾞ(ﾝX.��b�岐阜朝刊 ��涛��C�B�

久　　瀬 亶i�9�ｨ,ﾉ(i�8ﾌ9&霎h,ﾈ�(,ﾉ��,ﾈﾝX.��X�(,ﾉ�(�h､ｨ*�.ｨ.��岐阜朝刊 ��涛��#�b�
獅子神楽、40年／ぶり後継者 

宮　Iii 亶ｹ�ﾉ�ｨ,Xｷｴ末倩(��ﾝX.オ���6��8,ﾈ�(��Y�*｣#iD��餠ﾘ�｢�中日朝刊 ��涛��c���に会し、競演 

神　　戸 ���ｹ*ﾈ��皐,ﾉ&���ﾝX,YOﾉEｨ,ﾉ6�9ﾙ[hﾇﾈ�XｻiF�)9X�h*｢�岐阜朝刊 ��涛��s#"�
48年ぶりに復活 

岐　　阜 弍)Xﾈ�8,ﾉ���(hｧxﾕｩ�ﾈ支ﾝX,Y%8*ﾈ訷,ﾈ*(,映ｹnﾉ���,b�毎日朝刊 ��涛���#2�
薮田神社の2台復活 

高　　山 儖)�ｸﾘ(�(,ﾈ�,ﾈﾘ(�(ﾝX�YWｩ�ﾉ�H�cS�D�-H.��h��B�朝日朝干i ��涛���#��

高　　山 做�,ﾈﾘ(�(ﾝS��ﾈ���?ｨﾜX�?ｨ�����D��綛鳧,ﾈ�9yﾘ/��*h,H�R�朝日朝刊 ��涛������
豊明台」4年ぶり復活 

岐　　阜 弍)Xﾈ�8,ﾉ�����,�6�.ﾘ.俤X.���#�D��X.�,兀ﾈｨ��岐阜朝干1 �#����C�2�

美濃加茂 儖ﾉEｨ��l韈8岔*ﾈ*�,ﾘ.(+X檍,ﾙ�驟����,ﾉ~�ﾝR�中日朝干i �#����C�R�

高　　山 俘(�(ﾝX.�,ﾈ夐�H�Y{I���H�c�#�D������ｨ,ﾈ�9yﾒ�朝日朝刊 �#����C�R�

八百津 價ｩU9,9*ﾈ,ﾉJｩU9,8ﾝX.�,ﾈ+ﾘ-�ﾉD����俟(,伜(鍈�岐阜朝干i �#����S#b�

白　　鳥 僮)+�*ﾈ,ﾈ蕀}i���,ﾈﾝY~x*｣��S�?ｨﾗ8.ﾘ.ｨ.����Y���*｣YD��中日朝刊 �#������B�
ぶりに奉納される 

大　　和 ��Y��*ﾈ,ﾈ��95i���,iI(�)���,ﾈﾝY~x,S��D��中日朝刊 �#��������

可　　児 �(髦�8ｻ8支効醜檍皦ﾜ8�X�(髯&陷ﾉY�ｮｩ���h､ｩ&陷ﾉY�ｮ｢�毎日朝刊 �#�����#b�
が復活 

中津川 ��c�弌�(i,9w�Wｩ[h嶌ﾝX/�､ｨﾜ8���Xｶy~�慄Y�ｮｩ�X檍�h,X,ﾒ�中日朝刊 �#����3�R�30年振りに「増補八百屋献立新靭八百屋」を復活公演 

高　　山 偸H,ﾈﾘ(�(ﾝX.影����I�h��H��c�D�-H.�,兀ﾈｨ��朝日朝干i �#����C�R�

高　　山 俘(�(ﾝX,ﾈ�Y{I���H�c�#�D�-H.��9lｨ�9yﾒ�朝日朝干i �#����C�R�

坂　　祝 俥(�*ﾈｮ(夊ｬ�凭�ﾝX廩-ﾈ,(.�,ﾈ益o��X��(,ﾈ�(棈/�Yﾈｨ�+8+��岐阜朝刊 �#����s���#����s�R�
ようと勝栄会は山車をミニ山車に復元し夏まつりに登場させる 

坂　　祝 俥(�*ﾈ��)&霎h,S�Y?ｨ,俎8.ﾘ.ｨ.��Xｮ(夊ｬ�俤Y~x�h,鼎"�中日朝刊 
年／うりに山車が復活 

大　　和 ��Y��*ﾈｾ�ｾ)���ﾝY~x,Y�Y���,h�8ｮﾉw�.�*｣�)D��譏ｸ8�ｨ,��中日朝刊 �#������r�
奉納される 

八　　幡 價ｩJi*ﾈ,ﾉ�������]8,X�YdﾉD鞏X.��h*｣ID�-H.�,俐8+8.ｨ.��中日朝干i �#������"�

白Iii町 僮)�ﾉ*ﾈ�Xﾛ)+y69����ｴy�XﾝSc�D��譏�ｨ�ｨ,�IF�*ｩYﾈｨ��岐阜朝千i �#��#�C�b�

中津Iii �(i,4末倡8,ﾉJｩJi���,ﾉ~��XﾝX,X扞+�*ｩo�C�D�-H.�,兀ﾈｨ��中日朝干i �#��#���b�

恵　　那 �(i,4末倡9�sS��D��YU�･�;鼎��D���/�ｴﾉD�+Xﾆ)=�hｧ��岐阜朝刊 �#��#���"�
10年／ぶり公演 

柳　　津 冩i,8�X鯤嬋鮑,ﾈｬ��;�+�.X*H+�/�ﾝX.イ�D����俟(,兀ﾈｨ��中日朝干i �#��3�����

美　　並 儖ﾉ¥��ｨ,X苓ｿ8ｹ�ｸﾝX,i�ID����俟(,們I9Hﾎﾉh�ｹ��中日朝子i �#��3�����

揖斐川 冲ｹN9�ﾉ*ﾉ(i8y&霎h,Y(hｧy�h.x,ﾉ7y|ﾘ,X廩ﾝX.��岐阜朝刊 �#��3��#r�

白　　鳥 僮)+�*ﾈ,ﾉJｩJi���,iI(�)���,SyD�-H.�,俤Y~x*ｨﾗ8.ﾘ.ｨ.��岐阜朝干l �#��3���R�

高　　山 ���Y�ﾈｴ8�m�,hﾎｨ.x*Hｷｹ�Xﾔ�)Yﾈｨ�,ﾈ尸�h*鮎X��轌;��朝日朝刊 �#��3���R�
広がる輪 

高　山 本　巣 添6��8,ﾈｵ｣yD��譏ﾖ(,佩8ﾇ��"�朝日朝fi �#��3�����

本巣市の長屋神社の「馬かけ祭り」（県重要無形民俗文化 弍)Xﾉ*亂r�20040731 
財）で使われる馬具（鞍）300年／iりに新調 

岐　　阜 冩h9i�8廩ﾝX.頴h9i�8尸:｣�iD�-H.浦ﾈｨ��岐阜朝刊 �#��C���"�

坂　　祝 俥(�*ﾈ,ﾉ������~��XﾝX,X��(ﾝY]ｹ�h檍,ﾈ8�986��ｸ*ｩ:��岐阜朝刊 �#��S�C�2�
神社に奉納する祭りはやしを約半世紀／ぶりに復活 

古　IIi 儖)�ｸ�8ﾌ9�ﾉji)ｨ,ﾈ�,ﾉ~�ﾝX,XﾎI����ﾗ8*｣#)D�-H.�,兀ﾈｨ��岐阜朝刊 �#��S�C#B�

郡　　上 佛8�8�8,ﾉI(�)���,XﾝY~x､ｨﾜ33�D�-H.�,������兩)Eｲ�岐阜朝刊 �#��S��#R�

各務原 丿Yk�ﾋH�8,ﾈ��ﾛ)Oﾉ���,X*�/�*�-ﾘ+�+S3yD������ｨ,兀ﾈｨ円��ﾝX,Ylﾘｵｸ�ｵ｢�岐阜朝刊 �#��S��#��

高　　山 做�,ﾈﾘ(�(ﾝX*�.x*ﾘ.��ﾈﾆ�3�D��譏ﾖ(,��i+"�岐阜朝干i �#��S��#��

海　　津 丶9,8�9�)D�&9�ﾉ��xﾘｺhｶ8檍*ｩ&靈8,ﾈ�(棈/�3YD��譏ｸ8�ｨ,��岐阜朝刊 �#��S��#2�
復活商工業感謝祭で披露 

高　　山 偸H,ﾈﾘ(�(ﾝX.�*ﾈ.X*H､ｩhｹ�){I�H*｣9D��餠ﾘ�ｩYﾈｨ��岐阜朝刊 �#��c�C�B�

岐　　阜 弍)Xﾈ�8��nﾉ&霎h,ﾈ�Y�Y��X�h,Y/�9Hﾗ9��Yﾈｨ��岐阜朝干i �#��c�s�"�

土　　岐 �7弍(�8遥��hｵ��ﾝX.�,Yo�#9D��譏ﾖ(,��X,(*ﾘ.瓜��i�X檠Yﾈｨ��i岐阜朝千i �#��c���b�

高　　山 做�,ﾈﾘ(�(ﾝX��夐�H�Xﾗ9���H�h,S3�D�-H.�,俤X,ﾘ.(+Y�h��B�岐阜朝刊 �#��c�����
が復活 

高　　山 做�,ﾈﾘ(�(ﾝX��夐�H�Xﾗ9���H�h,S#吋��韶Yw�,仗h,ﾘ.(+Y�h��B�岐阜朝刊 �#��c�����
が復活 

神　　岡 儖)�ｸ�9��ｩ*ﾈ�X訷ﾌ9Y��hﾗ9��C�D��餠ﾘ�ｨﾜHﾋｲ�岐阜朝fi �#��s�#�B�

古　Iii 侘4末���ﾝX.���H,ﾈ*�.x*ﾘ.��ﾈﾆ���3�D��譏.��岐阜朝刊 �#��s�C�R�

七　　宗 俯X��*ﾈ,ﾉI)[ﾈ��ｧ靈I������,Yo�S�D�-H.�,偸H,ﾉ~�ﾝX��､ｨﾜ2�岐阜朝千i �#��s�C���

古　IiI 侘4曝ﾝｸ*ｨ､ｩhｸﾝX.���H,ﾈ*�.x*ﾘ.��ﾈﾆ���3�D�-H.�,��i+(��y�Y��岐阜朝刊 �#��s�C#��

中津川 �(i,9�ﾈ*�*(,X/�ﾝSYD�-H.��X+�.X*H+�/�Yﾈｨ��岐阜朝子i �#��s���2�

瑞　　浪 ������8,ﾈ�Y4Io(蹣D�x��h,ﾉ4Ix�,h+Xｹ�ｸﾝSC��D�-H.烏�ｮr�岐阜朝干i �#�����#��

高　　山 俘(�(�8,ﾉO)�ｹ5ii霍ｸ,Y�ｨﾜ�ﾝY��Th����S9D��餠ﾘ�ｨ,��i'｢�岐阜朝刊 �#��ン�#��

中津Iii �(i,4末倡8�YJｩJi���~��XﾝX��zﾉ4ﾉF��3�D��譏ﾖ(,兩)Eｲ�岐阜朝子i �#������b�

揖斐川 冲ｹN9�ﾉ*ﾈ,ﾉfｹ_ｹ���,Xﾍﾈﾙ)dﾈ�X,亅H�8+x.��h丨ﾝX*｣C��D�-H.�,兀ﾈｨ飲x��髯;h*ｨ�X-ﾘ+�,ﾉY��b�岐阜朝刊 �#�����#R�

高　　山 俘(�(�8�Xﾟx�)JｩJhｷｸ,Yx吋��33�D�-H.一颯��XﾝX��EｩO(淏�岐阜朝干i �#����C#2�

高　　山 俘(�(ﾝX,ﾉe����H�3���D�-H.�,ﾈ淙�8ｪ驅��岐阜朝干i �#������b�

高　　山 俘(�(ﾝX��ID��譏ﾖ(,��Ye����H�h*ｩ6��｢�岐阜朝干i �#��������

美　　濃 ��Yn�68-�/�+�+�ﾝX.���3YD��譏ﾖ(�9�ﾈﾆ��i+(-b�岐阜朝干i �#������B�

各務原 �(hﾙ��ﾈ�>�(/�,y8���ｦYk�ﾋH�8��巧~ﾈﾝYYﾈｨ��岐阜朝干i �#�����#B�
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復活する祭礼と民俗芸能　東日本大震災と岐阜県の事例から

場所 �5�486x8ｲ�新聞 僖霾�?｢�

揖斐Iii ��C�D���,�7)�(*h+ﾘ�X,ｸ+ｸ,ｸ+ｸﾝX.��i6�9ﾘﾇﾉEﾈ�9�鞐ﾈﾈ�,R�岐阜朝刊 �#����C���
復活　揖斐川町・北方神社 

揖斐川 ��X,ｸ+ｸ,ｸ+ｸﾝX.��c�C�D��H益w�,兀ﾈｨ���tｹN4末�*ﾈ�Yfｹ_ｹ����中日朝刊 �#����C���
古文書など調査も 

高　　山 俘(�(�8,ﾈﾟx�)JｩJhｷｸ,ﾈ�D��XﾝX,ﾈﾎI6��33�D��譏.��岐阜朝刊 �#����S�2�

高　　山 倚x�)JｩJhｷｸ��3�D��餠ﾘ�ｨ�D��XﾝR�岐阜朝刊 �#����S���

高　　山 俘(�(�8,ﾈﾟx�)JｩJhｷｸ�33�D��譏ﾖ(,俾颯��XﾝR�岐阜朝子i �#����S���

美濃加茂 儖ﾉEｨ��l韈8�Xｸﾈ嫌�ｹ�ｨ�X嫌�ｸ尸:ｨ�iKﾉ�(ｴ��雕8�｢�岐阜朝刊 �#�����#��

根　　尾 �&闔h,ﾎ4ｨ/�ﾈｸ-�+ﾈ+x��g駢�.浦ﾈｨ�.(��<ｸ*ｹ;�ﾜHﾉ｢�岐阜朝刊 �#�����#b�

羽　　島 �&靈8,ﾉ6�9ﾘ�9Yﾈｨ�,��颯ﾘ��秤8x畑ﾎ�*)w�.云ｹ�h檍��ﾕﾘﾌｲ�岐阜朝刊 �#������B�
に起源，若い世代に継承を 

白　　鳥 佛8�8�9I)+�*ﾈ,ﾃ9�����?ｨｶx�YJｩJh�YI(�(�｢�岐阜朝刊　20110928 

高　　山 俘(�(ﾝX�YWｩ�ﾉ�H�h,S��D�-H.�,��h,ﾈ*�,ﾘ.(+R�岐阜朝干i �#������"�

大　　垣 ��X･�X.��Yi��ｨ.(-ﾈ�h*｣cyD�-H.�,俐Hﾉ｢�岐阜朝刊 �#��#�3#��

高　　山 偸H,ﾈﾘ(�(ﾝX�X蕀MIN8�i��.(*�,���*�.x*ﾘ.��ﾈﾆ��3的D��陷ﾘ�ｩ�i+"�岐阜朝刊 �#��#�C�"�

高　　山 ��X蕀MHﾛ�ﾝx�h*�.x*ﾘ.��ﾈ帽��的D��餠ﾘ�ｩYﾈﾋ9�i+(���,ﾈﾘ(�"�中日朝刊 �#��#�C�"�
祭で奉納 

高　　山 俘(�(ﾝX-h��*�,ﾘ.(+Xﾆﾘﾌ8�^ｦ凩��H�h�3#YD��顰��ｩ�h��B�岐阜朝干i �#��#�C���

高　　山 ���兀�S�D�-H.浦ﾉ�H���,ﾈﾘ(�(ﾝX,Y_)Eｸ��tX-ﾈ+X*ﾙ&ｨ髓�岐阜朝刊 �#��#�C�R�
2人が披露 

高　　山 �ｨ,�h*h.�*�.x*ﾘ.����,ﾈﾘ(�(ﾝX�3的D��譏ﾖ"�岐阜朝干l �#��#�C�R�

高　　山 俘(�(ﾝX.�,Y��兀�*ｩo�S�D������ｨ,兀ﾈｨ��岐阜朝刊 �#��#�C�R�

気　　良 亢9|yI(�)����佛8�8�8�ｨﾝY~x,ﾉuﾘｻｸ�Xｴ9|x慄Y�ｮｨ�h�8ﾅ8�2��9k饑8ｴ9|x,ﾈ���(+ﾘ+�,�.h.��yD������ｨ,兀ﾈｨ��岐阜朝刊 �#��#��#B�

高　　山 俘(�(ﾝX�?ｨ,ﾃ�I?ｨ�33�D���-H.�,��ﾈﾋI*ﾈ,俤X.��岐阜朝千l �#��3�C�b�

明　　宝 冖饑8,ﾈ�Xｪi�Yw�.��h蓼��ID��陏ｸ�ｩYﾈｨ�-b�中日朝千1 �#��3���B�

山　　県 伜(ﾊx�968ﾌｹ&霎h,S3�D��F俟(,�HﾝX.愛ｨﾜ2�岐阜朝刊 �#��3���r�

高　　山 俘(�(ﾝX,ﾈ夐�H�Xｾ�e��H�h*｣C9D�-H.�,兀ﾈｨ��岐阜朝刊 �#��3���R�

揖斐Iii 冲ｹN4迄ｸﾉ)ｨ�Yfｹ_ｹ���,S9D���,��鞐ﾈﾈ�,h+X,IYﾈｨ�+X+ﾘ�X,ｸ+ｲ�山　　　l �#��C�C���
ねそ祭り」の稽古が，20日の本番を前に実施 倡厩ﾉ*亅��

官 儖)�ｸ耳ｷｹ�Yk9����俘(�(�8自Ehｷｹ*ﾈ�ｨ,ﾉ~�ﾝXﾎI��ｸ��岐阜朝刊 �#��C�S�2�
行列が3年ぶり開催 

表4　年表（祭礼復活）

場所 �5�486x8ｲ�新聞 僖霾�?｢�

明　　宝 兀ﾈｨ�)D駑ｨ�Xｪi�Yw�.��b�中日朝千i �#��C���b�

荘　Iii �+ｸ.ｸ,�+ﾙw�.育�僖�-H.浦��H��ﾘ(�(�8�X-�,ｸ.�,ﾉY��b�岐阜朝刊 �#��C�����

大　　和 ��Y��*ﾈ,ﾈ��95i����ID�-H.�,��XﾝX��ﾅ8�8�8�Y�Y���岐阜朝刊 �#��C���2�
楽・八幡踊り」奉納 

大　　和 佛8�8�8�Yk靄ｩ���,S#�D������ｩ_)Eｸ-h�Yg�ｧﾉw�.��h慂*(ﾇ�+��岐阜朝刊 �#��C��#r�

白　　鳥 ���,ﾉY�tH楮,傀儂)���ﾅ8�8,ﾉI)+�����,ﾉ~�ﾝR�中日朝刊 �#��C��3��

大　　和 乂ﾉw�#�D��I���ｨ,兩)Eｸﾅ8�8�Y�Y��k靄ｩ����X+X,�*(�iGyX��*)�ｸ.��中日朝刊 �#��C���R�

荘　　川 ��X-�+����ﾈ�讓��.�+8,hﾝX.��h,SID�-H.�,儂)�ﾘ(�(�8ﾘy[����岐阜朝刊 �#��C���R�
周年記念として制作された替え 

大　　和 俯Y�95i����XﾝX,S�ID��I���ｩY�,iw�.��中日朝干i �#��C���R�

※場所は平成の大合併前の旧市町村名

記事の内容から，戦後復興期の1930年代，盆踊りや民謡

が流行した1940年代，昭和の大合併（昭和28年（1953）～36

年（1961）で市町村数が1／訓こなった）で郁前への人目流出

が始まった1950年代の3回の復活ブームがあったことがわか

る．

また，ここには掲載しないが，同様に保存会結成に関す

る記事を一覧にしたところ，1940年代・1件，1950年代・4

件，1960年代・4件，1970年代・10作，1980年代・17件，1990年

代・10件，2000年代・2件，2010年代・4件を数えた．

西暦　　　　　　　和暦 �,X*ｸ+(,b�

1900年代 �6�4868ﾎ･e�ﾆｷ6免VH�X��ﾎ､f�ｸ�ﾅ4�x*�.x,ﾉo8ﾎｨ�Yj�x�h*ｩ.�(R�

1900－10年代 冕�y+(ﾛ�,h4�985ﾈ8ﾘ5x�ｸｪxﾗ8*ｩ�x/��

1911　　　　　　明治44 冩i68ﾙ�&ｨ�Y/ｸ,ﾈﾚ�,i�ﾈ�d��ﾉ}隗x艀顏�ﾓ3����ﾃ3�X�｢�

1920年代 冕�x暮:�*ｩYﾈｻｸ�9�ij�x暮:�,Y�鞐ﾉj�x*ｩ{)�r�

1920　　　　　　　大正9 ��(､Xｻ�ﾕ��

1922　　　　　　　大正11 ��Y?ｩgｹj�xﾊHｸh檠�ﾙzr�

1923　　　　　　　大正12 亊i8ﾉ�Y�ｸﾝ��

1925　　　　　　　大正14 �?ｩgｹ�)D隴�,Y�c����Xｻﾙ7佗ﾉEﾈ,iY�w�,ﾈ檍�h��,ﾈ+��8ﾙ�j��ﾘﾇﾉEﾉ�X檍�ｨ������3h�｢�

ラジオ放送開始，民謡番組を編成 

1926　　　　　　　大正15 冩h��来*ｩj�ﾈ暮:�/�5x､｢�

1927　　　　　　　昭和2 冕��ﾘﾇﾈ��,ﾈ檠Jﾙ�ｲ�

1928　　　　　　　昭和3 乂x��艀頽��Yj��ﾘﾇﾈ���f價ﾘｪx������3(�｢�

1930年代 冏駢�.�7X�ｸ8��

民芸ブーム 

1931　　　　　　昭和6 冓頡(駟¥��98ﾉfｸ�Yfｸ､9;仄Xﾞﾈ,X�Y�yHH.��h*ｨ��檠n)��ｲ�

1934　　　　　　　昭和9 �?ｩgｹj�ﾈｺh檠Jﾙ�ｲ�

1935　　　　　　　昭和10 冕�I6��8,ﾈ檠Jﾙ�ｲ�

1936　　　　　　　昭和11 �?ｩgｹj�ﾈｭ丶ｨｭ��

1937　　　　　　　昭和12 �?ｩ(i�ﾙ�曳YJﾘ,�.h.曳駢�.泳育��

1942　　　　　　　昭和17 冏駢�.浦ﾈｨ���>�k��Wｨﾙ��｢�

1945　　　　　　　昭和20 ��ﾘﾎ88ﾈ4�6ﾘ4x�ｸ5h8x98ｨ�:�,h+X,Ij�yYﾈｻｲ�

1941　　　　　　昭和16 �4�5x4��饉ﾙvﾙ�ﾙ�������鼎X�｢�

1945　　　　　　　昭和20 兌iYH�ﾇﾈﾕﾉ'ｨ､ｨ趙�

1946　　　　　　　昭和21 兌iYH�鵁ｪ�,ｩ$(�Xﾏij��,ﾉ�ﾙ'X戊�8,�,(*(,H�b�

1947　　　　　　　昭和22 俘(�)g駢云ｹ�h檍�YI)+冽�.云ｹ�h檍ﾈｹ�ﾂ�

1949　　　　　　　昭和24 �?ｩgｹj��ﾘｧx檠Jﾙ�ｲ�

1950年代 冕�ﾈ7X�ｸ8��

1950　　　　　　　昭和25 兌h嶌ﾞ�]ｸﾎﾉd��y.��9k8ﾆ�[h嶌ﾞ�,ﾉ��.飲Y�ﾉ�y7愛ｨ趙�

日本青年館で第1回全国郷土芸能大会 
1952　　　　　　　昭和27 ��Xｻﾙ7兀�w��h�Xｻﾙ7佗ﾉEﾈ�h,��h.ﾘ,�,H�Yj��ﾘﾇﾉEﾈ�h*ｩw�*(.x.ｨ.�.h*H,��

文化庁芸術祭で日本民謡まつ＿り，以後，毎年開催 

1954　　　　　　　昭和29 兌h嶌ﾞ�]ｸﾎﾉd�淤�8�8�wik8ﾆ�[h嶌ﾞ�,ﾈ轌.吋i.��Yk8ﾆ�[h嶌ﾞ�,ﾉ��.��Yk8ﾆ�j��ﾘ��{�,ﾈｴﾉ������y7愛ｨ趙�

－ 冕��ﾘﾇﾉEﾈ,ﾉ]ｸﾎﾈ*ｨﾗ9�ﾘ益;��Y]ｹ�h檍ﾆ��,�ｨﾗ2�
1955　　　　　　　昭和30 兌h嶌ﾞ�]ｸﾎﾈ効醜檍*ｩk8ﾆ�,ﾉj��ﾘ��{�ﾉ�ﾞﾉ�ﾈ､ｨ趙�

1956　　　　　　　日訪日31 俾��佰ｸ,ﾉ�Xﾘy[������田��｢�

1957　　　　　　　昭和32 兌h嶌ﾞ�]ｸﾎﾈ効醜樢末�79;儻ｸﾊx,�*�*�.冕��ﾘﾇﾉEﾈ轌.�9�,ﾈ��ﾖﾉ��栗�ﾂ�

1958　　　　　　　昭和33 兩9,ｸ慂ﾈ�&8�Xｻﾙ7佗ﾉEﾈﾊHｸh檍*ｩj��ﾘﾇﾉEﾈ/�Y��H嶌�8決ﾎ3#�D隴B�

1960－70年代 冕�ﾈ7X�ｸ8�ﾜY�xｯ｢�

1959　　　　　　　昭和34 ��c���7X8ﾘ6(4饅ｩj��ﾘﾇﾉEﾉ�X橙�

1964　　　　　　　昭和39 �8ﾈｹ�4�8ｨ98786(4��9�c�X���8ﾙ�j��ﾘﾇﾉEﾉ�X檍/�ﾇﾈ��5x麌,�ｩ'X,8*��

1965　　　　　　　昭和40 亶ｹgｸ�ﾘ耳ｮ�h�XｬH�86x4ﾈ8X8�985�6ﾘ�ｸ�Y?ｩgｸ,ﾈ靼���h�����田h�｢�

文化庁i「無形の民俗資料記録，i！第1集（～1971） 

1967　　　　　　　昭和42 �?ｩgｸｬ�Y[h嶌ﾊHｸh���{�*�.�*ﾘ-ﾘ.�*ｸ*ﾘ�i�隱x�����塔��｢�

1968　　　　　　　昭和43 兌h峪*��ﾙzr�

アジア民族芸能祭で民俗芸能公開 

1969　　　　　　　昭和44 兌h峪*��yk8ﾆ�,ﾉj��ﾘ��{�ﾉ���ﾇﾉEﾉ](�Yj��ﾘﾇﾉEﾈ�hﾋ������都H�ｨ�87X8ﾘ6(4饅ｩj��ﾘﾇﾉEﾉ�X檍ｴﾉ�/���ﾂ�

1970年代 假�+yYHｼx,兌h嶌攤�Y[h峪�Xｻｸ攤/��ﾙ'R�

自治体による文化ホール（多目的ホール）隆盛 

戦争等で中絶した民俗芸能の復活が盛んに 

29



南本　有紀

西暦　　　　　　　和暦 �,X*ｸ+(,b�

1970　　　　　　　昭和45 ��X6h4(5�4ｨ6��ｸ�X5x887�98�h4ﾈ88987��ｸ92�

大阪万博，「日本の祭り」で民俗芸能公開 

民俗芸能の記録選択開始 

1972　昭和47 1‾573　昭和48 ��Xﾞ9[h峪�XｻｸﾊHｸh檍�8ﾗ9�ﾘ攣��,h+X,H,ﾉ[h嶌�Y[h嶌ﾗ9�ﾘ*ｨ休�8,��

ユネスコ世界遺産条約（自然遺産・文化遺産・複合遺産）を採択 

日本交通公社『るるぶ」i創刊 
i　　　　　　　　　　　　　　　　全日本郷土芸能協会設立 

1974　　　　　　　昭和49 俛�zyj���ｧyH饂渥丶ｨｭ��

昭和50年代 冕��ﾘﾇﾉEﾈ,ﾈ487�986xﾏh�*ｩ�x/�,��

1975　昭和50 1970年代後半 兌h嶌ﾞ�]ｸﾎﾉd�淤�8�9k8ﾆ�j��ﾙ[h嶌ﾞ�,ﾈ轌.������y7愛ｨ跖�8決ﾎ8�9j��ﾘﾇﾉEﾈ,ﾈ轌.�*ｨｶxｻR�

重要無形民俗文化財指定基準を公示 

東京一極集中，「地域おこし」「まちづくり」がいわれはじめる 

「地方の時代」 

1976　　　　　　　昭和51 冕���[h嶌吠�ﾈﾊHｸh��ﾙzr�

平野文明「無形民俗資料の収集・利用の意義と問題点」（i「日本民俗学1日106） 

日本民謡まつり・アジア太平洋うたとおとりの祭典（～1994） 

高山屋台保存会結成 

1978　　　　　　　昭和53 ��Y[ﾙ�9di�ﾘﾟHﾊHｸh檍��68��78�8ﾙ�徂ﾕﾉ�ｨ�ｨ,X�Y&饑ｸ,ﾈ鳬�8�h�Y[h嶌,ﾈ鳬�8�i/�Ⅸ�

春慶塗春慶技術保存会結成 

1979　昭和54 1981昭和56 �ｩ�闔ｩV��:��

サントリー地域文化賞創設 

第1回文化行政シンポジウム 

音声・映像記録も対象にした無形民俗文化財記録作成事業費国庫補助 

国立歴史民俗博物館開館 

儀礼文化学会発足 ‾‾丁で元3　　　　　昭和58 兌h峪*�*ｩ&闔i[h嶌ﾏy┴�)Uﾈ�(/�､ｨ趙�

‾有料　　　　　昭和59 冕��ﾘﾇﾉEﾈｧx檠Jﾙ�ｲ�

1985　　　　　　　昭和60 �,(*ﾘ,陷逢yH��9j��ﾘﾇﾉEﾈﾏh､｢�

1988　　　　　　　昭和63 �-8.�+8,i���h耳壓苓馼ｼb�

岐阜県地域活性化対策協議会」地域活性化のための伝統文化（民話・伝説）調査報告書′ 

1990　　　　　　　平成2 �?ｩj��ﾘﾇﾉEﾈﾊHｸiw��(ﾘi<���Yj��ﾘﾇﾉEﾈ,ﾉY��H�8�/�-�*�,�,H�h���c����8ﾙ�&韲Xｸ�5H7�6(6r�

民俗芸能研究の会　第一民俗芸能学会（～1＿築1） 

1991　　　　　　　平成3 �6�7X8ｹ_h�2�

1992　　　　　　　平成4 �?ｩgｸ*ｨ8h6ﾈ5�5)�(､X�(蝌��o�/xﾈｲ�

地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律（おまつり法） 

民俗芸能学会大会シンポジウム「民俗芸能とおまつり法」 

愛知大学結合郷土研究所講演会「過疎が及ぼす民俗芸能への影響」 

第1回YOSAKOiソーラン祭り 

1993　　　　　　　平成5 冕��ﾘﾇﾉEﾈｧx檠�X檍5h987ﾈ5x4X8��Yj��ﾘﾇﾉEﾈ,ﾈﾇ��8�Y&i�(�XﾜI�h�b�

第1回地域伝統芸能全国フェスティバル 

1995　　　　　　　平成7 俥9���Y%yч�Y�ｸﾝ�,�.h.��X7ｸ8�986X4(4�ﾋ9D��h�9�ﾙ[h嶌ｺI�h�T����蒿t��:�*ｩ�x/�,��

白Iii郷・五箇山の合掌造り集落を世界遺産に登録 

1996　　　　　　　平成8 俛�ﾝｹj��ﾘﾇﾉEﾈ7H4h5�6X4(6�8ｸ����#����｢�

1998　　　　　　　平成10 ��8ﾙ�&韲Xｸ��xﾘｺhｶ8檠Jﾙ�ｲ�

全国獅子舞フェスティバル開始 

1999　平成11 2000　平成12 兌ﾙ�ﾈ,ﾉ�Xﾘy[�����#��h�｢�

第1回東京国立文化財研究所民俗芸能研究協議会，テーマは「復活と継承」 

第1回全国こども民俗芸能大会 

総合的な学習の時間（総合学習）導入，段階的に開始 

第12回民俗芸能学会シンポジウム「民俗芸能大会のこれまでとこれから」 

2001　　　　　　平成13 冕��ﾘﾇﾉEﾈ轌;��(ﾊH�8橙�

ふるさと文化再興事業（～2010） 

2002　　　　　　　平成14 ��:�+ﾈ���Y&饑ｹ78�8,�*�*�.豫�X嶌,僵ｨ*H�XﾝY~xﾅ��V�,ﾈﾜI])�ﾈ�i�ﾙ?ｩgｹj��ﾘｧy?ｨ��#3��｢�

2003　　　　　　　平成15 �8h6ﾈ5�5)k8ﾆ�[h嶌�(蝌��o�/�ﾜﾉ���

東京文化財研究所・無形の民俗文化財映像記録作成中協議会 

東京文化財研究所・伝統文化活性化国民協会が無形文化財記録所在アンケート調査（～2004） 

民族文化映像研究所から「日本の姿」シリーズ 

日本民俗学会ミニシンポジウム「民俗調査の現場から　変貌する現代社会と民俗学」森栗茂－「近代都市の災害と地 

蔵　まち創造における民俗学の役割」 

伝統文化子とも教室（～2010，以後，伝統文化親子教室） 

2004　　　　　　　平成16 �?ｩgｸ*ｨ8h6ﾈ5�5)k8ﾆ�[h嶌�(蝌��o�/�/xﾈｲ�

愛知大学結合郷土研究所講演会「まつりのふるさと・どうする故郷」 

伝統文化研修セミナー開始 

文化財保護法改正により文化的景観・民俗技術が保護対象に 

第1回「地域の伝承文化に学ぶ」コンテスト（国華院大学） 

2006　　　　　　　平成18 �8ﾈｹ饉h嶌ﾞ�ﾊHｸh�淤�x,�.h.杏ﾉEﾉYH*ｩk8ﾆ�[h嶌�(蝎YH,��

橋本裕之『1民俗芸能研究という神話」 

金賞貞「無形民俗文化財指定と新たな民俗芸能の創出」（日民俗芸能研究：41） 

東京文化財研究所が無形民俗文化財の保存・活用に関する調査研究（～2010） 

東京文化財研究所i「民俗芸能の上演目的や上演場所に関する調査研究報告書十重 

滝谷美紀，農業・生物系特定産業技術研究機構　U民俗芸能の伝承活動と地域生活＿」」 

平成の大合併終了，以後，祭礼の簡略化（民俗芸能休止・神事のみ）が進む 

2007　　　　　　　平成19 ��c����8ﾙ�ﾘ(ﾕｩ�i��讓7H4(�ｸ8�8���=驂y�Xｧx�｢�

大鳥暁雄i∴」無形民俗文化財の保護　無形文化遺産保護条約にむけて」） 

俵木悟「無形民俗文化財映像記録の有効な保存・活用のための提言」（什、無形文化遺産研究報告11） 

花祭り（愛知県）17ヶ所のうち2ヶ所の伝承地で休止 

2008　　　　　　　平成20 兌h峪*��Y¥�X,ﾈｮｸｴ�,�*�.冖8ﾆ�,ﾉj��ﾙ[h嶌ﾞ�,ﾈｴﾉ�ﾞﾉ�ﾈ,ﾉ�I�倬hｼb�

東京文化財研究所　廿無形民俗文化財映像記録作成の手引き」i刊行・配布 

日本がユネスコ無形文化遺産第1回申請 

民俗芸能学会第121回研究例会「民俗芸能を活用した町づくり　備中神楽の継承の一形態」 

iTi月刊文化財』540特集「民俗芸能の公開について　ブロック別民俗芸能大会50回を記念して」 
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復活する祭礼と民俗芸能　東日本大震災と岐阜県の事例から

西暦　　　　　　和暦 �,X*ｸ+(,b�

2009　　　　　　平成21 �?ｩgｹj��ﾘｧx檍ﾏh､ｨ5h987ﾈ5x4X8��Yj��ﾘ,ﾈ�y���)�ｸ�h,hﾋｹ�8��檍�b�

角美弥子「無形の文化財としての芸能の保存・継承に係る保護制度の運用に関する一考察」（i「音楽芸術マネジメント」11） 

星野紘　帰寸の伝統芸能が危ない』 

ユネスコ無形文化遺産に各国推薦が始まる，指定文化財からの順次推薦方針 

2010　　　　　　平成22 兌h峪*��Y&闔i6�9ﾙ[h峪�ﾘﾘxｨ��ｸ嶌馼ｼb�

文化庁・ふるさと文化再興事業 

文化庁・伝統文化ことも教室事業 

岐阜県で「ふるさと教育週間」設定 

iJl日本民俗学ユ264小特集「民俗学と記録映像」 

福田裕美「民俗芸能の保護をめぐる文化財政策の研究I」仕音楽芸術マネジメント后2） 

2011平成23 2012平成24 �8ﾉ?ｩgｹ�Y�ｸﾝ��

日本民俗学会東日本大震災関係シンポジウム「震災の記憶と語り　民俗の再生へ向けて」 

民俗芸能学会が福島県域の無形の民俗文化財被災調査（～2013） 

さいたま民俗文化研究所等が東日本大震災民俗文化財現況調査（岩手県）（～2012） 

東北大学等が東日本大震災に伴う被災した民俗文化財調査（宮城県）（～2012） 

民俗芸能学会第136回研究例会「東日本大震災被災地の民俗文化財報告会」 

福田裕美「民俗芸能の保護をめぐる文化財政策の研究Ⅱ」（『音楽芸術マネジメント：！3） 

文化庁・文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業 

日本民俗学会第864回談話会「映像民俗学の新展開」遠藤協「えんずのわりの子ともたち　東松島市宮戸島におけ 

る震災と民俗行事の再建」 

岐阜県で「岐阜県ふるさと教育表彰」表彰開始 

第8回全国高校生歴史フォーラムから奈良県・奈良大学共催に 

旧本常民文化紀要」129特集「歴史教育と文化財の保存・活用をめぐる研究」 

星野紘　U過疎地の民俗芸能の再生を願って川 

2013　　　　　　　平成25 �8ﾉfｹ�Xｧy8ﾉfｸ4�5x4�ﾊHｸh5ｨ985��ｸ5h987ﾈ5x4X8��Yj��ﾘﾇﾉEﾈ,hﾝY~x*�.x-ﾘ+ﾙ&闔iYﾈｻｸ�b�

ユネスコ無形文化遺産第5回審査で「和食」を登録，指定外からの推薦 

日本民俗学会国際シンポジウム「無形文化遺産政策のホットス米ソト・中国」 

日本民俗学会第870回談話会「映像記録作成のあり方　無形民俗文化財の保護手法」 

東京文化財研究所「無形文化遺産情報ネットワーク」第1回協議会 

無形文化遺産情報ネットワークが無形文化遺産マップをネット公開 

2014　　　　　　　平成26 �8h6ﾈ5�5)k8ﾆ�[h嶌�(蝎�ch���(ﾛ�,X�Y��鑄�h/�ｦy*8�X耳ｨy�ﾉ���96���

無形文化遺産情報ネットワークiT’東日本大震災被災地域における無形文化遺産とその復興［ 
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川村清志，2013，近代に生まれた「民謡の里」麦屋節とこきりこ唄を中心に（青木隆浩，地域開発と文化資源，岩田書院）

