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１．熊谷うちわ祭
熊谷市指定無形民俗文化財「熊谷八坂神社祭礼行事」
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祭礼名称
・熊谷うちわ祭
・熊谷八坂大祭「熊谷うちわ祭」
・愛宕・八坂神社祭礼「熊谷うちわ祭」
・熊谷市指定無形民俗文化財「熊谷八坂神社祭礼行事」
・関東一の祇園「熊谷うちわ祭」



２．熊谷うちわ祭の歴史
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祭礼と愛宕・八坂神社
熊谷市内、鎌倉町に鎮座する「愛宕神社」に合祀の

「八坂神社」の例大祭が、「熊谷うちわ祭」で、同祭
りは「秩父夜祭」「川越まつり」と共に埼玉県の三大
祭りの一つに数えられ、毎年７月２０・２１・２２日
の３日間にわたり繰り広げられる。
愛宕神社は後柏原天皇の大永年間（1521～1528）に、

当社の別当であった大善院第三世行源法印が、山城国
（京都）愛宕郡の愛宕大神を勧請して、火防の神とし
て鎌倉町入口（鎌倉町の西南の角）に、奉祀したのが
始まりである。
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祭礼年表
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令和３年 自動車による神輿渡御、神事のみの開催、
年番送り開催

令和４年 規模縮小しながらも通常の祭礼に近づけた
内容での開催が決定



３．八坂祭礼の原型
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八坂神社と神輿の継承
八坂神社は文禄年間（1592～1596）に、京都の八坂

神社（祗園社）を勧請し、愛宕神社に合祀されたもの
と言われている。外に置かれた商売の神とされる大市
姫命も、同時代に祀られたものと考えられる。
当初は神輿祭りを中心であり、各町や奴稲荷の神輿

などを使用していたが、享保年間（1716～1736）及び
宝暦年間（1751～1764）に火災にかかり全てを焼失し、
天保元年（1830）に再建されたが、昭和20年（1945）
８月、終戦直前の空襲によって焼失した。



４．神輿渡御の原型
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祭礼は当初、正徳年間（1711～16）において神輿渡
御が行われていた記録が残っている（「熊谷宿祇園祭
祭礼神輿渡御由来覚」）。これは旧暦６月２１・２２
日の両日、町中の寺院ごとに別々に行なわれていたも
のであったが、江戸時代の寛延３年（1750）４月に、
町民が宿場役人に請願し、許可されたことにより、各
町内が同日の夏祭りの形態として地区ごと合同での開
催も含めて実施されるようになった。宝暦３年
（1753）までは仲町の奴稲荷の神輿を借用して渡御が
行われる時期もあった。



５．祭礼の中興
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祭礼の統合化
天保時代、祭りの原点ともい

える全町区合同での神輿渡御が
開始された。神輿が、天保元年
（1830）６月に、愛宕神社の別
当職である大膳院１５世秀宝と、
町役人の石川兵左衛門の発起に
よって、町民から浄財を募り、
幡羅郡弥藤五村（現、弥藤吾）
の修験者によって造られている。

昭和３０年代頃の愛宕・八坂神社



６．祭礼の進展を支える
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草分け六人衆
現在の祭典中の３日間、神輿

が安置される「御仮屋」（行宮、
御旅所）の正面に飾られた提灯
には熊谷の祭りを始めた宿役人
家で、熊谷の草分け六人衆とも
呼ばれている、鯨井久右衛門、
布施田六左衛門、石川兵左衛門、
布施田太郎兵衛、竹井新右衛門、
石川藤四郎の名が記されている。

昭和初期の神輿・行宮



７．神輿の復興
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空襲後の再建
戦前、各町の若衆が白丁となっ

て重さ２００貫（９７５キログラ
ム）もの神輿に奉仕して、祭典初
日の未明に荒川に渡御が行なわれ
各町の町内渡しとし、３日目に還
御の儀が行なわれていたと言い伝
えられている。この神輿は戦災に
よって焼失し、現在の神輿は昭和
２３年（1948）に新調されたもの
である。

