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０  

緒論 

０－１  

コミュニティのフレームとしての町名と祭礼 

 まちへの愛着・定着、コミュニティ形成のフレームとして、筆者は予てより、都心の社

寺・祭礼・旧町名（昭和 39 年の住居表示法以前、ないし震災復興期になされた町名町境整

理）といったものに強い関心があり、一部から「逆コース」「非能率」と言われようとも、

都市の歴史的建造物の保存・修復・活用・景観形成（注０）といった領域に腐心してきた。 

 旧町名の復活などでは、先例として金沢市などですでに行われ、まちづくりの有力な資

源となっている。東京都台東区においても、１９９０年代初頭に復活の機運、また現在に

おいても「旧町名の利活用」として（やや矮小化されてはいるが）取り組みが続けられて

いる。 

 また、こうした祭礼では、渡御される町内神輿（あるいは曳かれる山車）に、住居表示

以前の町名（あるいはもっと古い呼称）が町内会・町会の単位毎、「駒札」という形で神輿

の頂部に掲げられ、あるいは山車の銘に記されており、筆者なども幼年の折、「象三」「馬

一」などの神輿駒札を見て怪訝に思った記憶があり、斯かる方向性への興味を持つにいた

ったのである。（上記は「浅草象潟三丁目」「浅草馬道一丁目」の意味。） 

 

０－２  

東京市街地における旧町名の状況 

この昭和３９（１９６４）年から以降数年・十数年間の「町名変更」の嵐の傷跡は深く、

台東区内だけでも、耳に慣れ親しんだ、例えば「（南・北）稲荷町」「御徒町」「仲御徒町」

「竹町」「西町」「（東・西・元）黒門町」「金杉」「坂本」（以上、下谷区側）「田原町」「象

潟」「猿若町」「聖天町」「聖天横町」「田町」などに加え、江戸期以前からの由緒がありな

がら、震災の折に整理された小規模な地名：例えば材木町・並木町・金龍山下瓦町・黒船

町・・・以上、浅草区側）などを考えると、非常に有効なまちづくりの資源を滅失したこ

とに、今更のように気づくのである（注 00）。 

 これを東京の旧市街地（他区）にまで目を広げれば、神田の旧町名（旅籠町・末広町・

同朋町・台所町など）、赤坂の旧町名（表町・伝馬町・田町・一ツ木町など）、芝の旧町名 

（芝口、神明町・神谷町・巴町など）、麻布の旧町名（飯倉・飯倉片町・霞町・笄町など） 

本郷の町名（東片町・肴町・窪町・駕籠町など）など枚挙にいとまがない。 

 連載では、おもに帝都復興・震災復興の頃の建築・集合住宅と町のたたずまいというこ

とで原稿を記してきたが、今回は、来る三月十八日の浅草寺本尊示現を前にして、浅草の

地名と祭礼の変遷を例としてこうした事項について考えてみたい。 

 



１ 

三社祭の概要―今日における祭礼の概要 

 三社祭は、今日でも大変な盛儀であり、東京の初夏の風物詩ともいえる大祭である。 
巷間、浅草寺（浅草観音）のお祭りとして認知されている節もなきしにしもあらずだが、

正しくは、浅草神社（それ以前は「三社権現」、明治の神仏分離後、一時「三社明神」を名

乗ったのち、同６年から現名称）の例大祭のことを、地元は特に旧名称を親しみをもって

「三社祭」呼んでいるのである。かつては隔年で大祭・小祭としていたが、現在ではその

別は見出し難い。現在では、概ね 
 第一日目：本社神輿（宮神輿）への御霊入れ 
 第二日目：古式の田楽舞（御神楽）である「びんざさら舞」の奉納、町内神輿御霊入れ 
 第三日目：大祭式典、町内神輿連合渡御（氏子 44 ヶ町の各町神輿を観音堂裏での修祓

後） 
 第四日目：本社神輿（宮神輿）の氏子各町への渡御（宮出・渡御・宮入・御霊遷し） 
という日程で行われているが、これは後述する明治の神仏分離を経て、現在までに確定し