郡上おど）史編纂委員会，1993，歴史でみる郡上おど），八幡町

朝日朝刊19470816

岐阜朝刊19510908

岐阜朝刊19530214

藤本嬰，2011，無形民俗文化財の調査記録に関する提言　奈良県の祭り・行事および民俗芸能の調査を通して（奈良女子大学文学部研究教育年報　8号，2011年8月）

曽我部一行他，2007，日人類学雑誌』考　民俗学の揺藍期（成城文聾　201号，2007年12月）

年表（表4）と照らし合わせると，社会変動・経済政

策と文化財保護政策と地域の民俗芸能復興が連動してい

ることが窺えるのではないだろうか．

ところで，民俗芸能の周辺として民謡と民話に目を転

じれば，同様の傾向を指摘できる．ここでは，先行研究

に詳しい民謡（とくに新民謡運動）については省略して，

伝説・民話について見ていこう．

表5によれば，1950年代から90年代にかけて100を超

えるような長大なシリーズ連載が，新聞紙上を飾ったよ

うすが窺える．これらの連載は掲載終了後，伝説・民話

集として印行される場合が多く，それを反映して，1970

－80年代にこうした郷土伝説・民話集の刊行が相次いで

いる．そういえば，当時，観光地ではご当地民話集が土

産物店に並んでいたことを思い出す．民謡・民話・民俗

芸能は連動して，地方にひとびとの「心のふるさと」を

見出していた19のである．
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表5　新聞連載（伝説）

連載 倩il｢�時期 

伝説めぐり 弍)Xﾉ*亂r�1951－08－08 

山の伝説 冑�?ｩ*亂r�1952－07－08 

濃飛伝説百話 弍)Xﾉ*亂r�1953－1954－04 

続演飛伝説百話 弍)Xﾉ*亂r�1955～ 

東海伝説の旅 �*�?ｩuｸｪr�1956－01－02 

美濃・飛騨伝説の旅 冑�?ｩ*亂r�1957－09－12 

郷土の伝説 冑�?ｩ*亂r�1969－04－1971－12 

伝説・民話ふるさとの民話 冑�?ｩ*亂r�1978－05－1979－12 

伝説・民話　お母さんが集めた可児の昔話 弍)Xﾉ*亂r�1979－01－04 

飛騨の昔話 �(i?ｩ*亂r�1984－08－10 

続・飛騨の昔話 �(i?ｩ*亂r�1985－01～ 

飛騨の昔話（※新シリーズ） �(i?ｩ*亂r�1986－01－02 

ふるさと民話伝説シリーズ 弍)Xﾉ*亂r�1989－07－09 

西美濃伝説紀行夜叉ケ池の雨乞い伝説 弍)Xﾉ*亂r�1997－05－08 

古里讃歌飛騨点々累々・伝説 弍)Xﾉuｸｪr�1999－01－02 



南本　有紀

4　郡上の風流踊り

最後に，不定期挙行を繰り返しながら，伝承されてき

た耶上市の風流踊り（掛踊り・太神楽）について概説す

る．前節の復活とは別の文脈の現象である．

これは，芸能史では，中世の「風流拍子物」に由来す

るもので，太鼓と鉦を打ち鳴らしながら踊る風流踊りの

「中踊り」と，その外側を仮装姿の手踊りが輪踊りの「側

踊り」となって取り囲む芸能である．後者は，近世，独

立して盆踊りに展開したといわれる20．

表6　郡上の掛踊り一覧

町 偖yx��神社 �������伊勢 神楽 乂ﾉw�.��備考 

明宝 亂i�R�白山神社 寒水1203 �� ��ｲ�母袋より伝播 

八幡 �ﾘ��河鹿神社 ��× ��2�3年おき賀喜踊り，寒水または中 神路より伝播 
初音河鹿1087－2 劔昭和初期まで夜公演の伊勢神楽は 吉田より伝播 

八幡 �-維"�百合若神社 ��× ���-b�10または十数年おを慶事・祝典時 
有坂字炭竃177 劔神路より伝播 

大和 �(i����白山神社 神路2050 ��∴∴ ����＜（1977）→× 

大和 冏��八幡神社 水神神社 明建神社 牧817－1 白山神社 八幡神社 ��／＼ ��"�棄水より伝播 試楽；元兼八幡・木舵手水神・明建． 本楽；三田白山・三田八幡・明建 

大和 佶R�会則神社 剣325－1 ���-b� ��ｨ�ｸ�B�○（1977）→△ 

大和 �8ﾙ�XｭHﾊ��多賀神社 大間見312－1 八幡神社 大間見719 白山神社 大間見863－1 �� ������ 

大和 冓ﾈ�｢�熊野神社 万場670 高宮神社 万場2273－1 �� ��ﾈ��� 

白鳥 �(i,8壺�白山・八幡神社 ��ｨ�B�× ���-b�嘉喜踊り 

白鳥 佰ﾈ揵�ｩ|r�神明神社 向小駄良551 ��ｨﾚ���� ���-b� 

白鳥 刔ｨ6ﾙz"�白山神社 六ノ里1504 ��ｨ�B� ���-b�3－5年おき 

図2　郡上の掛踊り伝承地

i∴∴「誹 

、　胴醐　鯨六ノ垂白山馳ii 
！ ）向小駄良‡闇持社iノ 

1日脚〔1、1 、I l＼，． I j 子方堤熊野楕社服i 

万瑞i高富持社÷　ii高相見多賀持　rii 

剣鋤社、i調結社 

l ＼′．1 －11、 千・｝ ！“ 、－←ヽ 

†　　　　　　　　l　　　　　　　　撒上人嬉館 

唖）　ノrii堀iiIi謝 
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腹部に太鼓を抱えて踊る太鼓踊りは，近畿地方を中心

