情報
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埼玉県

8 人形供養祭

岩槻城址公園
（さいたま市）

9 越谷人形供養祭
天嶽寺（越谷市）

 鴻巣人形感謝祭
勝願寺（鴻巣市）

長野県

 上田人形供養会
海禅寺（上田市）

富山県

 富山県人形供養祭

栃木県

蓮王寺（射水市）

1 佐野人形感謝祭

唐澤山神社
（佐野市）

茨城県

広島県

2 水戸人形感謝祭

 広島人形供養会

・人形供養

多聞院（広島市）

桂岸寺（水戸市）

東京都

3 人形感謝祭

明治神宮（渋谷区）

愛知県

4 人形供養

大阪府

大須観音（名古屋市）

6 人形供養祭
熊本県

四天王寺（大阪市）

京都府

5 人形供養祭

宝鏡寺（京都市）

7 九州人形提灯供養祭
本妙寺（熊本市）

26

各地の人形供養 ＆ 感謝祭
全国各地で盛んに開催されている人形供養＆感謝祭。
本号では、編集室にお寄せいただいた資料・写真をもとに、10 月から 11
月にかけて行われている 13 ヵ所の供養＆感謝祭情報をまとめました。
〔３月から６月にかけての春～夏編は ’
09 年 10 月号に掲載〕

1 佐野人形感謝祭

【今年の様子】 第 17 回の今年は 10 月 11
日に開催。笙の音が響くなか、人形供養塔
前で厳かに祈祷が行われた。昨年建立され
た同塔は周囲に植樹され、景観も美しくな
った。約 1,500 体の人形が寄せられ、今年
は参列者も護摩木のお焚き上げに加わった。

唐澤山神社

（栃木県佐野市）
開催日

10 月第３日曜日
（平成 22 年 10 月 10 日）
開始年 平成 16 年
主催等 佐野人形協会
（㈲藤沼人形本店☎ 0283-22-1175）
案 内 同会加盟各店で年間を通じて受け
付ける。人形のみ（節句人形・日
本人形・フランス人形など）で、
ぬいぐるみ・こけしなどは不可。
供養料は３千円～。雨天決行。

2 水戸人形感謝祭・人形供養

頭愛染堂で開催。約 200 件の依頼があり、
当日は約 70 人が参列した。回廊に人形を
並べ、正午より式典を開始、読経供養、奉
還札への移魂後、供養塔前で奉還札のお焚
き上げ、焼香が行われた。

桂岸寺

（茨城県水戸市）
開催日
開始年
主催等

毎年 11 月３日
昭和 55 年
水戸人形感謝祭実行委員会
（事務局／㈱幸月☎ 029-221-3078）
案 内 当日会場（午前 11 時～正午）の
ほか、水戸人形組合加盟各店で約
１ヵ月前から受け付ける。人形や
ぬいぐるみなどが対象。供養料は
千円～。小雨決行。
【今年の様子】 第 29 回の今年も桂岸寺塔
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3 人形感謝祭
明治神宮

（東京都渋谷区）
開催日

10 月中旬の日曜日
（平成 22 年 10 月３日）
開始年 平成元年
主催等 人形に感謝する会
（同☎ 03-3861-3950、http://ningy
ou-kanshasai.com/）
案 内 受付は当日のみ（午前９時～午後
３時）
。人形・ぬいぐるみなどが
対象。初穂料は３千円～。雨天決行。
【今年の様子】 第 21 回の今年は 10 月４

～第 21 回明治神宮人形感謝祭～

明治神宮人形感謝祭を主催している「人形に感謝
する会」では、第 21 回を迎えた今年、当日会場
で来場者を対象にアンケートを実施した。

《来場者アンケートより》

10 月第 1 木曜日
（平成 22 年 10 月７日）
開始年 昭和 40 年
主催等 愛知県人形玩具工業協同組合、名
古屋雛人形卸商業協同組合、中部
人形節句品工業協同組合
（組合事務局☎ 052-564-1020）
案 内 受付は当日のみ
（午前８時～正午）
。
人形、ぬいぐるみなどが対象。供
養料は任意。雨天決行。
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手際が悪い

