供養・感謝祭

………………………………………………………
埼玉県

4 人形供養祭

岩槻城址公園（さいたま市）

5 越谷人形供養祭
天嶽寺（越谷市）

6 鴻巣人形感謝祭
勝願寺（鴻巣市）

長野県

7 上田人形供養会
海禅寺（上田市）

富山県

8 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

9 人形供養

大阪府

大須観音（名古屋市）

 人形供養祭
熊本県

四天王寺（大阪市）

京都府

 人形供養祭

宝鏡寺（京都市）

 九州人形提灯供養祭
本妙寺（熊本市）

16

2012-13《秋冬編》

各地の人形

………………………………………………

編集室にお寄せいただいた資料と写真をもとに、10 ～ 11 月に行われて
いる各地の人形供養＆感謝祭の模様をご紹介いたします。
（春夏編は '12 年 10 月号に掲載）

1 佐野人形感謝祭

唐澤山神社（栃木県佐野市）
第 18 回の今年は 10 月 14 日㈰に開催。唐澤山山頂
にある唐澤山神社は唐澤城本丸跡に創建されており、感
謝祭は三の丸跡の人形供養塔前で執り行われた。当日は
午前９時より受付、11 時より祭典が始まり、約 2,000
体の人形の御魂の祈祷が行われた。
「感謝祭は年に１度
の開催だが、人形の受付は加盟店で随時行っており、皆
さまにご利用いただきやすいのでは」と主催者。

開催日：10 月第２日曜日（来年：10 月 13 日㈰）
開始年：昭和 61 年
主催：佐野人形協会
連絡先：㈲吉貞（☎ 0283-24-2628）
受付：同会加盟各店で年間を通じて随時受け付ける
供養料：５千円から
対象：人形（節句人形・日本人形・フランス人形など）のみで、ぬいぐるみ・こ
けしなどは不可
※人形本体のみでケースは不可
その他：雨天決行

2 水戸人形感謝祭・人形供養

桂岸寺（茨城県水戸市）

二十三夜尊桂岸寺にて、毎年 11 月３日に開催。第
32 回の今年は、事前受付分も含め約 230 件の依頼があ
り、当日は約 80 人が参列。祭典は愛染堂と人形供養塔
前で行われ、読経、奉還札への移魂、奉還札のお焚き上
げ後、参列者が焼香した。「昨年は震災の影響で依頼数
が増えたが、例年の落ち着きを取り戻した。事前受付に
ついては組合加盟店にお電話でご相談下さい」と主催者。
開催日：毎年 11 月３日
開始年：昭和 55 年
主催：水戸人形感謝祭実行委員会
連絡先：㈱幸月（☎ 029-221-3078）
受付：当日（午前 11 時～正午）会場にての受付のほか、水戸人
形組合加盟各店で約１ヵ月前から受け付ける
供養料：千円から
対象：人形・ぬいぐるみ
※人形本体のみでケースは不可
その他：小雨決行
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3 人形感謝祭

明治神宮（東京都渋谷区）
第 24 回となる今年は 10 月 14 日㈰に開催。当日、
明治神宮本殿前庭にて午前９時より受付、本殿にて 11
時 30 分より祭典が始まり、ひとがたを納めた唐櫃の奉
安、清祓の儀、神楽「浦安の舞」の奉奏、玉串奉奠が行
われた。来場者は約８,000 人、寄せられた人形類は約
46,000 体。また、社務所にて、恒例の「お人形とわた
したち 思い出人形展」も併催された。

開催日：10 月初旬の日曜日（来年：10 月６日㈰）
開始年：平成元年
主催：人形に感謝する会
連絡先：同会（☎ 03-3861-3950、http://ningyou-kanshasai.com）
受付：受付は当日のみ（午前９時～午後３時） 初穂料：一抱え 3 千円から
対象：人形、ぬいぐるみなど
その他：雨天決行

4 人形供養祭

岩槻城址公園（埼玉県さいたま市）
毎年 11 月３日に開催、第 48 回となる今年は秋晴れ
の明るい日差しの下、岩槻城址公園内の人形塚前で午前
10 時より受付、11 時より式典が行われた。岩槻仏教
会の多数の僧侶による読経、供養札のお焚き上げに続い
て、参列者が焼香を行った。当日、会場には約 12,000
人が来場、寄せられた人形類は事前受付分も含めて約
23,000 体に上った。

開催日：毎年 11 月３日
開始年：昭和 40 年
主催：岩槻人形協同組合
連絡先：同組合（☎
048-757-8881、http://www.doll.or.jp/）
受付：当日会場にての受付（午前 10 時～午後 2 時）のほか、
年間を通して事前受付も行っている（詳細はＨＰを参照）
供養料：３千円から
対象：人形・ぬいぐ
るみなど
※ガラスケース、スチール製雛段、陶器製人形、だるまなどは不可
その他：雨天決行