現在の神輿渡御



８．祇園柱
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御仮屋の背後には、神様の依代となる「祇園柱」が
建てられる。祇園柱は江戸中期からの祭典の古式を
残す唯一のもので、高さ14メートル程の檜の丸太の
先端から、2.5メートル程下の所に長さ3センチの貫
2本を十文字にし、5反の白木綿を巻いて四方へ垂ら
したものである。旧上之村周辺産品の木綿が使用さ
れていた伝承もある。柱自体は十数年置きに新調し
ており、檜および杉が使用されることが多い。白木
綿は祭礼が終わると、町民に配られ、商売繁盛や思
想繁栄の願いが込められた。

かつて、御仮屋は、本町三丁目、中山道沿いの札の辻付近に
設置され、祇園柱もこの裏側に立てられていた。昭和34年か
らは現在の位置に固定化している。



９．赤飯ぶるまいと「うちわ」
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天保年間（1830～1844）の頃は、祭礼の日に赤飯を炊いて
疫病を除けるという風習に基づき、商店では祭典中の客に赤
飯を差し入れており、この赤飯の振る舞いが祭りの名物とな
っていたと伝わる。
この時期にも、祭礼の御祝いや御礼に「うちわ」が配られ

ていたと考えられ、明治10年代後半、東京の浅草から熊谷に
向けて多くの「うちわ」が鉄道を通じて、配送されていた記
録が当時の資料の中に残されている。
祭礼中は、現代に引き継がれるように、赤飯ぶるまいも併

せて行われていた。「赤飯」から「うちわ」へという変化で
はなく、祝いの場、祈願の機会という認識が町人の中で共有
されていたと言える。



１０．「うちわ」のブランド化
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明治３０年代半ばになると、泉屋横町（本町と筑
波町の境界付近）の料亭『泉州桜』（後に松泉閣に
改名し移転）の主人・萩原半次郎が、赤飯の代わり
に、江戸日本橋の製造元「伊場仙」（いばせん）か
ら買い入れた名入れの「渋うちわ」を配ったところ
、これが好評となり、他の店でも、屋号や紋章など
を印刷したうちわを配るようになった。渋うちわは
表面の質感や色がシンプルであり、その上に屋号や
品名などの墨書きが容易であったことから使用され
たように考えられる。
この経緯から、祭礼行事の特色に「うちわ」が加

わり、「うちわ祭」という名称がブランド化したこ
とが推定される。

渋団扇



１１．「うちわ」と伊場仙
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うちわ配付の流行の経緯から、祭礼行
事の特色に「うちわ」が加わり、「うち
わ祭」という名称がブランド化したこと
が推定される。

「伊場仙」：江戸時代初期にさかのぼる
団扇、扇子を製造販売する老舗であり、
浮世絵の出版も手がけた。本社は、東京
都中央区日本橋小舟町（旧日本橋堀江町
一丁目）にある

伊場仙製の団扇



１２．巡行行事の変遷
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巡行行事の発祥と経過
明治２４年、本町三四（現・第二本町区）が、江戸神田の

紺屋が個人所有する山車を買い受け、地区内での山車の巡行
と神田囃子の演奏が行われる。明治２７年、鎌倉区が山車を
製作。明治３１年、本町一二（現・第一本町区）が地元棟梁
に頼み、本町三四の系統の山車を製作し、地区内の巡行を行
う。明治３５年、筑波区が鴻巣より山車を１３０円で購入。
この頃から、八坂神社の祭礼（夏祭り）と併せて、地区内か
ら他の地区を巡る山車巡行が開始されたと考えられる。
明治３９年には旧５カ町（本町一二、本町三四、筑波区、

鎌倉区、仲町区）が成立し、巡行行事の取り決めなどが話し
合われるようになった。



１３．巡行行事の拡大
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旧石原村の参加
大正時代、石原村の八坂神社において

行われていた祇園祭に併せて、石原村上
・中・下町が所有していた３台の屋台が
巡行していたと言われている。大正１３
年には、弥生町区が祭礼及び、新しく製
作した山車で巡行行事に参加する。昭和
８年、熊谷市制施行したことを機に、旧
石原村の石原区、本石区が巡行行事に参
加する。なお、この二町区の神事につい
ては、現在も旧石原村の八坂神社の祇園
祭において執り行われている。