に広く分布しており，岐阜県内でも滋賀県境に濃厚であ

る．郡上の掛踊りもそうだが，雨乞い踊りの伝承を持っ

ものが多い．雨乞いの願掛けのため不定期に舞われたと

いわれている．

郡上市内では11ヶ所にこの「掛踊り」が伝承しており，

毎年上演する1ヶ所を除いて3年～数十年の不定期上演

を行っている．そのようすを，年表（表7）で示した．歴

史的には，60年に一度とされる伊勢神宮の御鍬祭り　の神

賑で行われることが多かったが，慶事祝賀でもたびたび

奉納されている．

表7　年表（掛踊り）

西暦 刎�~�� ��ｨ��できごと 

1498　明応7 � ��僮)+��｢�（大神楽奉納） 

1559 �刔ﾃ"� �ﾘ��束殿山城落城（遠藤盛数が東常慶を滅ぼす）戦 
勝報告を契機に開始 

1600 佝9+sR� �(i,8壺�関ケ原合戦東軍勝利を祝って嘉喜踊り開始 

1667 亅�[cr� ���揵nﾈ�｢�（大神楽・奴踊り奉納） 

1682 �5i��"�御鍬神が郡上 佶R�神路から踊りをかける（剣の掛踊り発祥），後に廃 
巡村（D 剞� 

1687 �.XｹﾓB� 僞��R�奥の宮標札 

1703 侏9��b�（御鍬祭り） �� 

1709 兩8俣b� 亂i�R�母袋（または栃洞）から観音像・掛踊りが伝わる 

1742 亅�]ｳ"�御鍬神が郡上 佗H���大閲見から踊りを掛ける 巡村（う �ﾘ��御鍬祭り奉納 

母袋・東俣・牧では田打ち踊り等で御鍬神送迎 

1764 冖驢��� 冏��奉納（太鼓記銘） 

1767 冖驢�B�（御鍬祭り） �� 

1770 冖驢�r� 冏��奉納（太鼓記銘） 

1781 �5ik��� �I�R�奉納 

1789 亅��ﾓ�� 冏��奉納 

1795 亅��ﾓr� �8ﾈｹ��奉納 

1797 亅��ﾓ�� 冏��奉納 

御鍬神が郡上 冏��御鍬祭り奉納 

1802 仍ﾙ��"�巡村（り �ﾘ��雨乞い奉納 口大間見 兩)Eｲ�

粟巣筋（中神路）が御鍬祭り総取り持ちで掛踊 
り奉納 

1809 兌h峙b� �(i,9���北海運国泰寺万全により再興 

1811 兌h峙�� 冢�����奉納 

1813 兌h峙��� 冏��奉納 

1820 兌i�ﾓ2� 亂i�R�奉納 

1821 兌i�ﾓB� 冏��奉納 

1825 兌i�ﾓ�� 亶��奉納 

1827 兌i�ﾓ���（御鍬祭り） �� 

1828 兌i�ﾓ���御鍬神が郡上 兩｢�g��御鍬祭り奉納 
巡村（D 剿ｾ建神社で刃傷事件のため拝殿等再建へ 

笠松代官が御 鍬祭りを禁ずる 剏羡蜉ﾔ見・小間見（合同），剣で掛踊り奉納 

1830－43 �5i]ｹD隴B� �I�R�東俣村庄屋宛祭礼招待状 

1830 �5i]ｳ�� 亂i�R�このころ大名行列が加わる 

1840 �5i]ｳ��� 冏��奉納 

1844 儘�ｳ�� 冏��明建神社落慶，芸神楽（伊勢神楽）奉納 

1846 儘�ｳ2� 冏��掛踊り派と芸神楽派が対立 

1849 �8俣"� 冏��(i,8壺�少人数での挙行，雨天順延を届出 
拍子打・弱鼓記銘 

1859 ���ﾓb�御鍬神が郡上 ��申神路・粟巣筋（母袋・西俣・東俣・牧総取り持 
巡村（亘） 凾ｿ）で掛踊り 

1862 兌hｷc"�御鍬神が郡上 巡村¢） 冏��掛踊り記録なし 

1868 佝8吶H�R�k韭��� 亂i�R�神仏判然令により掛踊り奉納が数十年中組 

8 
1875 冖韭��� 亂i�R�八朔から10月1日に祭礼日を変更 

1877 冖韭���� 冏��奉納 

1887 冖韭�#�� 弍ﾉ�R�演劇興行を契機に掛踊り復活を計画 

1888 冖韭�#��（御鍬祭り） 冏��奉納 

1893 冖韭�#b� �I�R�北海道移住に際し，復活関連資料を書写 

明治末 � 亂i�R�このころまで母袋から拝殿踊り，踊り納めに参加 寒水 俤Y~y?ｨ/�ﾋｸﾗ3佇�,兔���8卻,ﾈｪ�)Eｸ*�.xｬ���

遷座に 



復活する祭礼と民俗芸能　東日本大震災と岐阜県の事例から

西暦 刎�~�� ��ｨ��できごと 

1913 ��Y�3"� �(i����雨乞いのため嘉喜踊り奉納，以後雨乞い歌は封 河鹿 �+i[h,��

5社を合祀 

1914 ��Y�32� �ﾘ��中絶後，合祀を機に毎年奉納するように 

1915 ��Y�3B� 冏��大正天皇御大典祝賀で奉納 

1916 ��Y�3R� �I�R�復活関連資料を再度書写 

1922 ��Y�3��� 冏��奉納 
剣 �8ﾙ�XｭHﾅｨ.h.咽�ﾎ�w�.�6�FB�

昭和初期 � �ﾘ��このころまで夜は伊勢神楽 寒水 ��Xｧﾉw�.��h,ﾉUﾈｴﾈ/�ﾜﾉw��

案水 ��Ykﾈﾗ9����-�,ｸ.�7ｨ�ｨ/�?ﾈ.ｨ.�*ｨ�8竧.�.(-��

1928 傴ｩ��2� 冏��奉納 

1936 傴ｩ����� 冏��奉納（太鼓記銘） 

1947 傴ｩ��#"�（御鍬祭り） �� 

1948 傴ｩ��#2� 冏��戦後復興祈念で「嘉喜踊り」奉納 

昭和25－30年 � �I�R�大名行列が一時復活 

1957　昭和32 凵| 冓ﾈ�｢�中津屋より嘉喜踊りを伝播 

1958 傴ｩ��32� 冏��「嘉喜踊り」奉納 

1959 傴ｩ��3B� �(i,8壺�岐阜県重要無形文化財（のち重要無形民俗文 
化財）に指定 

1960 傴ｩ��3R� 亂i�R�掛踊り保存会発足 

1962 傴ｩ��3r� �I�R�岐阜県重要無形文化財（のち重要無形民俗文 
化財）に指定 

1967 傴ｩ��C"� 亂i�R�睦卜踊調査報告書』干昭子 

1970年代 � �ﾘ��このころから3年に1度奉納 

1970 傴ｩ��CR� 佶R�剣で嘉喜踊り・大神楽を奉納 

1971 傴ｩ��Cb� �;Hﾄ��3年ぶり，略式に奉納，雨天のため中止 

1973 傴ｩ��C�� 佰ｹ�XｭHﾊ��□大間兄で22年．i甲に奉納 
（下葉巣） ���ｩwI�8,S�僖�-D綿,��Y��兩)Eｸ�｢�

（柳町） ��亊ﾘﾉY���,ﾉ�Y���/�ﾊx�wik8ﾆ�[h嶌ﾞ���,ﾈ+��
重要無形民俗文化財）に指定） 

1974 傴ｩ��C�� �ﾘ��正式に奉納 寒水 俛�����j��ﾘﾇﾉEﾈ��,ﾈ+�8ﾆ�j��ﾙ[h嶌ﾞ��ｨ,����
定 

1975 傴ｩ��S�� �(i����25年ぶりに嘉喜踊り奉納 

1976 傴ｩ��S�� 冓ﾈ�｢�嘉喜踊り奉納 
〈奥大間見 ����僖����俟(,��Y��兩)Eｸ�｢�

1977 傴ｩ��S"� 冏��19年／i甲に奉納，女子も参加 

1978 傴ｩ��S2� 佶R�大神楽・嘉喜踊り・全神太鼓（石川県鶴来より伝 （小間見） 僥H�ｩ_)Eｲ�
（30年／i甲に太神楽奉納） 

1979　昭和54 � ���8x�｢�（大神楽・八幡踊りを奉納） 

1980 傴ｩ��SR� ���xﾘx��ｷｸ�"�（日吉神社大神楽を県重要無形民俗文化財に 
指定） 

1985 傴ｩ��c�� ��佰ｹ����｢�（口神路で大神楽奉納） 

1987 傴ｩ��c"� ��冖ﾈ葮YH�｢�（名皿部で大神楽奉納） 

1990 兌ﾙ�ﾃ"� ���8x�｢�（島で大神楽・八幡踊りを奉納） 

1991 兌ﾙ�ﾃ2� ��（郡上おとり400年祭） 

1993 兌ﾙ�ﾃR� 冏��皇太子御成婚祝賀で奉納 

1997 兌ﾙ�ﾃ�� ��傅ﾉnﾈ�｢�（小野八幡神社祭礼を県重要無形民俗文化財 
に指定） 

2000 兌ﾙ�ﾃ�"� ���8x�｢�（島で大神楽・八幡踊りを奉納） 

2007 兌ﾙ�ﾃ���（御鍬祭り） �� 

2010 兌ﾙ�ﾃ#"� 亂hｿ8�����?�?ｩ*ﾈ�｢�9月第2土日に祭礼日を移動 

2011 兌ﾙ�ﾃ#2� 凵i大神楽・八幡踊りを4年／単）に奉納，合祀100 
年・花火200年を記念） 

2014 兌ﾙ�ﾃ#b� �ﾘ��河鹿で賀喜踊り奉納，前回雨天のため6年／iり 

牧 �,ﾈ､ｨﾜ2�

（島） 冏�,Xｧﾉw�.�/�#�D�-H.�,兩)Eｸ�8ｴﾉ��3#���mｨ�2�

神社創建700年を記念 

（島で大神楽・八幡踊りを14年ぶりに奉納） 

表中，掛踊り以外の民俗芸能については（　）書にした
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牧史談会，1989，枚史談会会誌

賀春踊保存会，1965，賀春踊由来

平成26年河鹿神社賀春踊り資料

寺田敬蔵，1977，郡上の祭り，郡上史談会

明宝村教育委員会，1993朋宝村史　通史編　下朋宝村

清水昭男，2005，岐阜県の祭りから　5，一つ葉文庫

清水昭男，1996，岐阜県の祭りから，一つ葉文庫

白鳥町教育委員会，1977，白鳥町史　通史編　下，白鳥町

大和町，1988，大和町史　通史編　下，大和町

島七代天神社祭礼で聞き取り（2014）

中日朝刊20110921

岐阜朝刊20110518

中日朝刊20141015

中日朝刊20141005
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掛踊りに特徴的なのは，他地域の太鼓踊りが失った側

踊りを伴うことであり，山鉾・傘鉾状の依代のほか，職，

花笠・田打ちの風流姿の役者，笛と歌の伴奏者に，奴，

さらに，おかめ・大黒の道化，鬼面をつけた露払い等々，

出役者は総勢百数十名を数える．この役者の多さが定期

上演を困難にしているのだが，とにかく壮観である．

郡上市内の民俗芸能を概観（表8）すると，興味深い

ことに，掛踊りと分布を重ねあわせるように伝承してい

るのが「大神楽（だいかぐら）」「伊勢神楽（芸神楽とも）」で，

これにも多くの役者が動員される．役者一一覧（衣9）に

よれば，掛踊りと太神楽の役者が共通しており，さらに，

長良川支流の吉田川の支流の川筋ごとに点在する集落そ

れぞれに，関連しあう芸能が伝承されている．ちなみに，

御鍬様（御鍬祭りのご神体であるミニチュア木製鍬）が

巡村したときもこの川筋ルートを北上するコースがとら

れた21．

さて，この風流踊り圏の）杉戌と繰り返される復活はど

ういう意味を持つのだろうか．いまのところ，筒音の力

量不足により，前節のようなわかりやすい要因を示せず

に節を閉じざるを得ない．大方のご教示を請う次第であ

る．

表8　郡上市民俗芸能一覧

○毎年　＜不定期　×廃絶

町村 偖yx��大神 楽 ���������掛踊 り �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

奥筋　　高鷲 �-�.�*ｨ,ﾂ� �� 倩(��Y�����末��ｩOh�8*�.x�x.茨8*�+ﾘ�ｨ�ｲ�

西洞 ���� 亦�神社での獅子舞奉納は毎年やっている．（道 行き含めては，5年に1回） 

鷲見・上野 ��ｨ�ｨ�B� �3年おき 

鮎走 ��ｲ��ｨ�ｩ?��B� �� 

切言 � ��3年おき 

大鷲 ��ｲ� �� 

吉岡 ��ｲ� ��大鷲白山神社の前日　大字は大鷲 

牛道筋　白鳥 �)�ﾘｯ"�× �� 傴ｩ��CiD����都��ｨ*ｨﾜXﾎ2�

六ノ里 ������ ������3～5年おき 

野添 ���������� ��奥大間兄より伝播（安永2・1773）拝殿踊 り○ 

中西 ������ �� 

恩地 ���-b� �� 

白鳥 ��ｲ� ��拝殿踊り○ 

為真 ����x��� ��5年おき 

那留 ���-b� �� 

越佐 ���� �� 

大島 ��∴∴ ��大；6－7年おき 

中津屋 ��������× ����x�����嘉喜踊り 大；大閲見より伝播 

石徹白 � ��巫女舞○ 

前谷 ��ｨ�h�B���拝殿踊り○ 

歩岐島 ���-b� ��－ 

長滝 � ��六日祭り（延年）○ でででん祭り○ 

二日町 � ��八幡踊り（／／／＼＼＼言島より伝播 

向小駄良 ��ｨ���B� ��ｨ����� 

栗巣筋　大和 竸ｩ�ﾂ�，／＼ �� ��

上乗巣 ������ ��大間見または下葉巣より伝播 

下葉巣（西俣） ��ｨ�B� ��大閲見より伝播（明治6・1873） 

「青石‾‾‾‾‾ ����× ��網笠踊り×　　※要確認 



南本　有紀

町村 偖yx��太神 楽 ���������掛踊 り �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

牧 ��∠〈ゝ ���-b�七日祭り○ 案水より伝播 伊；尾張神楽（芸神楽），大島より伝播（天保 15・1844） 

徳永 ��ｩ?��B�× ��島より伝播（大正初） おおむね5年おき→近年，十数年おき 

島 ������ ��八幡踊り（奴踊りとも）△ 

名皿部 ��ｨ�B� ��大間見（島がより伝播，創作とも（明治末） 

小間見 ��ｨ�B� ��大閲見より伝播（明治5・1872） 

奥大間見 ��靺��B� ��津島→口神路より伝播 

大間見 ��ｨ-h��� ��伊勢→□神路より伝播→おそらく奥大間見 

口大間見 �� ����������中神路より伝播 

中神路 ��∠＼ ������ﾂ����雨乞い・鎌倉発祥伝承あり 伊；尾張神楽（芸神楽），吉田より伝播（昭和 8・1933） 

□神路 ��ｨ�B�∴∴ ��川崎踊り公 伊；伊勢より伝播（享保年間・1716－35） 

河辺 i ����／＼ ��大差手殿焼失により廃絶（明治27・1894） 伊；尾張神楽（芸神楽），吉田より伝播（大正） 三番宴∠〈＼（伊勢神楽とともに奉納），鎌倉より 伝播 

