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【要約】高齢者への「居場所・出番の場」創出が問われている．しかし介護予防を目的とした高齢者コ

ミュニティ活動などにおいては，男性の主体的参加の少なさも課題となっている．そのような中で，若

い世代から高齢者までの男性が一堂に会し大きな盛り上がりを見せる活動に，「神輿」を中心とした伝

統行事の「祭り」がある．祭りは高齢者活性化のための「居場所・出番」になりうるか，本研究では 2

つの秋祭りの事例から，伝統文化の知識継承が行われる場において居場所と出番がどのように形成され

ているか述べる． 
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1. はじめに 

1.1 問題意識 

超高齢社会を迎え，高齢者の生きがい低下や社会的孤立の防止として社会活動への参加，多世代との

連携・交流や居場所づくりが提案されており，同時に男性の活動促進も挙げられている(内閣府, 2011)．

「茶話・ふれあいサロン系」の活動は男性参加が少ない(大久保ほか,2005)．若年期からの準備不足や女

性参加者との関わり方にも心理的要因が関わる(松下ほか,2015)．自身がこれまでに調査した高齢者コミ

ュニティ活動の事例のいくつかにおいても，男性参加者の増加が望まれていた． 

高齢期の介護予防の試みには多様なコミュニティ活動があるが，高齢男性にとっての「居場所」「出

番」の場を改めて考える必要がある． 

1.2 居場所の概念 

2000 年以前は物理的側面であった居場所は，身を落ち着ける場所として「心理的側面」も盛り込まれ

るようになってきており，「自分を確認できる場所」であるとする(中島ほか,2007)．研究分野により定

義は異なるが高齢者に関する「居場所」の文脈では，住居や施設の在り方のほか，社会的孤立対策とし

て社会福祉協議会・NPO・介護予防活動としての「3 つのサロン活動」がある(白瀬ほか,2015)． 

そこで「平成 23 年度 高齢者の居場所と出番に関する事例調査結果」の 50 事例(内閣府,2012)を参考

にした．公開された資料で読み取れる範囲で，男性が半数以上の割合で主体的参加していると見られる

事例は，50 事例中 15 例であった．そのうち 5 例は子どもへの見守りや指導・伝承といった世代間交流

も行う活動内容であり，8 例は IT 指導など高齢者同士での互助が多い活動であった．残りの 1 事例は高

齢者に限らない広い対象への地域ガイド，1 事例は男性住職による寺カフェとなっていた．この 15 例か

らは，主催側の中心人物が男性であると参加者も男性が多くなること，地域の安全や紹介に関わること

や IT・昔遊びなどの指導的要素を含む内容に，男性の「居場所・出番」が形成される傾向があるとわか

った． 

 

2. 伝統の継承 

2.1 伝統文化と高齢者の関わり 

住んでいる地域の文化的環境に対する満足度は 2009 年 11 月時点で 52.1％であり，2020 年までには 6

割が地域の文化的環境に満足する回答となることが目標に掲げられている(文部科学省,2015)が，参加の



 