昭和２年７月の巡行祭



１４．戦後の巡行行事
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戦後復興の中での祭礼
戦中戦後の混乱を経て、昭和２２年

に荒川区及び銀座区が祭礼行事に参加
するようになり、年番町を担う現在の
８カ町制（本町一二、本町三四、筑波
区、鎌倉区、仲町区、弥生町区、荒川
区、銀座区）が成立した。その後、昭
和３５年、荒川区から伊勢町区が独立
し、昭和５５年、仲町区から桜町区が
独立し、独自の屋台にて祭礼及び巡行
行事に参加している。

令和元年の巡行祭



１５．囃子の派生
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囃子の特色
現在、山車・屋台において演奏さ

れる囃子は江戸の神田囃子系ではな
く、群馬県にて多く演奏されていた
「さんてこ囃子」であるが、発祥の
世良田囃子は祇園囃子の要素も含む
ものであり、それらの融合型が伝承
されている。また、第弐本町区の山
車が神田祭から引き継がれたもので
あることから、当初は神田囃子を真
似ながらの演奏も行われていたこと
が推定される。

巡行祭の囃子（昭和時代初期）



１６．囃子の伝播
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上州からの伝播と祇園囃子
演奏構成は、「京都祇園祭」の鉾の上で囃される「祇園囃

子」に近く、鉦８、笛８、太鼓２で、音の響きは「コンチキ
チン」というものであった。祇園囃子は、能楽の影響のもと
に室町時代末期に成立された後、江戸時代以降、悠長で優雅
な囃子になったとされている。一方、「熊谷囃子」は大太鼓
（大胴）１、締（平）太鼓（ツケ）３、笛１、大鉦４の基本
構成で囃され、音の響きは「チャンチキチン」と表現される
ことが多く、この音の旋律に鑑みても祇園囃子との共通性が
見出せよう。しかし、熊谷囃子は、京都祇園祭の祇園囃子の
雰囲気が含まれつつも、上州さんてこ囃子の勢いが合わさっ
た音の響きが表現されている。



１７．囃子の特質性
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すり鉦の特徴
熊谷囃子において特徴的であるの

は、鉦の大きさにある。江戸系の囃
子には、「すり鉦」と呼ばれる手に
持って叩く小さな鉦が使用されてい
る。また、祇園囃子において使用さ
れる鉦も、掌で叩く形状の鉦が多く
使用されている。これらに対して、
熊谷囃子では直径が３０センチから
４５センチの円形の大鉦が使用され
ている。

本三四の囃子（昭和３０年代頃）



１８．囃子の継承①
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町区 概要 継承団体

第壱本町区
（本一二）

明治３１年より岡部の岡下郷の住人によって
囃子が構成され、これが熊谷祇園囃子の発祥
となった。

神武おはやし会

第弐本町区
（本三四）

昭和３４年頃から地元住民による囃子が行わ
れる以前は、岡部の岡下郷の人々によって囃
子が行われていた。

本三四おはやし会

筑波区 明治３５年以降、深谷・高島の住人によって
囃子が行われ、地元住民による囃子は昭和４
２年から始められた。

筑波囃子保存会

鎌倉区 深谷・明戸からの伝授を受けて、昭和４６年
に地元住民による囃子の会が設立された。

八千代お囃子会



１９．囃子の継承②
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仲町区 深谷・新井橋の住人からの伝授を経て、
昭和４６年頃から独自の囃子が始めら
れている。