た形式である。 
 屋根下から出る独特の蕨手（屋根の棟の装飾）などに特徴ある三社権現の宮神輿は、戦

後、復興なり（注１）祭神三霊をお祀りし、三基それぞれが氏子各町に方面別に分かれて渡

御されるようになっている。ちなみに三基の本社神輿（宮神輿）には、それぞれ御祭神の

三柱を配し、屋根頂部に鳳凰がつけられた神輿が「一之宮」（土師中知が配される）、頂部

に疑宝珠があしらわれた二基が「二之宮」「三之宮」（檜前兄弟が配される）とされる。 
 
２  

三社祭礼の形式の変遷と三社権現の由緒 

 上に「観音様のお祭りとして誤認されている節も」という旨を書いたが、明治の神仏分

離以前の、あるいは浅草寺縁起・由緒に照らすならば、浅草寺と三社権現は切っても切れ

ない関係にあって、祭礼も、旧暦３月１８日の観音示現（浅草の観音様が隅田川から出現

s した）の日に行われていた「舟祭」（船渡御）がその原形とされている。 
 話がやや後先になったが、三社権現（浅草神社）の御祭神は、檜前浜成・竹成（ひのく

まのはまなり・たけなり）という漁師の兄弟と、郷士（郷司）の土師中知（はじのなかと

も）の三柱（注２）で、社紋の「三ツ網」もこの三柱を象徴したものである。 
 この三者が神（権現）として斎祀られるようになるには、また、浅草寺の開基・観音像

示現の伝承に拠らなければならない。 
 
２－１  

三社権現の由緒と性格 

 浅草寺の縁起によれば、浅草寺の御本尊である観音像は、６２８年（推古天皇３６年）

３月１８日の朝、檜前浜成・竹成兄弟が隅田川で漁をしている折、網の中に金色の仏像を

得、土地の有力者・土師中知が聖観音像であることを見極め日夜礼拝し、自邸地を奉献し

て観音堂を構え、私度僧となって供養に一生を捧げた。また檜前兄弟も同様に観音様を敬

い、この三人の子孫には浅草寺・三社権現の祭祀について半僧半俗の、一種の社僧として

特別の地位を与えられた（専堂坊、齊頭坊、常音坊。三譜代と総称した）。 



 つまり、浅草寺の開基、浅草の観音様の出現に功績のあった地元の人々が、浅草寺と深

い由緒のある神（権現）として祀られたのが、三社権現（現称は上述のとおり、浅草神社）

である（注３）。 
 
２－２ 

祭礼の原初的形態（明治以前） 

 祭礼の起こりは１３１２年（正和元年）に神告によって、浅草観音・三社権現の由緒事

に従って隅田川（浅草川）に神輿を舟で渡し、祭礼を執り行ったものである。そのアウト

ラインは先に示したとおりであるが、ここでは少し詳細な解説を加えたい。但し、山車や

御練に類する祭事は煩を嫌って本稿では除いた（注４丙）。 
 
１）船渡御（舟祭）の概要 
 既述の浅草観音本尊出現の奇跡を「示現」（じげん）と称し、浅草寺においては「示現会」

という大法要を連綿と毎年執行している。三社権現社におけるかつての祭礼、すなわち「舟

祭」（船渡御）は、その示現のエピソードを再現したものであったといえる。 
 その概要は、観音堂に一晩（ないし異なる伝承によれば三晩）上げられ、即ち、三社権

現宮神輿（に遷された御祭神）が観音堂に堂籠りし、浅草寺一山僧侶の読経供養・三社権

現社の神職から供餞祝詞あって（いわば祇園社や山王社と同じ神仏混合の形式の祭事の後）、

観音堂を出、宮神輿三基に山車などを連ねて、浅草寺から浅草御門（浅草橋あたり）まで

渡御（あるいは車で曳き）し、浅草橋付近の御旅所（仮の座所）に安置、そこから隅田川

の水面の舟一艘について宮神輿一基つづを下ろし、浅草寺一山の僧侶や三社権現の神職ら

が供奉舟に分乗、びんざさらの神事、神楽の田村八太夫衆も別の供奉舟に分乗し神事・祝

詞などがなされた。 
 さらに漁労集落として栄えた浅草の地から移転・分村した（すなわち、古くは浅草に縁

のあった）佃・大森辺り漁師らも渡御用の浄船の用意等出仕して、一同で隅田川を遡り、

駒形（現在の駒形堂）から花川戸あたりで上陸、三社権現の御社に還御、というかたちで

あった。 
（祭礼の様子の詳細は、別掲の『東都歳事記』の挿絵参照） 
 またこの祭礼は、隔年に本祭・小祭とされ、本祭に「船渡御」（舟祭）、小祭に「庭渡御」

（観音境内地や周辺各町での神輿渡御）が基本的な構成であったが、本祭においても費用

面等から「船渡御」（舟祭）を欠いたり、諸事情（例えば氏子各町の費用負担への配慮や諍

い）で経路が変則・短縮となったりし、徐々に不規則なものとなっていった。 
 
 ここで垣間見られることは、古式の祭礼の次第のみならず、古い浅草の範囲の認識への

ヒントや、古にこの付近の江戸浦（宮戸川＝隅田川下流）にあった漁師が、江戸湊に広範

に拡散した後も、地縁を絶たず、都市内の街毎のゆるやかな連関を保っていたこと―根底

に、旧居住地・新居住地の構成や、旧集落人（特に、浅草というユニークな土地とのゆか

り）としてのアイデンティティのようなものが垣間見られるように思われるのである。 
 
２－３ 

祭礼の変化・氏子町域の拡大（明治以降） 



 さらに、明治の神仏分離によって、浅草寺との縁が濃厚に見て取れる船渡御及び宮神輿

の観音堂御籠、浅草寺寺僧による供養などが一切廃され、幕末当時、材木町・花川戸・聖

天町の宮元三ヶ町はじめ浅草寺に極めて近傍の十八ヶ町であった氏子町域（注４甲乙及び注５

甲乙）への神輿の渡御（庭渡御の拡張）という形式に転じた。 
 かつて氏子町域は基本的に既述の十八ヶ町の範囲であったが（注４甲乙及び注５甲乙）、 
（１）明治になって、旧家松崎氏らの移転などによって浅草寺北方の浅草寺領千束田圃の