有無に関わらず伝統文化に対する関心の高さをうかがわせる．各地域における多様な文化は相互理解・

尊重し合う土壌を形成し，郷土への誇りや愛着を深め，住民共通のよりどころとなる(文部科学省,1992)．

男性においては高齢期に社会参加するルートに町内会・自治会など既存の地域活動の位置が高いことが

うかがわれるが，伝統的な地域組織で行われてきた社会活動は，関係の希薄化から縮小傾向にある(佐藤

ほか,2001)．人口の集中する大都市，特に首都圏でも地域社会・地域コミュニティの崩壊(枝川,2012)が

問われており，出身地で担っていた行事や祭りといった文化を放棄(岩井,1998)して来た住民も多い．有

形・無形の守るべき文化財を誇る日本においては，伝統文化の維持継承と内外への発信の必要が求めら

れている(文部科学省,2015)．高齢者の幅広い知識は地域社会の財産であり，地域社会の若年層が減少し

ている今，高齢者の新たな能力発揮の必要性と役割設定が必要である(菅原ほか,2005)．高齢者が長年積

み重ねてきた伝統文化の知識や自らの体験を，地域社会において次世代へ継承することは，内閣府の事

例と照らしても高齢男性の「居場所・出番の場」に適していると考えられる． 

2.2 祭りと信仰 

日本の農耕文化は古来より稲作が重視され，自然災害などが多い日本の風土において五穀豊穣を常に

祈ってきた歴史から，信仰心は庶民の生活の暦に反映されてきた(服部,1998)．現在では 90％以上が実施

するという七五三など人生儀礼のもつ普遍性は，信頼感と安心感をうみ，自分と社会をつなぐ要素であ

る．現代人は儀礼を通じて社会との接点・つながりを見出している(田口,2016)．風雨の害が少ないこと

を願い，豊作・収穫を感謝する他にも，「初詣」「七五三」「地鎮祭」などが日常生活のいたるところ

にある．日本固有の信仰が形になったものが祭りである(神社本庁 website)． 

日本の祭りは宗教色を堅持した厳格性の強いものは変容せず伝承されている(岩井,1998)．少子高齢化

で次第に人手不足となりつつあるが，氏神を中心とした地域社会の伝統を維持するためには，年長者に

よる豊富な知識の継承が望まれる． 

2.3 居場所・出番の定義 

「居場所・出番の 50 事例」では，自らが住む地域に根付く文化を観光案内や博物館として案内する

事例，または伝承や学びを子どもへの指導とする事例に，高齢男性の主体的参加が多く見られた．そこ

で本研究内では，1 年に 1 度盛大な祭りを経て再構築される「地域社会」を「居場所」に，祭りで担う

役割を「出番」と定義した．愛媛県松山市で開催される 2 つの秋祭りを対象事例とし，観察と聞きとり

から，祭りの文化・伝統の継承を通して形成される「居場所・出番の場」について考察を行う． 

 

3. 事例分析 

3.1 道後の喧嘩神輿「鉢合せ」 

3.1.1 歴史と背景 

愛媛県松山市の道後温泉は，夏目漱石の「坊っちゃん」の舞台ともなった日本三古湯のひとつであり，

3000 年の歴史を持っている(松山観光コンベンション協会 website)．秋祭り期間は 3 日間あり，宵宮と呼

ばれる 1 日目の夜と本番の 3 日目の早朝，道後温泉前広場で神輿を激しくぶつけ，押し合って勝負をす

る「鉢合わせ」と呼ばれる喧嘩神輿が行われる． 

17 世紀末に京都で神輿を製作したことなど，18 世紀末の松山藩の記録に各神社の神輿の形状が記さ

れていることから，鉢合わせの起源は江戸時代からと推測される(愛媛県生涯学習センターwebsite)．当

初行われた四角さん[町方神輿] 八角さん[村方神輿] のぶつけ合い（鉢合わせ）は，町人対農民の力比べ

であり，勝った方の神輿によって翌年が商売繁盛か五穀豊穣となるか占うものであったと言われる．以

後地域により様々な形状の木腰や鉢合せが賑わった．明治維新の文明開化以後は，神輿を破損する行為

は神に対し不敬であると警告を受け続けたが，神輿を揺さぶる「神輿振り」は神の霊位を高め御霊の発

動を促進誘発する行為として歓迎する空気の方が強く，大戦の自粛時も昭和 18 年まで阿沼美神社の四

角・八角を代表として鉢合せは継続されていた．昭和 19 年は阿沼美神社でもついに中止となり，20 年

には松山空襲で神輿が焼失，戦後の昭和 22 年から再び登場したという歴史がある(愛媛県生涯学習セン

ター)．道後地区での鉢合せの再登場はもう少し遅く，八町会のひとつを担う「北小唐人」の神輿は平成

5 年 1993 年に復活している． 

現在道後には湯神社から宮出しを行う 2 つの神輿 [小唐人・北小唐人]と，伊佐爾波神社から宮出しを

行う 6 つの神輿 [溝辺・大唐人・持田・築山・湯之町・道後] 合わせて 8 体が鉢合せを行う(伊佐爾波神

社 website)．松山市の秋祭りは毎年 10 月の 5・6・7 日と決まっており，最終日になる 7 日は小中学校も

地方祭の休日となる．神輿など祭りに積極的に参加をする現役世代は，毎年各々の仕事を調整し当日会



 