開催日

その他

大須観音

（愛知県名古屋市）

料金が高い

4 人形供養

参道が砂利で歩きにくい

0

宣伝がたりない

5

回答 / 総数 217 人
調査方法 / 聞き取り

毎年続けてほしい

10

本殿までの道が分かりにくい

15

来年もまた来たい

20

人形を納められて安心した

25

年に何回か開催してほしい

初めて
（75.1％）

（人）
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感謝の言葉

２回目
（14.6％）

◆主な感想＆意見など

◆感謝祭への来場回数

６回以上（2.9％）

３〜５回目
（7.3％）

日に開催。昨年を上回る約 6,500 人が来場、
約 35,000 体の人形類が寄せられた。午前
11 時 30 分からの祭典では、御霊あげ、神
楽「浦安の舞」の奉奏、玉串奉奠が行われた。
社務所にて「思い出人形展」が併催された。

（協力／人形に感謝する会）

【今年の様子】 第 45 回の今年は 10 月１
日に開催。約 12,000 体の人形が寄せられ、
約 3,000 人が参列。本堂での読経・焼香に
始まり、人形供養塚前にて読経後、一部が
お焚き上げされ、供養が行われた。

5 人形供養祭

【今年の様子】 第 51 回の今年は人形塚建
立 50 周年にあたり、人形塚前で献茶・献花
の儀、読経、納灰の儀、また、本堂にて琴
や舞の奉納後、50 年前の人形塚除幕式に参
加した安藤忠
男氏による講
演も行われた。

宝鏡寺

（京都府京都市）
開催日
開始年
主催等

案

毎年 10 月 14 日（予定）
昭和 34 年
京人形商工業協同組合（同☎ 075761-3460、http://www.kyo-ningyo.
com、宝鏡寺☎ 075-451-1550）
内 受付は当日（午前９時 30 分～ 11
時）のほか、宝鏡寺にて随時（年
末年始を除く）受け付ける。人形
（土の人形も可）が対象。供養料
は３千円〜。雨天決行。

6 人形供養祭
四天王寺

（大阪府大阪市）
開催日

11 月第２土曜日
（平成 22 年 11 月 13 日）
開始年 昭和 45 年
主催等 大阪府人形問屋協同組合
（同☎ 06-6764-0344）
案 内 受付は当日のみ（午前９時～午後
２時）
。人形・ぬいぐるみなどが
対象。供養料は３千円～。雨天決行。
【今年の様子】 第 40 回の今年は、11 月 14
日に開催。前日夜半まで激しい雨が降った

7 九州人形提灯供養祭
本妙寺

（熊本県熊本市）
開催日
開始年
主催等

案

毎年 11 月３日
昭和 62 年
人形提灯供養祭実行委員会、㈳日
本人形協会九州支部
（ 本 妙 寺 ☎ 096-354-1411、 ㈲ む ろ
や☎ 096-354-6083）
内 当日会場（午前 10 時～ 11 時）で、
または事前に実行委員会各店と本
妙寺事務所で受け付ける。すべて
の人形・提灯などが対象。供養料
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が当日は上がり、多数の参列者が見守るな
か午後２時より式典が行われた。堂内での
読経後、境内にて一部人形がお焚き上げさ
れ、今年も市内の幼稚園児から「お人形と
お別れの言葉」が贈られた。

は目安として、人形一式（１体・箱・袋）
千円～３千円。本堂内で行うため雨天決行。
【今年の様子】 第 23 回の今年も県内外か
ら約 200 人が参加、午前 11 時より大本堂
にて約 3,000 体の人形や提灯が供養された。

8 人形供養祭

岩槻城址公園

（埼玉県さいたま市）
開催日
開始年
主催等

毎年 11 月３日
昭和 39 年ごろ
岩槻人形協同組合
（同☎ 048-757-8881）
案 内 受付は当日（午前 10 時～午後２
時）のみ。人形やぬいぐるみなど。
供養料は３千円～。雨天決行。
【今年の様子】 第 45 回の今年も昨年に続
き晴天に恵まれた。寄せられた人形類は約
9,000 体。園内の岩槻城黒門前に並べられ、