なかに起立した新たな町を加え、（２）さらに関東大震災による区画整理による町名整理・

町域の変化、（３）戦中の強制疎開帯・移転と空襲焼失地―その復興などのプロセスを経て、

氏子町域が著しく拡大した（注６）。 
 特に、西に境を接する小野照崎神社のそれと完全に接するに至り、明治期以前における

坂本村（入谷田圃）の飛び地や山の宿町・花川戸町・材木町の入会地（同）の混在、また

明治以降起立した光月町・新谷町（千束田圃）などが接する入谷ないし、千束田圃西端で

は、バッファとなっていた領域の市街地化の進展によって、かなりの面積・町域が新たに

浅草神社（三社権現）の氏子町となるに至った。 
 戦後復興による芝崎町北部・西部付近の強制疎開帯の復興・氏子町編入、浅草北部の編

入などを以て、最終的に四十三（四十四）ヶ町の範囲の拡張された。これによって、現在

の広義の「浅草」の範囲内が、概ねのかたちを見せたと言って差し支えない。 
 そして、その広い氏子各町内を宮神輿三基が、三方位に分かれて渡御・巡幸するかたち

が明治以来、拡大しながら定着していき、さらに祭礼の日程も、明治の改暦の関係もあっ

て現在の五月祭礼が定着している。 
 また当初は、五月であっても、旧三月の祭礼同様に観音縁日の十八日・十九日に行われ

ていたが、交通事情や担ぎ手の工面などの諸事情により、戦後（昭和 38（1963）年）、五

月十八日・十九日に最も近い土日を神輿渡御の日に充てて日程を組むことなったものであ

る。 
 
２－４ 

近年の変化・１―神仏混合の祭礼式の復活傾向― 

 以上に記したように、現在の五月の三社祭礼は神仏分離以前の船渡御等を全く陸上の各

町神輿巡幸に置き換え、浅草寺との合同の供養という仏教色のある古式をカットアウトし

たものであったが、浅草寺御本尊示現千三百年記念の１９６１（昭和３６）年を近年の先

例として、２００３年（平成１５年）から、示現会に近い日を選って宮神輿の観音堂堂上

げ・堂下げの儀式が復活され、神仏分離以前の祭礼の様子を偲ばせる厳かな儀式となって

いる（注７）。 
２－５ 

近年の変化・２―船渡御等の再興― 

 船渡御は、戦後になって何か記念すべき年度―例えば、１９５８（昭和３３）年の観音

堂復興記念などで試みられているが、来年、２０１２年（平成２４年）には三社祭斎行七

百周年の記念として、三月の舟祭礼・船渡御を再現する由を仄聞している。 
 もし江戸の盛儀を古式ゆかしく、まさしく『東都歳事記』の挿図のとおりに、神輿の四

周には四神剣（東西南北の守護を象ったもの）や幡、供奉舟には威儀を正した神職・僧侶

が並び、地上には町中を供奉の山車・・・などと絵巻物のようなシーンを想起する。 



 
図１ 『東都歳事記』三社祭挿絵（旧版） 

 
 また、古式の復元・復元の傾向が顕著でなのであれば、一般にはあまり知られていない

「六月十五日の祭礼」―かつて三月祭礼とは別に浅草寺に奉納されていた田楽舞・びんざ

さらの舞による祭事もこの際、研究の上復元して、当年荘厳整った昭和の観音堂前にしつ

らえた舞台で・・・との思いも起こる（注８）。 

（注５乙：『江戸名所図会』ではこの六月十五日の祭礼は挿図にあるのみで、本文に何らの解説がない。） 

 
図 2 『江戸名所図会』「六月十五日祭礼の図」（旧版） 

 