社を休む．スーパーや商業施設でも期間中は「神輿音頭」が繰り返し流れ，レシートの印刷面には鉢合

せの掛け声である「もてこい」が表記されるところもある．道後の鉢合わせはメディアを通して全国に

広まったことにより，現在は 7,000 人もの観光客を含む見物人が，道後駅の周りに参集する． 

3.1.2 各世代の祭り参加 

祭りの前夜，もしくは前 2 日間の夜，小学生を中心とした提灯行列と子ども神輿が町をまわる．地域

によって「門まわり」と呼ばれるこの行事は，地域の各家をひと通りまわり，ポチ袋に入れたお金やお

菓子をもらう，子どもにとっては大きな楽しみとなる行事のひとつである．各家庭では事前にポチ袋や

菓子を用意し，子どもたちの来訪を待つ．掛け声とともに各家をまわり終えると中学生もしくは 6 学年

など年長の子どもが集めたお金や菓子を，ルールに則り全員に分配する． 

もともと松山市では，家の新築時や子ども・孫が生まれるといった祝い事の際にご祝儀を包み，家に

神輿を招き入れる風習が続いている．神輿はかつて庭や家の中を一周回ることもあったという．このよ

うに神輿を身近に感じて育つ子ども世代は，祭りにおいて「子ども神輿」を担ぐのみであるが，宮入・

宮出しの時には重い神輿を担いだままで長い階段を上るなど，神事に関しては大人と同じルールで行う．

鉢合わせの時に父親が参加している場合は観覧に訪れて声援を送る姿も見られる． 

神輿を担ぐ現役社会人世代（20-50 代）は，当日会社を休み参加する．毎年同じ日程のため 1 年の間

で仕事を調整してのぞむという．「北小唐人」の K 氏（男性 53 歳）は，道後の鉢合わせ再開時から 20

年以上参加を継続させている．「転勤時に休暇が取れず，1 年だけ断念したが後は全て参加している．」

ということだった．職場でどの位の割合が参加するのかをたずねたところ「20 人中 3・4 人くらいが参

加する．」ということだった．地元支社の所属とはいえ，勤務先は IT 企業であり，参加割合としては

比較的多い印象を持った．また担き夫（かきふ）と呼ばれる担ぎ手が足りないと，各地域から助っ人を

頼む．道後の鉢合わせは早朝（午前 6:00-7:30）行われるため，地元の祭りで担ぐまでの時間に間に合え

ば良いと神輿担ぎの梯子をする場合や，会社勤務前に担いでから出社することもあると言う． 

現役世代でも喧嘩神輿が体力的にきつくなった者や 60 歳以降となった高齢者は祭りにどう関わるの

か．松山の祭りでは神輿ごとに集まる陣地がある．神輿を担がずとも同じ法被を着て必ず自分の所属す

る神輿の周りに構える．食事や飲み物の用意など裏方の仕事をこなす場合もある．年齢を経てそこに集

まる者は，長年の経験から豊富な知識を持っているベテランであり，40-50 歳代の頭取・大頭取といっ

た執行部の責任者にも指示やアドバイスを出す．各神輿の指揮を執るのは「大頭取」と呼ばれる責任者

だが，その上には会長や顧問というベテラン陣がいる．年功序列を重んじる縦社会であり，知識の豊富

な年長者の発言には大頭取であっても従う． 

3.1.3 鉢合わせのルール，組織と配置 

鉢合わせを行う 1 つの神輿に必要な人数は 200 人から助っ人を入れ 300 人にもなる．これが 8 体も集

結することで，組織づくりも重要となる．この大所帯をまとめる組織を，北小唐人の役員構成メンバー

を参考に(北小唐人大神輿連合会 website)簡略化し図に表した．図 1 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：道後鉢合わせの組織図 



 

執行部の「大頭取」は宮出しの際に神輿の上に乗ることはあっても，鉢合わせ本番では神輿を担がず

に監督にあたる．神輿の上に乗り鉢合わせの合図を出す 2 名の役員は花形と言われる．全部で 3 回の対

戦がある鉢合わせで上に乗る合計 6 名の人選は，大頭取が行う．しかしこの大頭取でさえも当日は「現

場の実行責任者」であり，この上に知識継承を行うベテラン陣が顧問や会長となって鉢合わせの安全な

運行に向けた指導にあたる．八町会の総代は道後鉢合わせ全体の総監督であり，人混みの中を見渡せる

高い位置で拡声器を持ち，揉め事は止め，怪我人にもいち早く気づいて指示を出す． 

担き夫（かきふ）の数は公平になるよう，担き棒（かきぼう）の長さはどの神輿も同じに作られてい

る．200 人以上となる後押しは，前の者の肩甲骨をしっかり押すという．各人員の配置を図 2 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：鉢合わせの配置図 

 