万場 �� ��ｨ�h�B�中津屋より伝播（昭和32・1957） 
－ ����������ｨ耳���嘉孟踊り 

剣 劔廃絶後，新たに口大閲見より伝播（大正11・ △ ���#(�｢��X�y�X虜ﾊ�.h.�6�FH�冖韭�X�S�ピ(�｢�

明方筋　明宝 俥)gｲ� ���� 儖ﾉEｨ.h.�6�FH���Y�3�(�S��#8�｢�

奥住 ��ｲ�／＼ ��※要確認 

小俣木 ��○ ��新神楽（ほぼ伊勢神楽）○白金より伝播 （明治22－23・1889－90） 

鎌辺 ��ｲ� ��畑佐より伝播 

奥長尾 ��× ��束気良より伝播（明治15・1882） 

畑佐 ��ｲ� ��八幡より伝播 

小Iii ��ｲ� ��男踊り女子踊り○ 

二間手 ��ｲ� ��大谷より伝播（天保・1830－44） 

西気良 ��ｲ� ��男踊り・大；小Iiiより伝播 男踊り× 

東気良 ��○ 刪ﾉ；吉田から伝播（明治初） 

寒水 �� ��ｲ�母袋より伝播（豊永6・1709） 

大谷 ��ｲ�× ○ ��大伊；神路より伝播（文政・1818－30） 

上保筋　和良 ��97仍�� � ��

下士京 ��ｲ� �� 

方須 ��ｲ�× �� 

安郷野 ��× �� 

鹿倉 ��○ �� 

宮代 ��ｲ� ��－ 

上う尺 ��ｲ�○ ��山車神楽○ 

上保筋　和良 �ｩ�"�○ ��ｲ� ��

下洞 ��ｲ�○ �� 

上條筋　和良 囘�踪ｭｲ�○ �� ��

野尻 ��ｲ�× ��－ 

宮地 ��ｲ�○ ��山車神楽○ 

椋野 ��ｲ� ��－ 

－ �8ﾉnﾂ�○ �� 伜(鋹����ｸ�����駅hｦﾙDb�

田平 ���-b�× �� 

小駄良筋　八幡 傅ﾈｷi�ｸﾊ��○ �� ��X鬨,ﾙtﾉ^B�

市島 ��ｲ���－ 

吉田 ��○ �� 

川佐 ��8�ｨ�B�× ��市島から習った 

田尻 ��○ ��大正天皇御大典の時，加茂郡より師を招い て習った 

示里芋 ��ｲ� ��奴踊り○ 

－ �xﾘx��I8h�｢� ���� 偸HﾝX.�,ﾉ?ｨ,���h,ﾈ-ﾘ.(,�,H*(.��
八鴫」L →岸剣神社 ��ｲ� �� 

八南毒 →日吉神社 ��ｲ� �� 

‾石高‾ 凵~ ��ｩ?����3年おき 賀喜踊り，案水または中神路より伝播 

伊；吉田より伝播 

－ 佻ﾉ*ﾂ� �� ��

中桐 ��ｲ� ��奴踊り○　　大字は初音 

坪佐 ��× ��ｨ�h�B�10または十数年おき慶事・祝典暗 中神路より伝播 

竜牙 ���� �� 

即納 偖yx��太神 楽 ���������掛踊 り �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

大洞（稲成） ��ｲ� ��日吉から一式ならった 

入間（大洞） ���-b� ��休止中　白鳥の牛道から習う 

中野 ��ｲ�× ��中野と穀兄は合同 

穀見 ��× �� 

宇脅良 ��ｲ� ��子どもがいないので大人だけで実施 

高畑 ��ｲ� �� 

那比 ��ｲ� �� 

千虎 ��○ �� 

亀尾島 ��× �� 

小駄良筋　八幡 ��ﾈ�8ﾋB�○ ���� 儖ﾉ¥��ｩ�Yn�*�.x�,�+ﾘ���Y�8�｢�
－ 傅ﾉ=�B�／＼、 �� 兌ﾙ�ﾃ��D�.h.姐育��

野々倉 ���� �� 

洲河 ������ ��平成11年より休止中 

夕含 ������ ��H21より休止中 

実直「‾ ��ｲ�× �� 

鬼畜‾‾‾ ��ｲ� �� 

安久田 ���� �� 

下川筋　美並 僭靈B�○ �� ��

深戸 ��ｲ� ��－ 

相戸 ��× �� 

くじ本 ��ｲ� �� 

二日市 ��ｲ� �� 

杉原 ����× �� 

粥川 ��ｲ� ��－ 

上市場 ���� �� 

上苅安 ��ｲ�× �� 

下苅安 ��ｲ���� �� 

高原 � ��粥川と一緒に星宮で実施 

福野 ��ｲ� �� 

下苗 ��ｲ� �� 

大矢 ��ｲ� �� 

勝原 ��○ �� 

半在 ��× �� 

※出典

和田清美，2011，明宝寮水史

太田成和，1961，郡上八幡町史　下，八幡町役場

平成26年明建神社大祭礼関係資料

牧史談会，1989，枚史談会会誌

賀喜踊保存会，1965，賀春踊由来

平成26年河鹿神社賀喜踊り資料

寺田敬蔵，1977，郡上の祭り，郡上史談会

明宝村教育委員会，1993，明宝村史　通史編　下，明宝村

清水昭男，2005，岐阜県の祭りから　5，－つ葉文庫

清水昭男，1996，岐阜県の祭りから，一つ葉文庫

白鳥町教育委員会，1977，白鳥町史　通史編　下，白鳥町

大和町，1988，大和町史　通史編　下，大和町

岐阜朝刊20110726

監修：郡上市教育委員会　岩井彩乃
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復活する祭礼と民俗芸能　東日本大震災と岐阜県の事例から