仲町お囃子会

彌生町区 深谷・人見の住人からの伝授を経て、
昭和３８年から地元住民による囃子が
行われた。

彌生町お囃子
会

荒川区 深谷・新井の木工職人より伝授を受け
た囃子を、昭和３０年代後半から地元
住民により実施。

荒 川 区 祇 園
会・千鳥会

銀座区 深谷・新井橋の住人からの伝授を経て、
昭和３１年に、熊谷では初めてとなる
地元住民による囃子が行われた。

鳳鸞お囃子会



２０．囃子の継承③

28

伊勢町区 昭和１０年頃から、町区内の有志が深谷
に出向き伝授を受けて、修練を重ねてお
り、荒川区からの独立後に生かされるこ
とになる。

伊勢町お囃子会

櫻町区 仲町の囃子習得者からの伝授を受け、ア
レンジして独自の囃子を行っている。

櫻町お囃子会

本石区 深谷の藤沢、明戸地域からの伝授を受け
て、昭和４３年頃から囃子が始められた。

本石唐獅子おは
やし会

石原区 深谷・小台の住人からの伝授を経て、昭
和５１年から地元住民による囃子が構成
されている。

石原区若連睦会



２１．祭礼行事の流れ①
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行事までの過程
前年の祭りの最終日（年番送り）
御仮屋（行宮）前のお祭り広場に設けられた仮設舞台で、「年
番送り」の儀式がおこなわれ、年番町が引き継がれる。
２月下旬（年番事務の引き継ぎ）
愛宕・八坂神社で大総代就任奉告祭が行われる。前年の大総代
（送り年番）と今年の大総代（迎え年番）、そして新旧の大総代
を出している二町の総代、鳶などが立ち合い、年番事務の引き継
ぎが行なわれ、実質的に年番が引き継がれる。
３月下旬（大祭祈願）
愛宕・八坂神社において宮司、大総代、副大総代、各町総代、
社老、鳶などが参列し、大祭の無事を祈願する。



２２．祭礼行事の流れ②
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５月中旬（具体的事項の打ち合わせ）
「うちわ祭研究会」の名のもとに、１２カ町の総代役員、鳶
の組頭などが主席し、大祭神事の具体的事項の打ち合わせを
行なう。会所の位置、山車、屋台の巡路や時間、「引き合わ
せ叩き合い」の時間と入場順などについての協議が行われ、
道路占有をはじめとした公的機関への提出書類の準備に入る
。
６月中旬（行事内容の発表）
宮司、大総代、各町の総代長、行政関係者などの役員が一堂
に会して、大祭の予算と行事内容の正式発表が行なわれる。



２３．祭礼行事の流れ③
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７月１５日（斎竹立て）
年番町組頭は身を清め、お祓いを受けた
後、旧熊谷８カ町の範囲の東西南北、４
ヶ所（北東：銀座６丁目と平戸の境界、
南東：曙町と佐谷田の境界、南西：河原
町１丁目と宮本町の境界、北西：桜町２
丁目と箱田１丁目の境界）に斎竹を立て
て、注連縄を張る。また八坂神社におい
ては大総代、宮司が、大祭の無事執行を
祈願し、その後に神輿が清められる。



２４．祭礼行事の流れ④

32

7月19日

遷霊祭（せんれいさい）
宮司が全ての灯を落とした愛宕・
八坂神社の中で神輿に御霊を遷す
る。そして神輿は「天王さま」と
なる。大総代をはじめ数人の関係
役員のみで執り行われる。

場所 愛宕八坂神社
時間 午後9:00〜



２５．祭礼行事の流れ⑤
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7月20日

渡御祭（とぎょさい）
渡御祭は、発輿祭・途上奉幣祭・着輿祭の三つ
の神事で構成され、愛宕八坂神社(本宮)から旧
市街地八ヶ町を通り、途中の東西南北四ヶ所で
地域を浄め、お祭り広場に設置された御仮屋(行
宮)まで神輿が渡御する。各町の若頭が白丁をま
とい御仮屋に向けて巡幸し、途中各町の山車・
屋台が迎え太鼓で神輿を出迎える。

場所 愛宕八坂神社〜市街地
時間 午前6:00〜



２６．祭礼行事の流れ⑥
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7月21日

巡行祭（じゅんこうさい）
山車・屋台は国道十七号線を東に巡行します。
十二ヶ町で御宮参りのため御仮屋へ向かう。御
仮屋では各町の山車・屋台が順に神前に進み、
幣束を授与される。令和４年では、その後、市
役所入り口交差点にて十二基の山車・屋台が扇
形に並び巡行祭を終了する。通常では更に東進
するほか、夜間に八木橋前に集結する。