5 越谷人形供養祭

天嶽寺（埼玉県越谷市）
第 23 回の今年は 10 月 28 日㈰に開催された。小雨
の降るなか、午前９時の受付開始に合わせて多数の依頼
者が訪れ、約 1,300 体の人形類が寄せられた。午後１
時 30 分から始まった式典では住職による読経が行われ、
参列者が手を合わせた。
「当日続々と依頼者の方々がみ
え、人形に対する感謝の気持ち、思い入れを実感した。
参列者も増え、ますます感謝祭の意義を感じた」と主催者。

開催日：10 月最終日曜日（来年：10 月 27 日㈰）
開始年：平成元年
主催：越谷雛人形組合
連絡先：㈲朝比奈（☎ 048-987-9144）
受付：当日のみ（午前９時～午後１時）
供養料：2 千円から
対象：節句人形を始めとする人形類やぬいぐるみなど
※ ガラスケースはでき
るだけ外す
その他：小雨決行
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6 鴻巣人形感謝祭

勝願寺（埼玉県鴻巣市）
関東三大十夜の一つといわれる天照山勝願寺の十夜法
要と合わせて毎年 11 月 14 日に行われ、第 36 回の今
年も、約 200 人が参加、約 20,000 体の人形類が寄せ
られた。祭典には彩り華やかな衣裳を身に着けた稚児達
も参加、参列者とともに焼香を行った。「親の人形を使
用して初節句を済ます人が増えているよう。その面から
も人形供養の必要性を感じる」と主催者。

開催日：毎年 11 月 14 日（埼玉県民の日） 開始年：昭和 52 年
主催：鴻巣ひな人形協会
連絡先：㈱マル武人形（☎ 048-541-3517）
受付：会期前日（午前９時～午後５時）と、当日午前中
会場で受け付けるほか、協会加盟各店で随時受け付ける
供養料：３千円から
対象：人形・ぬいぐるみ
※人形本体のみでケースは不可
その他：雨天決行

7 上田人形供養会

海禅寺（長野県上田市）
毎年 11 月 23 日に開催、第 28 回となる今年は、事
前の受付分も含めて約 3,000 体の人形類が寄せられた。
雨模様のなか約 300 人が参列、住職ら僧侶が読経を行
い、人形類のお焚き上げが行われた。供養会後、灰の一
部が境内の人形供養塔に納められ、
「お役目を終えた人
形達が安らかに旅立てるようお祈りしています」と主催
者。当日は子供達も参加し、そばや甘酒が振る舞われた。

開催日：毎年 11 月 23 日
開始年：昭和 60 年
主催：人形供養奉賛会
連絡先：松葉彌（☎ 0268-25-3355） 受付：当日会場にて受付のほか、松葉彌にて随時受け付ける
※店頭受付は焼却灰の処理料として、1 箱（縦横高さの合計が 170 ㎝まで）につき 2 千円（＋供養料任意）
対象：人形・ぬいぐるみなど
※人形本体のみでケースは不可
その他：雨天決行

8 富山県人形供養祭

蓮王寺（富山県射水市）
第 18 回 と な る 今 年 は、10 月 14 日 ㈰ に 開 催 さ れ
た。当日は午前 10 時から受付、午後１時 30 分から祭
典が始まった。宅急便による事前の受付分も含めて、約
440 件の人形類の供養が営まれた。寄せられた多数の
人形類の前で、住職ら僧侶が読経、護摩木が焚き上げら
れた。

開催日：10 月第２日曜日（来年：10 月 13 日㈰）
開始年：平成７年
主催：富山県人形供養の会
連絡先：蓮王寺（☎ 0766-55-0157、http://www.exe.ne.jp/~uechan/takadera/ningyou.html）
受付：当日（午前 10 時～午後 1 時 30 分）のほか、会期前月の９月より宅配便でも受け付ける (HP を参照）
供養料：３千円から 対象：人形、ぬいぐるみなど顔のあるもの ※ ケースは不可 その他：雨天決行
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9 人形供養

大須観音（愛知県名古屋市）
第 48 回の今年は、10 月４日㈭に開催された。当日
は青空の下、約 2,000 人が訪れ、約 5,000 体の人形が
寄せられた。本堂での読経が行われた後、人形供養塚で
の読経が行われ、一部人形がお焚き上げされた。「いつ
かは供養したいと思っていた人形を供養することができ
てうれしいと、声を掛けていただいた。皆さま方の大事
なお人形を、心を込めて供養しています」と主催者。

開催日：10 月第１木曜日（来年：10 月３日㈭）
開始年：昭和 40 年
主催：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、愛知県人形玩具工業協同組合
連絡先：組合事務局（☎ 052-564-1020）
受付：当日のみ（午前８時～正午） 供養料：志
対象：人形、ぬいぐるみなど
※人形本体のみでケースは不可
その他：雨天決行