鉢合わせは 5 日の宵祭りで 1 対戦，本番の 7 日で 2 対戦ずつと，ひとつの神輿が秋祭りの期間で 3 回

の鉢合わせを行う事になる．喧嘩や揉め事が起こる勝負となるため「遺恨が残らないよう」毎年の対戦

相手は必ず変えるという．45 度も対戦相手側に向けて傾けた神輿の胴体を勢いをつけて激しくぶつける

ために，事前にロープで胴体を幾重にも巻き補強をする．ぶつけた後は相手の神輿を押し合い，下がら

せ，相手方を傾けたり下にした方が勝ちとされる．押される方は「神輿を絶対に地面につけたくない」

一心で，こらえる．しばしば担き棒が折れるほどの衝撃があるために，替えの棒が予め用意されている．

勝利した神輿を指揮した花形は，神輿の上から仲間が作る人波の上に「勝利のダイビング」をする． 

3.1.4 鉢合わせの神事と信仰 

初日 5 日の宵祭にも神輿は神社から宮出し・宮入を行うが，この時点では神様が入るとされる「御霊」

は入っていない．しかし上に 2 名の人が乗り総重量は 800 ㎏を超えると言われる神輿を担ぎ急勾配の長

い石段を登りきるという試練がある．特に伊佐爾波神社の石段は 135 段もあり，6 体の神輿は順に石段

を進むことになる．6 日には直来が行われ，幹部のみが参加する． 

本番 7 日の宮出し時刻は早い．道後地区の鉢合わせ本番は午前 6 時の開始のため，午前 3 時ごろか

ら神社に担き夫全員が揃い，清めなどを受けた後，神輿中央の扉を開けて御霊を入れる神事を執り行う．

この御霊が入った後は「神輿に神様がおられる」ことになり，女性は一切触れることはできない．午前

5 時半の開門と同時に宮出しが行われる．本番の鉢合わせが全て終了すると 8 体が一斉に横並びに揃っ

て神輿を振り，さし上げる「かき比べ」を行う．その後は各神輿の陣地，広場などに戻る．前述 K 氏に

よると「宵祭は気軽に観光客とも話す余裕があるが，本番では険しい顔になっている．自分たちの陣地

に戻ってきて，ようやく緊張が和らぐ．」ということであった． 

道後の鉢合わせでは各神輿の屋根の上に 2 名ずつが乗り，担き夫達を鼓舞させ，指示を飛ばす．しか

し担き棒ではなく神聖な神輿の屋根に乗るという行為は，他の地方祭から見ると驚く光景である．明治

の文明開化以来，禁令・訓令が出続けた理由も敬神の主意からであった．そこで地元道後に生まれ育っ

た T 氏（女性・72 歳）に神輿の上に上る行為について，女性の視点ではどう感じるのか聞いてみた．「や

っぱり神様の上に乗るというのは，失礼ではないのだろうかと感じる．」ということである．しかし K



 