場所 国道17号周辺
時間 午後1:00〜午後4:00



２７．祭礼行事の流れ⑦
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7月22日

行宮祭（あんぐうさい）
山車･屋台の巡行や勇壮な囃子のような華やか
さとは異なり、祭りの本質である荘厳な神事の
一つ。御仮屋に宮司､関係役員が集まり､神官の
浄衣をまとった大総代が御霊の移された神輿を
前に､自ら祝詞を奏上、玉串を奉奠し、神の加
護を祈願する。

場所 御仮屋（行宮）
時間 午前10:00〜

行宮祭（令和３年）



２８．祭礼行事の流れ⑧
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7月22日

年番送り
お祭り広場の四方を山車・屋台が囲み、祭り
関係者に見守られながら年番町、迎え年番町
がステージに上がる。前年大総代による口上
の後「年番札」が送り渡される。通常であれ
ば、山車屋台による曳っ合わせ叩き合いが行
われ、ボルテージが高まり、熊谷木遣保存会
による木遣唄が奉納される。

場所 お祭り広場
時間 午後5:00〜



２９．祭礼行事の流れ⑨
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7月22日

還御祭（かんぎょさい）
還御祭は、発輿祭と着輿祭の二つの神事で構成さ
れ、行宮から本宮まで神輿をおかえしするための
巡幸。再び関係者が御仮屋に集まり「発輿祭」が
執り行われ、熊谷祇園会によって、神輿が本宮ま
で還御する。本宮にて最後の神事「着輿祭」が執
り行われ、三日間にわたる祭礼行事が終了する。
通常は日付をまたいでの還御となる。

場所 御仮屋〜本宮
時間 午後7:30〜



３０．山車屋台の概要①
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第壱本町区

山 車【熊谷市指定有形民俗文化財】
製作年：明治31年
制作費：1,535円70銭（当時）
制作者：島野茂三郎（陣屋町）
寸 法：H 4,800mm W 2,770mm L 4,550mm
彫刻師：小林栄次郎（玉井）
見送幕：相剋龍虎
人 形：神武天皇



３１．山車屋台の概要②
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第弐本町区

山 車【熊谷市指定有形民俗文化財】
製作年：天保／明治24年搬入
制作費：500円(購入時)

熊谷町中家堂の初代当主中村藤吉を中心とした数
名が世話人となり購入。

制作者：
寸 法：H 4,850mm W 2,800mm L 5,100mm
彫刻師：
見送幕：火焔太鼓と長鳴鳥
人 形：天手力男命(仲秀英作)



３２．山車屋台の概要③
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筑波区

製作年：昭和36年
制作費：2,500,000円
制作者：岡田屋 小林福三郎／篠笹直広(弥生町)
寸 法：H 4,750mm W 2,770mm L 4,570mm
彫刻師：野本民之助義明／福島光治
山車幕： 上段四方幕「白鳥の図」

下段三方幕「青龍の図」
幕製作：龍村美術織物（京都）
人 形：日本武尊(米 福作)



３３．山車屋台の概要④
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銀座区

山 車
製作年：平成6年
制作費：3,200万円
制作者：松本房吉
寸 法：H 4,950mm W 2,930mm L 5,000mm
重厚さを増す裳階（もこし）を付け山車新調

彫刻師：日光兼光
見送幕：桐に鳳凰
人 形：熊谷次郎直実公



３４．山車屋台の概要⑤
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彌生町区

屋 台【熊谷市指定有形民俗文化財】
製作年：大正13年
制作費：2,962円93銭（当時）
制作者：島野茂吉(宮町)
寸 法：H 4,820mm W 2,880mm L 4,800mm
彫刻師：内山良雲(埼玉)
見送幕：松に鶴、波に亀

表鬼板・素戔嗚尊、表懸魚・龍、裏鬼板・松に鶴、裏懸魚
・波に親子亀、脇障子・天の岩戸開き一対、他に、柱、書
院欄間、側回り欄間、勾欄、台輪などに多くを刻む。



３５．山車屋台の概要⑥
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荒川区

山 車
製作年：平成24年
制作費：-
制作者：浅野太鼓楽器店
設 計：堀川晋輔
寸 法：H 4,790mm W 2,900mm L 5,580mm
彫刻師：北川毅
見送幕：双龍
人 形：大國主尊命