３ 

まとめにかえて 

 巷間で「江戸三大祭」を神田明神・山王権現（日枝神社）の両天下祭（江戸の鎮守とし

て江戸城内での山車、神輿の御披露目が許された）のほか、残りの枠は深川八幡か三社権

現かとよく競われ、江戸後期の狂歌では「神輿深川、山車神田、だだっぴろいは山王様」

というものが残っていたりもするが、祭礼の歴史の古さ、親しまれ方では三社祭のほうが

少なくとも江戸期初期、江戸の庶民の間においては優位であり、江戸図屏風（寛永年間初

期「江戸名所図屏風」（出光美術館蔵））の中に祭礼が大きく描かれているのは神田祭でも

山王祭でもなく、三社祭である（注９）。 
 また「神田祭」などの歌舞伎舞踊であるが、「三社祭」と称された天保年間策の清元から

くる歌舞伎舞踊があることも付記しておきたい（注 10）。 
 
 しかしながら、この庶民に親しまれた有名な祭事にも、神仏分離といったときの政治や

商業化の波で、世間に名高い三社祭もさまざまな変容を余儀なくされ、規模が大きくなる

一方で、古式の厳かさを少しずつ損なってきた経緯が本稿によってある程度推察されるこ

とであろうと思う。例えば、氏子各町の持っていた小集団の濃厚な祭礼コミュニティが、

いわゆる神輿担ぎを趣味とする人の入込によって変質する、といったような事態もそのひ

とつである。 
 先年、加熱する宮出し・宮入り―特に宮出しにおいて、神輿上に乗る人物の問題を生じ

たり、浅草寺山門を損なったり、最悪であったのは宮神輿（二ノ宮）の前棒・台輪に大損

傷を生じさせる事態に陥るなど、必ずしも三社祭の現状に対しては肯定的な目線、暖かい

まなざしばかりではない、ということも追記せねばならない。 
 これらの事態の改善をはかり、真に伝統ある市街としての浅草を考察するとき、祭礼の

経緯ひとつとっても、このような変遷を追尾することは、細部に不詳が含まれるにせよ、

大筋としてそう困難なことではない。 
 冒頭にしるしたが、祭礼や民俗伝統の継承と同様に、市街地建築の形成・景観の整備に

当たって、その場に対して相応たる、しかるべき意匠の典拠、しかるべき材料の選択、し

かるべき建築容量の選択によって、皮相的な「いかもの」ではない―authenticity の踏ま

えられたまちづくり、「ストック」としての永続性と品質、観光者への敬意、先人・歴史へ

の畏敬、そうしたものを兼備したものでなければならないと、祭礼の変遷・変形からさら

に思考を発展して、強く思う次第である。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



＜注＞ 

（注００） 

この旧町名の保全に関する東京都心各区の取り組みであるが、（１）文京区の「掲示板」「住居表示付近に

緑色の小金属板による表示」が最も先進的であり、（２）台東区、港区、中央区などが「掲示板のみ」で

それに次ぐ。千代田区では城郭に擬せられた装飾掲示板で旧町名を表示している。 

なお現在これらについてはとりまとめ中であり、いずれ別稿で披瀝できればと考えている。 

（注０） 

東武電鉄・同不動産は廃線・東武浅草ビルディング（松屋デパート）の改築方針を転換し、現状のサイデ

ィングをはがし耐震工事を行った上、創建当時の意匠に復する旨を 2012 年 3 月、発表した。これによっ

て、近隣の神谷バー（1911 年）、地下鉄出口（1926 年）、吾妻橋（1934 年）などと調和させた吾妻橋西詰

交差点について、帝都復興の頃趣を生かした交通広場整備等が可能となる。 