氏によると「どう感じるかは人それぞれ．地域によりしきたりが違う．自分たちは神様を敬うが，上に

乗ることを失礼と思っていない．」という意見だった．そして「御霊振りで神輿を激しく振ることは，

神様がパワーアップすること」であり，これをさらに激しくしたものが「鉢合わせ」となるということ

だった．霊魂を揺さぶり，魂の活力を取り戻し，乗っているご神体の霊威を高め，豊作や商売繁盛，産

業の発展を祈願する．鉢合わせはこの究極の姿といえる(伊佐爾波神社 website)．道後の秋祭りでは，年

に 1回神様に来ていただいて自分たちの神輿に乗られている神様と共に他の神輿と力比べを行うことが，

「鉢合わせ」と呼ばれる喧嘩神輿となっている． 

3.2 北条，風早の火事（ひのこと）祭りと荒神輿 

3.2.1 歴史と背景 

平成 17 年 1 月 1 日の合併により「北条市」は松山市となった．北条には物部一族をはじめとする古

墳も多く，大和朝廷から物部氏が風早国造に任命されたとある(祭都風早,2016)．この“祭都風早”によ

るとこの北条の地，國津比古命神社と鹿島神社を中心として行われる風早祭りが火事祭りと呼ばれるよ

うになったのは，400 年前とされている．半鐘を鳴らし，夜間に提灯をともしたダンジリの上に日の丸

などの紅白の模様で笹を飾る装飾をほどこした様子が火事のように見えるから，という説が一般的であ

る．しかしダンジリの華麗さよりも「神社の石段から神輿を投げて壊す」「川や海に神輿を投げ込んで

清める」という，全国的にも例がない奇習から「日本三大荒神輿」のひとつとして名を知らしめている． 

4 日間行われる北条の秋祭りで，國津比古命神社 4 体の神輿は宮出し後に海に投げ入れ，清めてから

神事を行う．3 日目の宮入には國津比古命神社の 39 段ある石段の上から 4 体を全て投げて壊す．完全に

壊れるまで何回も投げ，壊れた神輿からご神体が出てくると奪い合い，取った者が石段を駆け上がって

宮司に渡す．最終日には鹿島神社から宮出しされた 2 体の神輿が各町内をまわった後，禊として川に投

げ込み，神輿の汚れを清める．その後「櫂練り」という鉦鼓（かねとたいこ）を鳴らしながら海上をま

わる船に神輿を乗せてから夕刻の宮入となる(図 3)． 

このような特異性のある伝統行事を交えながら，4 日間を通して提灯と笹花で飾りたてたダンジリが，

昼・夜と繰り返し練りを行う．4 台・5 台と地区ごとに横に広がり，連なって息を合わせた練りを行う． 

3.2.2 各世代の参加 

風早には獅子舞保存会が 8 団体あり，小学生低学年以下と思われる小さな子どもも面を着け，獅子を

追う猟師や子猿に扮装して役目をこなす．4 日通して町を練るダンジリは「子どもダンジリ」の他，さ

らに小さい幼児を乗せた「孫ダンジリ」も運行される．ダンジリは神輿と異なり御霊入れを行わないた

め，女子の参加も多い．中学生・高校生は，ルールを守ることを約束してダンジリに乗せてもらえるが，

夜間の運行となるので，それぞれ決められた時間までの参加となる．その後は小中高の世代ごとに皆で

食事をして帰宅する．風早地区は祭りの参加人数も多いことから，子どもたちを地域で世話する分担が

しっかりできている．両親が祭りの準備や運行を行う間，幼稚園・小中学生の世話をする役はあらかじ

め決まっている．北条に住む元・観光コンベンション協会勤務の I 氏（男性 63 歳）によると，中学生ま

での子ども約 230 人の食事などを昼夜通して世話するため，協議会メンバーから成る「愛護斑」がこの

役目にあたる．夏休み頃から主に子どもたちが主体となって笹花という笹飾り用の旗(図 4)を刷る．大

きさは半紙を 6 等分したものに芋版を用いて日の丸や，地区に由来する紋などの模様に刷る．生漉紙（き

ずきし）でこよりを作り，旗に糊づけするなど，地域が一体となり力を合わせて祭りの準備にあたる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3：櫂練り                           図 4：ダンジリの旗とする笹花 

 

青年や保護者含む現役世代は，荒神輿・ダンジリなど出番が豊富である．7 校区の各神社からは，そ

れぞれ 5 台から 20 台ものダンジリが出て，合計で 55 台ほどにもなる．中学生以下が中心に乗る区域も



 