３６．山車屋台の概要⑦
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鎌倉区

屋 台
製作年：明治29年(山車)、昭和28年(現在)
制作費：600,000円(当時)
制作者：岡田屋小林工務所／小林福三郎
寸 法：H 4,700 W 3,500mm L 5,000mm
彫刻師：福島光治
見送幕：松と火炎太鼓

初代山車は、明治42年に越生町の黒岩町に譲
られた。



３７．山車屋台の概要⑧
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仲町区

山 車
製作年：明治39年(初代)／昭和30年(現山車)
制作費：-
制作者：岡田屋小林福三郎
寸 法：H 4,700mm W 2,770mm L 4,900mm
彫刻師：福島光治
見送幕：天女奏楽図
仲町のシンボルマーク：仲（なか）に蝶（ちょう）

人 形：素戔嗚尊 長野屋六代綱季 作



３８．山車屋台の概要⑨
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伊勢町区

山 車
製作年：平成30年
制作費：-
製作者：宮匠 川股三喜男
寸 法：H 4,650mm W 2,700mm L 5,060mm

旧屋台からの改修・新調
彫刻師：神田洋三
見送幕：弁財天



３９．山車屋台の概要⑩
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櫻町区

屋 台
製作年：平成6年
制作費：-
制作者：四分一作次郎／四分一昌宏
寸 法：H 4,820mm W 2,880mm L 4,800mm
彫刻師：四分一昌宏
見送幕：大樹の桜



４０．山車屋台の概要⑪
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本石区

屋 台
製作年：昭和12年
制作費：2,100円(当時)
制作者：大澤善太郎(本石)
寸 法：H 4,950mm W 3,600mm L 5,000mm
彫刻師：内山良雲(埼玉)
見送幕：唐獅子牡丹子落とし図



４１．山車屋台の概要⑪
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石原区

屋 台
製作年：昭和12年
制作費：4,780円(当時)
制作者：林松五郎／渡谷豊作
寸 法：H 4,950mm W 3,100mm L 4,900mm
彫刻師：小林義雄(玉井)
四方破風屋根を持ち、正面鬼板は素戔嗚尊の八岐大

蛇退治、各懸魚には四神（正面に青龍、後に白虎、左に
朱雀、右に玄武）が施されている。

見送幕：松に鶴と亀



４２．大総代・年番町
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熊谷うちわ祭は祭礼全体を総括する「大総代」、祭礼全体の運営を
担う「年番町」（８ヶ町の交替制）が中心となり、各町区、総代組
織、鳶組織並びに行政などとの調整を経て、祭礼本番を迎える。

令和4年 年番町 鎌倉区
大総代 中島 正義

本年の「熊谷うちわ祭」の大総代を仰せつかりました、年
番町鎌倉区の中島正義と申します。昨年、一昨年と新型コ
ロナウィルス感染拡大のため、例年通りの大祭は挙行され
ませんでした。そこで本年は「至誠通神」のもと、真摯に
お祭りと向き合い、今できる事を貫き、伝統文化の継承を
第一に、疫病退散・五穀豊穣を祈念し、従来の大祭の姿を
目指しています。

至誠通神



４３．大総代という祭礼総括者
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歴代「大総代」（近年）



結びに コロナ禍、そして熊谷うちわ祭の継承に向けて
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コロナ禍により熊谷八坂神社祭礼行事は
神事のみの開催となる中で、囃子の修練、
山車屋台巡行や神輿渡御などに関する技術
的継承については、休止せざるを得ない状
況が続いた。祭礼の再起に向けて各町区は
準備を進めている。

ウィズコロナの生活様式において、無形
の文化財・文化遺産の記録化、映像化、デ
ータベース化の重要性が再認識されるよう
になった。

芸術文化の継承に向けて、熊谷うちわ祭
の歴史的価値を共有することが求められて
いる。

終