9 越谷人形供養祭

人形塚前にて午前 11 時より式典開始、岩
槻仏教会の僧侶 18 人による読経、供養札
のお焚き上げが行われた。肌寒い日だった
が約 18,000 人が来場、組合婦人部よりお
汁粉が無料で振る舞われた。

に開催。約 500 件の依頼があり、約 1,100
人が参列。午後２時より式典が始まり、住
職による読経、供養が行われた。その模様
を新聞社やドイツＴＶ局が取材報道した。

天嶽寺

（埼玉県越谷市）
開催日

10 月の最終日曜日
（平成 22 年 10 月 31 日）
開始年 平成２年
主催等 越谷雛人形組合
（人形の佐倉☎ 048-961-6333）
案 内 受付は当日のみ（午前９時～午後
１時）
。節句人形を始めとする人
形類やぬいぐるみなどが対象。供
養料は２千円～。小雨決行。
【今年の様子】 第 20 回の今年は 10 月 25 日

 鴻巣人形感謝祭

約 20,000 体 の 人 形 類 が 寄 せ ら れ、 約 150
人が見守るなか、住職、導師 20 人により
法要が営まれた。当日は併せてお十夜の法
要もあり、お稚児さん 20 人が参列した。

勝願寺

（埼玉県鴻巣市）
開催日
開始年
主催等

毎年 11 月 14 日（埼玉県民の日）
昭和 52 年
鴻巣ひな人形協会
（㈱マル武人形☎ 048-541-3517）
案 内 会場では会期前日（午前９時～午
後５時）と当日午前中のみだが、
同会加盟各店で随時受け付ける。
人形・ぬいぐるみなどが対象。供
養料は３千円～。雨天決行。
【今年の様子】 第 33 回の今年も昨年同様
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上田人形供養会

まれ、境内に築かれた護摩壇でお焚き上げ
の供養が行われた。寄せられた人形は約
2,000 体。当日は約 100 人が参列、お焚き
上げの火が消えるまで見守り続ける人の姿
もあり、人形達との別れを惜しんでいた。

海禅寺

（長野県上田市）

開催日
開始年
主催等

毎年 11 月 23 日
昭和 60 年
人形供養奉賛会
（松葉彌☎ 0268-25-3355）
案 内 当日会場のほか、松葉彌にて随時
受け付ける。節句人形を始め、人
形全般・ぬいぐるみなどが対象。
供養料は店頭受付２千円以上、当
日会場にて任意。雨天決行。
【今年の様子】 第 25 回の今年も晴天に恵

富山県人形供養祭

のが対象。供養料は３千円～。
【今年の様子】 第 15 回となる今年は、10
月 11 日に開催。宅急便の受け付けも含め
約 420 件の依頼があり、読経のなか護摩木
が焚かれ、法要が営まれた。

蓮王寺

（富山県射水市）

開催日

10 月第２日曜日
（平成 22 年 10 月 10 日）
開始年 平成７年
主催等 富山県人形供養の会（蓮王寺☎ 07
66-55-0157、http://www.exe.ne.jp/
~uechan/takadera/ningyou.html）
案 内 受付は当日（午前 10 時～午後２
時）のほか、会期前月の９月より
宅急便でも受け付ける（ＨＰ参照）
。
人形、ぬいぐるみなど顔のあるも

広島人形供養会
多聞院

（広島県広島市）

開催日
開始年
主催等
案

毎年 10 月 20 日
昭和 57 年
広島人形専門店会
（㈱広島和光☎ 082-293-6789）
内 当日（午前９時 30 分～ 10 時）の
ほか、同会加盟の各店で事前に受
け付けも行う（申し込みは http://
www.12danya.co.jp/kuyou/ にて）
。
対象は人形全般・ぬいぐるみも可。
供養料は２千円～。雨天決行。

【今年の様子】 第 28 回の今年は昨年を上
回る約 15,000 体が寄せられ、住職の読経後、
参列者約 70 人が焼香した。当日持参の依
頼者が増し、遠方からの申し込みが減り、
地元中心の供養会としての役割が強まった。
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