 人形供養祭

宝鏡寺（京都府京都市）
毎年 10 月 14 日に開催され、第 54 回の今年は、海
外からの観光客を含む約 300 人が見守るなか、多数の
人形類の供養が行われた。式典では、人形塚前で島原太
夫、小袿姿の女性による献茶・献花の儀、詩の朗読に続
き、読経、焼香、お焚き上げされた人形の納灰の儀が行
われた。本堂では島原太夫による琴の演奏と舞の奉納が
行われ、組合保存委員会所蔵の人形も展示された。

開催日：毎年 10 月 14 日
開始年：昭和 34 年
主催：京人形商工業協同組合
連絡先：同組合（☎ 075（761）3460、http://www.kyo-ningyo.com）、宝鏡寺 （☎ 075-451-1550）
受付：当日（午前９時 30 分～ 11 時）のほか、宝鏡寺にて随時受付（年末年始を除く）
供養料：３千円から 対象：人形（土の人形も可）
その他：雨天決行

 人形供養祭

四天王寺（大阪府大阪市）
第 43 回の今年は 11 月 10 日㈯に開催。聖徳太子建
立七大寺の１つとされる四天王寺の本坊にて、午前９時
から受付、午後２時から式典が行われた。多数の参列者
が見守るなか、園児代表が「お人形さんとお別れのこと
ば」を述べた。続いて、境内の亀井不動尊の前で一部人
形のお焚き上げが行われた。

開催日：11 月第 2 土曜日（来年：11 月９日㈯）
開始年：昭和 45 年
主催：大阪府人形問屋協同組合
連絡先：同組合（☎ 06-6764-0344）
受付：当日のみ（午前９時～午後２時） 供養料：３千円から
対象：人形・ぬいぐるみなど
その他：雨天決行
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 広島人形供養会

多聞院（広島県広島市）
毎年 10 月 20 日に開催され、第 31 回の今年は土曜
日の開催ということもあり、当日の参列者は約 100 人、
寄せられた人形類は事前受付分も含め、約 18,000 体と
昨年の数を上回った。住職による読経、説法が行われ、
参列者も焼香し、手を合わせた。「当日持参される方は
ご予約は不要、事前受付を希望される方は受付前に各店
へご連絡下さい」と主催者。

開催日：毎年 10 月 20 日
開始年：昭和 57 年
主催：広島人形専門店会
連絡先：㈱広島和光（☎ 082-293-6789）
受付：当日（午前９時～ 10 時）のほか 10 月１日～ 18 日
まで同会加盟各店で受付、または郵送（申込は http://www.12danya.co.jp/kuyou/ にて）
供養料：2 千
円以上
対象：節句人形のほか、人形全般・ぬいぐるみも可
※ 人形本体のみでケースは不可

 九州人形提灯供養祭

本妙寺（熊本県熊本市）
人形、提灯という伝統文化の供養を行うことから、毎
年文化の日の 11 月３日に開催、第 26 回の今年は、２
日の前日祭、当日ともに天候に恵まれた。本妙寺拝殿及
び本堂で読経、焼香が行われ、県内外から寄せられた人
形類約 8,000 体や提灯などが供養された。
「九州各県の
支部所属各社の協力の下、年々認知度が高まり、依頼さ
れる人形類の数が増加しています」と主催者。

開催日：毎年 11 月３日、事前供養祭は 11 月２日午前 10 時～
開始年：昭和 62 年
主催：人形提灯供養祭実行委員会・日本人形協会九州支部
連絡先：本妙寺（☎ 096-354-1411）、㈲
むろや（☎ 096-354-6083）
受付：当日（午前 10 時～ 11 時）のほか、事前に実行委員会各店と本妙
寺事務所で預かる 供養料：人形一式（１体・箱・袋）千円～３千円
対象：あらゆる人形・提灯ほか

《 2013 年 ・ 春～秋に開催予定の人形供養 ・ 感謝祭 》》
開催地

名称

場所

2013 年の開催予定日

福岡県柳川市

おひな様里親さがし

日吉神社

３月 24 日㈰

静岡県静岡市

人形供養祭

安倍川親水公園

５月 12 日㈰

福岡県飯塚市

筑前人形感謝祭

曩祖八幡宮

５月 12 日㈰

千葉県木更津市

人形感謝祭

福寿寺

５月 14 日㈫

埼玉県加須市

こいのぼり感謝祭

不動ヶ岡不動尊總願寺

５月 18 日㈯

千葉県市原市

いちはら人形感謝祭

龍善院

５月中旬の日曜日

高知県高知市

人形供養祭

鏡川河畔みどりの広場高知県神社庁

５月中旬～下旬

大阪府大阪市

人形祭

大阪天満宮

５月 19 日㈰

埼玉県所沢市

所沢人形供養祭

所澤神明社

６月２日㈰

愛媛県松山市

人形感謝祭

成願寺

６月 10 日㈪
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