あるが，保護者も運営にあたる． 

風早地区もベテランである高齢期の男性が多く参加し，指導にあたる．前述の I 氏によると，「それ

ぞれが自分のところのダンジリに後ろからついてまわる．ダンジリをまとめる「役員」に運行などで細

かいアドバイスを行うのは，さらにベテランの役目．積み重ねた経験からくる知識は，すごいものがあ

る．」という．また，地区ではどれくらいの割合が祭りに参加するのかたずねたところ「参加しない人

は身体の具合が悪く家から出られない場合のみ」ということであった．また，どうしても宗派が異なる

などの理由から，数軒は神輿の渡御を断ることもあるというが，ほとんどの家々には神輿が一軒一軒訪

れて練る．各家ではご祝儀と白米を１合ずつ用意して神輿を待つ．米は全て集めた後神社に奉納される． 

3.2.3 信仰と儀式 

國津比古命神社から宮出しされた４体の神輿は，氏子区域を渡御した後，海に投げ込まれるが，この

神輿を引き上げる行事を「おひきあげ」と呼ぶ．海・山・川を大切にする神事とされているが「國津社

御神璽漂流伝説」の中にも由来がある．氏神様の御霊代が洪水のために大浜の沖合まで流されてしまい

困っていたところ「吾は國津の大神なり，今し大浜の沖合いに流れ海底に沈めり．その海上に瓢ありて，

鵜の鳥とまりけり，汝，明朝沖合に舟を漕ぎい出し，吾をあげよ」と御神託があった．翌朝海上で瓢が

あり，鵜の鳥が止まっているところに網を入れ御神体を引き上げ「大浜の浜の真砂」に祓い清めて神官

を迎え祭事を行ったことの再現ともされる(祭都風早,2016)．伝説の山人（猪木村青年）と海人（北本町

住人）という 2 村の交流があり，両者が協力し合うことでご神体が無事に引き上げられたとする．この

山人・海人に扮した者は，おひきあげ行事以外にも象徴として，祭りの中で方々に現れる． 

次に区内の渡御を終えた神輿は，地区のダンジリが迎える中，國津比古命神社に帰り，石段 39 段の上

から投げ，壊される(図 5)．新調した神輿に神を遷し神威の更新をはかる目的とされ，伊勢神宮の式年

遷宮と同じ考え方である． 

さらに神社総代によると，これには次の 3 つの理由がある(風早饒速日王国 website)． 

1．祭の物忌を解くため（解斎の行為） 

2．祭具の清浄さを保つため（神威の更新） 

3．祭の期間は「きよらかな期間」であるため，それの終わりを告げる行事として 

「神社の信仰で大切にされるのは清浄さであり，手水は心身を清め神前に出る．これを，より厳重に行

うものが「参籠（さんろう＝おこもり）」や「禊（みそぎ＝潔斎）」であり，古くは「参籠」や「禊」

によって心身が清浄となる状態を「斎まはり清まはり （ゆまはりきよまはり）」と表現した．氏子が

祭道の掃除をし，神輿を磨，晴れ着としての法被などをそろえる．祝宴を催し神迎えの環境を整え，心

身を清らかにして祭りの準備を行うことを「（斎忌・いみ）物忌の期間」と言う．」 

「神輿を壊すことにより，清らかさが保たれ，その中に再生の祈りが込められている．一年かけて米を

作り秋に収穫し，また作るサイクルと同じ，一年の行事である．」(祭都風早,2016) また「火事（ひの

こと）」とは，主祭神名に由来するとも，赤熟した稲穂を形容するとも言われる．最上部に日の丸の笹

花を飾るのは，たわわに実った五穀豊穣への感謝の念を太陽神に捧げる依り代としたものとされる． 

 最終日には鹿島神社の御旅所から朝 5 時に宮出しされた 2 体の神輿が，各町内や家々を「もてこい」

の掛け声で担いでまわる．「もてこい」は，道後でも使われる掛け声だが，これは大方の人が「持って

来い」という，そのままの意味で使っている．しかし風早で「もてこい」は「詣でて来い」という意味

であり(祭都風早,2016) 神輿を担いで家々を巡回する際に「神様がいらしたから，詣でて来なさい．」

という意味ととらえられる．そして宮入前の夕方，神輿の汚れを禊ぐため何回も明星川に投げ込み清め

る．(図 6)前方で見物する観客には激しい水しぶきがかかる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5：國津比古命神社石段から神輿を投げて壊す          図 6：鹿島神社の神輿禊 



 

その後，水軍の出陣時に戦勝を祈願したことを起源とする「櫂練り船」に先導されて宮入となる． 

神輿を川に投げる，派手に壊すことなどで特異な祭りとされている風早祭りを，前述，道後「北小唐

人」の K 氏は「大変なお金をかけて神輿を修繕・新調している自分たちから見たら，神輿を壊すという

行為は見るに耐えられない．」と言う．同じ松山地域にあっても伝統行事，神への信仰には見解の違い

がある．風早地区は「再生」「禊」のために神輿を壊し，川に投げ入れる．そこには語り継がれてきた

伝説などの由来をもとに，地域に代々根付く氏子が忠実に文化・伝統を継承している様子が見える． 

 