表9　役者一覧

坪佐 

ダシの花持ち ���

田楽持ち ���

露払い �"�

先箱 �"�

剣振り 釘�

長刀振り 釘�

大将 ���

弓持す‾‾ �"�

鐘ひき ���

拍子方（シナイを負う） 釘�

おかめ ���

笛吹き 唐�

大敗 澱�

小娘 ����

田打ち ��2�

唄下し 釘�

花笠 ��"�

重吉 ���

オキナ ���

市平 ���

計 都��ﾂ�

出典．郡上八幡町史下

河鹿 

昭和46（1971） 剳ｽ成26（2014） 

火の用心 ���火の用心 ���火の用心 ��

すっとこ ���すっとこ ���スットコ ���

出しの花 ���出花持ち ���ダシの花（AET） ���

峨 ���職持ち ���笠木（AET） ���

笠木 ���笠木枠ち ���峨 ���

警護 ���御幣 ���けいご（婦人会） ��

先箱 �"�大将 ���先箱 �"�

鳥居振り 釘�お側付き（中児） 釘�鳥居ヒネi） 迭�

槍振り �"�警護（＋数名） ��槍 釘�

鉄砲 �"�先箱 �"�鉄砲 釘�

弓 �"�鳥毛振り 釘�弓 ��

素奴 唐�槍振り �"�けいご（婦人会） ��

警護 �"�鉄砲持ち �"�伍平 ���

大笠 ���弓持ち �"�大将 ���

五平　　　　11 剔蜉} ���オソバ �2�

大将　　　　」　　1 剩綜q替 ���剣ふり �"�

拍子 釘�

鐘引 �"�

拍子替 ���

けいご（婦人会） ��
ぺ‾！▼‾ 釘�

由 

おかめ �"�

けいご（婦人会） ��

音頭 迭�

童歌 釘�

大黒 ���

ささら �"�

田打ち 湯�

オリバ（うち大刀持ち2 釘�おかめ �"�

警護 ���音頭師 釘�

剣振り �"�剣振り �"�

拍子方 釘�拍子方 釘�

鐘ひき �"�鉦引き �"�

1　　4 

1 

10 

2 

12 

12 

20 

「面子替え　　il �;h慊�

L呈重＿　　⊥　2 ��XﾙR�

笛吹き 

ささらすり 

i田打ち（中児） 

花笠（小児） 

しで笠（中児） 

L塾弘幸垣二二二＿l 嶋��*�*(+(�儻y�ﾈ檍�ｨ���

お赤め �"�

音頭 釘�

歌 釘�

賀董 ���

天黒 ���

笛吹き ����

ササラすり �"�

「高市ち ��"�

警護 �"�

花笠 ��"�

警護 �"�

峨 ���

しで笠（現在は省略） �#��

計 ��#��ﾂ�

計 ����c����ﾂ�花笠 途�

職 ���

けいご（婦人会） ��

酒世話 湯�

庶務 迭�

計 塔9�ﾂ�

出典：郡上八幡町史下

牧 

寛政9（1797） 剌ｺ和52（1977） 剳ｽ成5（1993） 剳ｽ成26（2014） 

鑓振り ����出しの花 ���大出し花 ���大出しの花 ���

奴 唐�露払い �"�露払い �"�露払い �"�

しない負太鼓打 釘�大鳥毛　　　　　10 剞謾｠　　　　　　2 剞謾｠（さきやっこ） �"�

笛吹 釘�大鳥毛（師匠） ���大鳥毛 釘�大鳥毛（おおとりい）係 ���

花籠持 ���お徒士 釘�鏡槍 �"�大鳥毛 ���

田打 唐�殿様（小児） ���星槍 �"�お徒歩 �2�

踊子 �3��お側付き �"�三つ又槍　　　　2 剴a様（男児） ���

計 都9�ﾂ�狸々 �"�大傘 ���お側付（男児・女児） �"�

出典：岐阜県の祭りから 剏武Uり 湯�日傘 ���狸々（鉄砲・弓） �"�

長刀振り ��2�お徒歩 �"�剣（けん）係 ���

剣（師匠） ���お側付 ���剣 迭�

おかめ　　il 剞_主 ���薙刀係 ���

小鳥毛 ��2�殿様 ���薙刀（女児） 澱�

鉦引き �2�お側付 ���おか女（め） ���

拍子（しない） 釘�御幣持ち ���小鳥毛（ことりい）係 ���

拍子（師匠） ���お徒歩 �"�小鳥毛 迭�

笛吹き ��"�狸々 �"�鐘引 �2�

歌おこし 唐�剣振り ����はんや ���

おかめ ���薙刀振り ����拍子係 ���

田打ち（子とも） �#R�おかめ ���拍子 釘�

田打ち（師匠） ���小鳥毛 ����由 途�

花笠（幼児） �#B�鉦引き �2�おか女 ���

花笠（世話役） ���拍子 釘�田打係 ���

白面 ���笛吹き ��R�田打 ��R�

はんや ���歌起し 唐�歌おろし 唐�

拍子木 ���おかめ �"�白面 ���

道化（列外） ��田打ち �#��道化 �"�

計 ��C9�ﾂ�花笠 �#B�計 都y�ﾂ�

出典：大和町史 凾ﾛんや ���出典：祭礼挙行資料 

道化 �"�

白面 ���

計　　149人 

出典：岐阜県の祭りから
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中津塵 

昭和44（1969） 

白玉奴（先奴） 釘�

花笠 ��"�

鉦打 ���

笛吹 途�

拍子打 �2�

素奴＜少年） �#R�

大刀奴（少年） ��"�

師匠 ���

火男 ���

しゃぐま ���

歌おろし 途�

計 都I�ﾂ�

剣 

昭和45（1970） 凵ｦ同　大神楽 

露払い �"�出しの花 ���

玉奴 釘�露払い �"�

長刀 途�奴 釘�

奴 迭�剣 ���

素奴 �#"�長刀（中学生） 澱�

拍子打ち 釘�鳥毛奴 迭�

笛吹き ����御神灯 ���

音頭・地歌 ����東西呼ぼり ���

田打ち（小児） 鼎��おかめ ���

田打ち頭 �"�ささらすり（子とも） ���

道化（列外） ��獅子 ��

計 ���i�ﾂ�神楽堂 �"�

出典：大和町史 剞_楽打ち（子とも） �"�
小太鼓打ち ���

笛吹き 途�

鼓打ち 途�

赤鬼（列外） ���

鼻高（列外） ���

火男（列外） ���

白面（列外） ���

計 鼎i�ﾂ�

申神路 

昭和50（1975） 

露払い �"�

出しの花 ���

田楽 ���

峨 ���

禰宜 ���

矢持ち �"�

傘鉾 ���

先箱 �"�

大鳥毛 �"�

小鳥毛 釘�

剣 釘�

長刀 釘�

奴 唐�

おかめ ���

鉦 ���

拍子禾 ���

拍子打ち（しない） 釘�

笛吹き ����

おかめ ���

田打ち（小児） ��"�

花笠（幼児） ��"�

歌うたい 迭�

一兵衛（列外） �"�

鼻高（列外） ���

計 塔9�ﾂ�

出典　大和町史

島 

平成26（2014） 

出し花 �2�

神楽峨持ち ���

田楽（御神体） ���

東西呼ぼり ���

露払い（唄人） 唐�

大枚 釘�

小娘 唐�

ささらすり（小児） ���

獅子振り 湯�

神楽峨持ち ���

大太鼓・太鼓打ち（小児） �"�

大太鼓・太鼓堂持ち �"�

小太鼓打ち ���

笛吹き 唐�

鼓打を 唐�

寅吉　　　　　　　　　　1 

計 鉄��ﾂ�

出典　祭礼挙行資料
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おわ　り　に

概観したように民俗芸能は，われわれの思った以上に

変化してきた．とくに，昭和20－30年代までは新民謡

運動にみるような，現代の眼で見れば，かなり思い切っ

た創造的な形成があった．原型保存を第一にする，こん

にちの文化財保護の方法は，変化という民俗芸能の本来

的な特徴を無視して，文字通り制度の枠にはめ込んでし

まう22．はたして，変化は民俗文化財にとってマイナスな

のだろうか．発展というプラス面に評価することはまち

がいなのだろうか2：）．YOSAKOTソーラン祭り（北海道札幌

古）のように，実際に，祭礼を創出し，しかも，成功し

ている事例21もあるのだ．

指定は，「凍結保存」25になるだけでなく，むしろ，積

極的に変化の引き金になり得る．例えば，指定のために

伝承者や文化行政担当者等が改変（意識・無意識は別と

して）する事例も報告されている2（－．

加えて，国・都道府県・市町村という指定の階梯に，2009

年からユネスコ無形文化遺産が加わった．日本国内の文

化財保護法における指定制度とユネスコの登録制度とは，

レベル的な関連づけがあるわけではないが，海外からの

評価付けに弱い日本27では，今後，ユネスコ無形文化遺

産の権威化が容易に想像される28．当初，重要無形文化財・

重要無形民俗文化財・選定保存技術のうち原則として指

定中の早いものから順に推薦するとしていた国は，登録

数の制限等のユネスコの対応を受けて，指定枠外の「和

食」（2013年登録）や既登録案件に複数の指定文化財を

追加する肱張提案をした「和紙」」（2014年登録）など，

日本政府としての提案方針を変更させている2°．

本稿で紹介したように，岐阜県には，芸能史的に興味

深い民俗芸能が広域的に伝承され，いまなお，活発な上

演が行われている．過疎傾向とはいえ，伝承者等の意識

も高い．その行く末を案じつつも期待している，公立博

物館を含む文化財保護に携わるひとりとして，今後の動

向に注意深い眼を「帥ナたいと思っている．

1例えば，有形文化財では，［国立歴史民俗博物館，

2012］［自席真吾，2012］が文化財レスキュー活動を概

括している．無形民俗文化財では，［東口本大震災民俗文

化財現況調査実行委員会（事務局：さいたま民俗文化研

究所），2012］［東日本大震災民俗文化財現況調査実行

委員会（事務局：さいたま民俗文化研究所），2013］（以

上，岩手県），［民俗芸能掌会福島調査団，2014］（福島
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県），［無形文化遺雇情報ネットワーク，2014］（岩手・宮城・

福島県）が「：iJ行され，宮城県については，［宮城県地域文

化遺産プロジェクト（調査：東北大ノ字東北アジア研究セ

ンター），2013］でデータベースを公開，かつ，［高倉浩

樹他，2014］で論考とシンポジウムのまとめを読むこと

ができる．

2　本稿では，原則として，神事と奉納芸能をまとめて「禁

札」，芸能のみを「民俗芸能」とする．なお，「民俗芸能」

については，「郷上芸能」「伝統芸能」「無形民俗文化財」

等さまざまに呼称されてきたが，本稿では制度および制

度史に言及する場合を除き，原則として「民俗芸能」を

用いる．

3　前掲［高倉浩樹他，2014］など．対して，ボランティ

ア元年となった阪神・淡路大震災時の復興支援の対象は

多文化共生事業が主だった．［小島多恵子，2014］参照．

」［山泰幸，2006］

5　当該分野における成果としては，今のところ，社会掌

領域が民俗学に先行している．［植田今日子，2013］［山

口幸夫，2013］参照．

6　祭礼名の表記は地域で用いられているもの，指定文化

財については指定名称を用いるが，読みやすさを考慮し

て，一部，統一した（「踊り」と「踊」など）．

7［南本有紀，2014］［大垣市教育委員会，2014］

8　用字は「中」編に「iiI」．

9　批判する意図はないが，いうまでもなく，これなどは

祭礼執行の根幹部分の大きな変容である．

iO［＜自治はどこへ＞「限界集落の星」転落　29歳町議

の逮捕，2014］

11［星野紘，2012］［星野紘，村の伝統芸能が危ない，

2009］［滝谷美紀，2006］参照．

滋賀県民俗文化財保護ネットワークフォーラム「民俗

文化の多様な継承の彬を求めて　地域社会の今とまつり」

（2014年11月8日，甲賀両君水ホール），東京文化財研

究所無形文化遺産部　第9回無形民俗文化財研究協議会

「地域アイデンティティと民俗芸能　移住・移転と無形文

化遺産」（2014年12月5日，東京文化財研究所）では，

滋賀県・和歌山県・山梨県の過疎集落における民俗芸能

継承の事例報告があり，今後の保護施策について討議さ

れた．

また，現在，村上忠喜（京都市文化財保護課）等声掛

け人が「民俗文化財の保護施策に，研究者としてのスタ

ンスをもって携わる方々の意見交換について」（2014年

10月12日）呼びかけを行っている．



復活する祭礼と民俗芸能　東日本大震災と岐阜県の事例から

12　東京文化財研究所無形文化遺産部　第9回無形民俗文

化財研究協議会「地域アイデンティティと民俗芸能　移

住・移転と無形文化遺産」（2014年12月5日，東京文化

財研究所）における総合討議でのコメンテーター・高倉

浩樹の報告より．

13［山路興造，2002］

1ィ1これについては，さまざまな論考がなされいて，主

なものは以下のとおり．［植木行宣他，2007］［菊地暁，

2001］［才津祐美7－，1996］

15［村上忠喜，2013］など．

1（う「文化財保護法の一部改正について」（文化財保護委員

会事務局長から各都道府県教育委員会教育長あて通達）

（1954年6月22　日　文委企第50　号）［宮田繁幸，2002］

以下，「」内は引用．

17［俵木悟，民俗芸能の伝承組織についての一試論「保

存会」という組織のあり方について，2011］

18［jii村清志，2013］［坪井秀人，2006］

191970年代には新興同地の第二世代が，町内のよりどこ

ろとして新規に祭礼を創出する動きがあった［玉野和志，

2005］．冒頭の東日本大震災からの復興として祭礼が優先

されるようすを初沸させる．

20［中村茂子，2011］

21［大和町，1988］

22［川村清志，2013］［藤本愛，2011］

2：）［俵木悟，2006］は，変化する民俗芸能を肯定的にと

らえ，文化財保護の従事者に「変化の是非を問うよりも，

変化を生きる民俗芸能に対して，我々が貢献できること

は何かと問うこと」を提案している．

21［福間裕爾，2000］によれば，北海道では内地から移

植された民俗芸能が多数分布しており，これまで研究対

象とされてこなかったが，近年，整理・研究されるよう

になった．舟山直治「北海道への移住と民俗芸能」（東京

文化財研究所無形文化遺産部　第9回無形民俗文化財研

究協議会「地域アイデンティティと民俗芸能　移住・移

転と無形文化遺産」）では，236件が図表に整理，発表さ

れた．

25［藤本愛，2011］

26［金賢貞，2013］［由谷裕哉，2007］

なお，民俗芸能以外の事例報告としては，［大平晃久，

2005］［斎藤純，1999］がある．

27［（ニュースQ3）「モンドセレクション受賞」ってお

いしいの？，2015］によると，モンドセレクション（本部：

ベルギー）の2014年度受賞のうち，ヨーロッパ125社に
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対してアジアは808社，うち7割が日本であるとし，海

外の評価に弱い日本社会の傾向を理由に挙げている．

28［川野裕一朗，2014］［村上忠喜，2013］

2（）［宮田繁幸，岐路に立っ無形文化遺産保護条約，

2012］
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