惜しむらくは東京地下鉄ビルディングの解体と、雷門（1960 年）前の区施設による景観破壊問題である。 

（注１） 

本殿や被官稲荷社などは空襲による焼失をまぬかれたが、国指定の文化財であった旧神輿４基と新造３基

の宮神輿は神輿庫内で焼失した。 

（注２） 

のち、東照宮を合祀して正確には四柱か。 

厳密を期すならば、その他明治期に廃社となった小祠や、震災・戦災によって社を失った神霊も合祀され

ている。 

（注３） 

土師中知没後、中知の子が観音菩薩の夢告を受け、三人を権現として祀った社と伝承されるが、権現号の

通用は概ね鎌倉期以降であり、神社の由緒と矛盾がある。なお、権現号の考察と神社の開基年代に関して

は、網野宥俊（1962）『浅草寺史談抄』浅草寺 pp.684-687 に詳しい。 

さらに、現在においては浅草神社が公式見解として（HP 上などで） 

「土師真中知の没した後、間もなくその嫡子が観世音の夢告を受け、三社権現と称し上記三人を神として

祀ったのが三社権現社（浅草神社）の始まりであるとされています。これによると創建は今を去る千三百

五十年程の昔ということになりますが、これは少々無理のようで、平安の末期から鎌倉にかけて権現思想

が流行しだした以後、三氏の末裔が崇祖のあまり浅草発展の功労に寄与した郷土神として祀ったものであ

ろうと推定されます」 

という考証の結果による見解を明示している。 

（浅草神社 HP・http://www.asakusajinja.jp/asakusajinja/yuisyo.html など） 

（注４甲） 

十八ヶ町（観音縁日に因むとの俗説があるがはっきりしない）で諏訪町、駒形町、三間町、西仲町、田原

町、東仲町、並木町、茶屋町、材木町、花川戸町、山之宿町、聖天町、浅草町、聖天横町、金竜山下瓦町、

南馬道町、新町、北馬道町、田町を指す。 

それぞれ、雷門前から駒形、田原町、川沿いに北上して花川戸、馬道沿いに馬道、田町など現在の氏子範

囲よりかなり狭い。 

うち材木町、花川戸町、聖天町を宮元三ヶ町と呼び、祭礼において特別な地位を占めた。 

（注４乙） 

十八ヶ町に加え、船渡御の折の南行きの道中にあたる御蔵前片町・茅町（現在の蔵前南部）・天王町（現

在の浅草橋北）・黒船町・三好町（現在の駒形南方）なども山車などを以て祭礼に参加していた形跡があ



る。網野（1962）p.725 及び 後述、注５甲を参照。 

（注４丙） 

注４乙の補足。山車による祭礼当日の行列について。早朝、山車を中心とする行列が浅草見附門外に集合

し、御蔵前→諏訪町→並木町・・・と順に北上し、表参道から浅草寺境内に入り、観音堂前（神輿は堂に

上がったまま）に参詣、堂前で芸を演じ、随身門（現在の二天門）を出て各町に戻った。この行列の境内

退出後、観音堂から神輿が下ろされ、船渡御への動作に移行した。 

（注５甲） 

斎藤月岑編（1838）『東都歳事記』の当該箇所：三月十七日・十八日の項目に三社祭の記述がある。ここ

には「世俗誤りて観音祭という（後略）」という記述も散見され興味深い。なお、文章の引用は東洋文庫

版に拠った（新漢字新仮名を用いた）。 

（参考） 

 十七日 浅草三社権現祭礼 今明日執行。世俗誤りて観音祭という。諸国に名高し。 

 花園院正和元年神託に依て始まりしとぞ。今日本社にて一山衆徒法楽修行あり。 

 神輿三基を本堂に迂坐なし奉り、向拝の元に舞台を設け、未刻に田楽あり。前駈槍十筋、 