4. 考察 

4.1 伝統文化と信仰の知識継承 

 メディアのなかった古来，しきたりや作法は代々家長や祖父母，地域の長老が伝えていた．田里は，

祭りが生活に必要な知識を身体に自然に刻み込む機会となっており，他者・地域社会・自然とのつなが

りを伝承という知識だけでなく身体を通じて獲得できる機会である(田里, 2008)と述べている．菊池は，

口伝えによる「わざの継承」の重要性を挙げている(菊池, 2012)．「生の声・目の前での身振り」を伴う

知識継承には暗黙知も含まれる．上手く伝えることができるのは，経験としての「知」を多く持つベテ

ラン，年長者である．小林ほかは，沖縄の集落における祭りにおいて次の 3 概念を挙げている．1）地

域と祭り・信仰が密接に結びついた形態が人々の共に生きる願いや喜びを表現する共感性，2）壮年世

代が教師として若い世代に教える総世代性，3）豊かな文化・生活を生み出すための文化創造性を提起

している(小林ほか, 1998)． 

日本の多様な文化性は保存・継承の努力もされており，世界に誇れるものである．現代の「情報の海」

の中，主体的に活用していくために，学問・人間同士の直接のぶつかり合いの中での経験の積み重ねが

必要であり，それを提供する役目として文化がある(文部科学省, 1992)．さらなる IT 化の進む中でも儀

礼的信仰は途絶えることなく，祭りなどの行事を通し毎年再確認されている．神社では個人の祈願も行

われるが，本来の神社は公共的なものであり，地域の人々によって営まれてきた．先人たちは祭りを通

し神社の信仰を伝えてきた(伊佐爾波神社)．人と人が直接関わる要素が大きい「祭り」は，先人から受

け継ぐ知識継承を伴いながら，文化伝統を毎年見直す機会であると共に，地域社会の知識を地域内外に

発信できる重要な行事である． 

祭りが「老舗性」を持ち，永続的発展をするにはマネジメントも必要である(藤本, 2013)．道後八町会

の組織は，それぞれが大所帯である．ケンカもつきもののため，年々増えてきた観光客に最も注意をは

らい，200 人以上ともなる担き夫たちに技術を継承しながらまとめる役付きも大勢必要になる．さらに

その管理者達をまとめ，次世代に長年のコツを伝授するのは，何十年も祭りに関わってきた長老となる．

八町会の神輿は激しいぶつかり合いの修繕を行うために 8 月頃まで神輿屋に預ける．その後は独自に早

くから祭りの練習を行うという．特に 1 か月前からは頻繁に集まり，掛け声の練習から本番同様の走り

も練習する．ぶつけ合う神輿の胴部分を補強する「ロープ巻」は 1 週間ほど前に皆で行う．気をつけて

巻かないと当日，神輿中央にある扉から御霊を入れることができなくなる．K 氏によると「練習が足り

ない．練習できている時は強い．本当は全て本番の形になって後押し 3 列目くらいまでの全員で練習を

重ねたいが，今は当日宮出し前に 3 回くらいの直前練習だけ，それすらやらない神輿もある．」 

と言う．オーケストラでもゲネプロと呼ばれる本番同様の練習は，直前の 1 回しかできない．大所帯の

知識継承に共通の難しさが見られた． 

風早地区も 2 つの神社を中心とした 7 校区に 55 台のダンジリを数える．子どもダンジリが宮入宮出

しを同時に行う地区もあり，ほぼ地域の全ての家庭が参加していることで多世代をまとめる組織力が必

須となる．風早の子どもたちは家族と行動を共にせず独立した個人として祭りに参加しているため，主

に前述の愛護斑など地域の世話役が食事や帰宅の面倒を見る．獅子舞保存会を盛り上げる子どもも独立

した演者として役目をこなす．子ども達の間でも年長の子どもが年下の子どもの面倒を見る．家庭内・

学校とは異なる教育の力となっている(祭都風早, 2016)．風早地区の全世代参加形態には，知識継承のス

タイルに教育的要素が多く見られていた． 

4.2 地域社会における居場所と出番 

「盆・正月には帰省しなくても祭りには毎年，必ず戻る」愛媛県内ではよく言われるという．離村者

にとり，ふるさとに関わりやすい場面は祭りや行事を共に楽しむことである(菅原ほか,2006)．松山市以

外にも大小様々な祭りを有する愛媛県であるが，松山市の隣，西条市 website に「祭りびとの思い」と

いう祭りに対する様々なエピソードが投稿されている(西条市 website)．この投稿からは西条市を離れた



 

者が祭りに必ず帰る様子，あるいは西条市に赴任してから祭りに魅了されていく様子が見える．祭りを

通して，その地域社会に各々の「居場所」ができている．道後北小唐人の K 氏（男性 53 歳）によると，

「神輿の仲間は年間を通して花見，もちつきなど様々な行事を共有するが，参加は若い集団が主．祭り

への強いモチベーションは，年間で 1 か月強程度．この間の行事，ロープ巻きなどは必ず参加している．」

ということだった．北条の I 氏（男性 63 歳）は現在も現役で仕事をしているが，以前から「自分はリタ

イア後の備えとして，祭りがある」と言っていた．自らの高齢期の居場所として自主的に「祭り」を挙

げた I 氏の祭りへのモチベーションをたずねると「年間で 1 番重要な行事，終わってもしばらくは鉦の

音など錯覚があるが，翌週には反省会があり，次の課題に向けて準備に動き出さなくてはいけない．も

し雨が降っても限られた条件の中で神輿を担げれば満足である．」ということだった．神輿を担がない

女性はどう感じるのか．県内山間部出身の Y 氏（女性 70 歳）は，「祭りには振袖を着せてもらい，障

子も張り替えていた．神輿は男性のものだが，準備も嬉しい．祭りが一番楽しみだった．」と言う．祭

りは日常の地域社会を一変させる「ハレの日」であり，「故郷」を楽しい思い出で共有できるきっかけ

ともなる． 

北条風早では，子や孫から高齢者まで，全世代が一丸となり，祭りの成功に尽力する．少し年長の子

どもは，より小さい子の世話をする．ダンジリだけではなく，獅子舞も囃子から演者まで小学校低学年

に重要な「出番」が用意されている．保護者や祖父母は，子や孫の出番・活躍を見ながら，自らの役割

「出番」を地域の中でこなす．地域において子どもの成長に多世代が自然に関わり，その中で各々の役

目ができていく．幼児が実際に屋台に乗り，太鼓や鉦のリズムや掛け声を体得していることは，幼児や

子どもたちが青年に成長したとき，屋台を担ぐ未来が見えている(岩井,2008)． 

祭りは地域住民を束ねる箍（たが）である． 

祭りが無くなると「箍」が外れて地域が地域でなくなってしまう． 

地域を守り活かすことの原点が祭りにある(大本敬久, 2016)． 

祭りがあるかぎり，ふるさとは健在である(森正史, 2016)． 

祭りの存続が離村者に「帰る意味」を作る．祭りを通した地域社会の維持が「居場所」を作り，祭りの

開催はハレの日における「出番」を創出していた． 

 

4.3 三者間における価値共創 

祭りは五穀豊穣や天候の安定を願い行われることから，自然との関わりが根底にある．サービスの持

続可能性のためには経済活動に自然資源との相互作用視点を積極的に取り組んでいくことも重要(白

肌・フィスク,2010)である．自然と人間同士の価値共創(白肌,2014)は，信仰心をもとにした五穀豊穣な

ど自然を相手に行う儀式にも行われている．知識と技術の交換は Actor to Actor（A2A）間で行われ，そ

れぞれの文脈において価値の共創は異なる(Lusch,andVargo,2014)．伝統文化の継承には，機関として（祭

りであれば）神社が文化継承の一端を担っている．地域社会の安定した存続のため，知識を伝える高齢

者と，子ども・現役世代間が三者間の共創を行う．この様子を図 7 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 7：三者間の価値共創 

 
 



 

5. おわりに 

南北に長く，多様な文化・伝統を持つ日本は，全世代が誇りを持って文化伝統を築く知識を継承し，

自らの地域社会に自発的寄与を行うことが必要である．多世代が地域社会に関わることは地域の活性化

も促すが，自らの地域社会を安定させ存続させることにつながる．「祭り」は，地域社会を改めて認識

し，再構築する役目をも担う． 

本研究の中で，高齢者が「祭り」という行事を通した地域社会において，多世代とともに「居場所・

出番の場」を形成するために，次の結論を得た． 

1) 現役世代のリタイア後も長く地域で健康に過ごすための「生きがい」を持つためには，若年期・現

役世代から，備えとして社会の中で経験・知識を活かす場作りをし，高齢期に向けた「居場所・出番

の場」を用意しておく必要がある． 

2) 高齢者はじめ，現役世代のベテランが，自ら積み重ねてきた文化・伝統の知識・経験を次世代へ伝

える場に参加することは，地域の伝統文化の継承を維持する．これは自らの「居場所・出番の場」「生

きがい」「活性化した生活の維持」ともなり，地域社会そのものの存続につながる． 

3) 子どもや学生など若い世代は，そのような現役世代，高齢世代の知識継承を伴う活動を見てお手本

とし，自分の居場所・出番の場を築く将来像を描く． 

4) 多くの世代が活躍し，出番の場を作る姿を見ることは，文化伝統の知識継承と共に高齢期を含めた

全世代の刺激・はりあい・活力となる． 

 

後期高齢者でありながら，アマチュアオーケストラの指揮・指導に日々熱心にあたっている指揮者，

S 氏（男性 80 歳）に，祭りに対する思い出はあるか聞いてみた．驚くことに S 氏は小学校低学年から

70 歳代まで毎年神輿を担いでおり，熱心な祭りの参加者であることがわかった．はたから見るとおそら

く「居場所・出番の場」を確立しているのではないかと考えられる S 氏は東海地方の出身であるが，今

でも神輿を担ぎに帰りたいと言う．指導するオーケストラの定期演奏会と重なり，この数年ほどは祭り

の日に帰れていないという．「神社に祭りの幟を立てたり，お宮の掃除をしたい．若い衆も知り合いの

息子であったりする．高校を卒業してから，もう長い期間郷里を離れているが，祭りには懐かしい顔ぶ

れがそろうので，これまでも帰れる時には必ず帰っていた．」「集落だけでは勿論人が集まらないが，

執行部が日当を出して助っ人を雇うこともある．もし一旦伝統行事を辞めてしまったら，後からやるこ

とは難しい．ゼロにするわけにはいかない．」ということだった． 

「祭りの居場所」は，たいてい住み慣れた地域社会，またはこれまでに住んでいた地域社会の中にあ

る．しかし，ただ「郷里」というだけではない．「ハレの日」としても意味を持つ「祭り」は，儀礼信

仰をもとにした伝統文化の維持として，知識継承を積み重ねてきた上に存続している． 

道後と北条風早は見物の多さからも，地域を祭りで活性化させている事例とも言える．しかし人数の

少ない山村の祭りなどには，もともと地域にいた者が戻りやすい場を継続させるという重要な使命があ

る．西条市の西側，300 人規模と小さい渓谷脇の集落で行われている伝統ある祭りを観察したことがあ

る．ここではかつてその地域にいた者が，祭りの日に子どもや家族を連れて帰郷する．郷里を離れた者

が帰るきっかけを作る祭りの存続は，地域に残り，地域を守る高齢者の生きがいとなる． 

長年祭りに関わってきた長老 S 氏(男性 84 歳)は，神社の掃除など地域の維持を行いながら，健康で頑張

れることを日々氏神に感謝し，翌年の祭りをモチベーションに次世代の育成も行い，伝統文化の継承に

つとめていた． 
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