 次に拍板（びんざさら）三人、太鼓二人、笛一人、大太鼓、獅子頭二ツ列をなして本坊より出、 

本堂の西を廻り、三社の前より本堂の前に補埋いたる舞台に登り、初めに男獅子、次に女獅子、 

次に雌雄の獅子頭一度に舞い、夫より田楽のおどり終わりて、雷神門を出て、山の宿に終る。 

此神事に出るもの、何れも旧家なり。六月十五日に同じ。世に拍板のまつりともいう。 

 十八日 同祭礼の当日也。但し、丑卯巳未酉亥の年、隔年に行う。今日神輿三基浅草 

 大通りを浅草御門迄渡し参らせ、同所より船に移し大川筋へ出、花川戸と山の宿との間より陸に上りて、

随神門より還輿あり。専堂坊、（欠・斎堂坊：筆者補）常音坊神輿を守護す。 

 この日旧例として、六郷大森等の村々より猟船出し、彼地の漁人来りて神輿を供奉す。 

 昔、宮戸川の辺に住し漁人後に大森等へ移る、故にいにしえを忘れざるの意なり。 

 其余諸方の猟師船にて供奉す。又産子の町々よりは山車練物等に善美を尽し、 

一時の壮観を為す。祭礼の町々順番左の如し、但し茅町一丁目を練り込むの場所と定む。 

 一番：茅町一丁目二丁目 二番：瓦町天王町 三番：旅籠町一丁目二丁目御蔵前片町 

 四番：黒船町三好町 五番：並木町茶屋町 六番：駒形町 七番：諏訪町 八番：三間町  

九番：田原町一丁目二丁目三丁目 十番：東仲町 十一番：西仲町 十二番：南馬道町北馬道町  

十三番：材木町 十四番：花川戸町 十五番：山の宿町十六番：聖天町 十七番：聖天横町  

十八番：金龍山下瓦町 十九番：山谷浅草町 二十番：田町一丁目二丁目、 

以上三十余町なり。 

 
（注５乙：参考・斎藤月岑編（1836）『江戸名所図会』における三社祭の記述：新漢字新仮名を用いた） 

「祭礼（隔年三月十八日なり。この祭礼は往古正和元年の神託に依りてこれをはじむ。 

 十七日に三社の神輿を本堂へうつし、拍板獅子舞（びんざさらししまい）あり。 

 当日は神輿を浅草の大通りを渡し、浅草橋に至る。それより船に乗じ、帰輿は駒形より上がらせらる。

この日旧例として武州六郷・大森等の海村より猟船を出だし、かしこより漁人来りてこれを供奉す。 

往古この地の漁師を大森村の辺に移しけるより今も祭礼にこの儀ありといえり。）」 

と簡潔に説明している。 

※既出の『東都歳事記』の記事抜粋。上陸地点が異なるのが興味深い。 

※上記の文章の引用は、角川文庫版に拠った。 



 また同じく『江戸名所図会』挿絵にある「六月十五日祭礼」（観音堂前でのびんざさら舞奉納祭事） 

 には本文では全く触れられず、前述の三月祭礼を上記のように記すにとどまっている。 

（注６） 

南の浅草橋付近から、堂裏北側までを総称して「浅草郷」ないし「千束郷」と称した。 

これに入谷田圃の一部と新堀沿いの東側、石浜・玉姫両社の氏子範囲を加えれば、 

旧浅草区の範囲とほぼ等しいことになった。 

（注７） 

なお古式の祭礼については網野（1962）pp.701-741 に詳しい。 

（注８） 

この「六月十五日の祭礼」は門前数ヶ町の名主が別に奉納したびんざさら舞（三月祭礼とは別の舞の組で

あった可能性も否定できない）であったようであるが詳細は不詳。 

（注９） 

浅草寺日並記研究会編（2004）『大江戸を歩く』東京美術 pp.175-177 

（注１０） 

舞踊「三社祭」のこと。 

歌舞伎（清元）舞踊『彌生の花淺草祭』を、通称『三社祭』と称し、善玉悪玉のキャラクターがそれぞれ、

○に善、悪と記した被り物をつけ、軽快に踊る姿は「悪玉おどり」と呼ばれて人気が出、別名「善玉悪玉」

とも通称することになる。 

（下に掲げる図３参照） 

図３ 舞踊「三社祭」



［補論］渡御雑考（川西崇行） 

 

１ 

掛け声 

 現在、三社様のお祭りでの掛け声といえば「せいや、そいや」が代名詞的になってしまって

いるが、筆者の記憶では昔は「わっしょい」か「わっしょ、わっしょ」的な感じであったと記

憶している。うろ覚えであったので、当初記事にするのを止めようと思っていたが浅草寺日並

記研究会編（2004）『大江戸を歩く』の西山松之助氏の原稿（ｐ.172）に昭和４９年の宮出し

の光景の項目で、掛け声について同様の言及があったので、蛮勇を奮って、メモ代わりに記し

ておきたい。筆者の愚見としては、 

 わっしょい→わっしょ（二拍）→しょい・わ（二拍の裏拍）→せいや的なものへの変化、 

かとも思われたが、以下巷間の説で典拠は定かではないが、諸説があるらしい。 

 一番興味深いのは「せいや、そいや」は主に関西に発した掛け声であるものが東京に根付い

たとされる説、さらに「えっさ、えっさ」「えっさほいさ」「ちょいや、ちょいや」「ちょい、

ちょい」など東京の掛け声とされるものでも、日本橋、深川、品川、新宿など方々にローカル

色というか変形があるらしい。筆者は言語学や音韻学の専門ではないので、以上を列記するに

とどめるしかないが、とにかく、浅草のお祭りの掛け声は、この４０年弱で確実に変化した、

ということ（戦前・戦後すぐも「わっしょい、わっしょい」であったらしい：インタビューに

拠る）は記しておきたい。 

 

２ 

格好 

 これも、４０年間で随分変わったように思われる。まず、浴衣掛けを尻端折って寸の短い半

纏と股引という町人のいでたちの担ぎ手が全くいなくなり、代わりに大工や植木職人風の腹

掛・脚絆・股引・ダボシャツの設えが増え、さらには半纏に下帯一本、ただ下帯一本のみとい

う格好の人も少なくない。 

 かつての船渡御で供奉・手伝いをなした大森周辺の漁師衆ならば、下帯一本も意味があるが、

僭越ながら、もう少し神事に相応しい恰好で担いでもらえたら、と思ったりもする。 

 町会の役員さんの、白地の裾模様に網の柄の浴衣掛けに、カンカン帽は何ともすがすが 

しく、また懐かしげなものに感じるのは筆者だけであろうか。 

 また蛇足かもしれないが、古老に訊くと、丸提灯の正面もかつては「三社祭」ではなく、一

般通用のかたちである「御祭礼」であったと聞く。これには久保田万太郎も「提灯は看板では

あるまい」と嘆いたというから、折にふれて一考の余地があるのかも知らない。 

 

３ 

御神輿見物 

 筆者は昔親から「御神輿は見下ろしてはいけない」とさんざん言い含められたものだが、当

節は高い所から眺めおろしたり、歩道橋から見下ろしたりという風景を目にするようになった。 

 これだけ建物が高めに推移し詰まっていれば、江戸時代や戦前一杯のしもた屋と同じルール

を厳守するには無理があるのかもしれないが、やはり、御神輿が近くに担がれてきた時点で、

高所からは降りて、御神輿を拝するのが本筋だとは思う。 



 観光のひとにこれを強いるのは無理だとしても、氏子としてはそういう心掛けを忘れたくな

いものである。これは観音堂を見下ろす高層建物なども同じで、歴史あるまち（ここでは浅草）

の歴史というか「核心」に対する不敬であると思う。 


