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供養・感謝祭

大阪府

6 人形祭
　  大阪天満宮（大阪市）

2 所沢人形供養祭
　  所沢神明社（所沢市）

4 人形感謝祭
　  福寿寺（木更津市） 

3 いちはら人形感謝祭　   
　  龍善院（市原市） 

5 人形供養祭
　  安倍川親水公園（静岡市） 

9 人形供養祭
　  鏡川河畔みどりの広場・高知県神社庁（高知市）

� 人形感謝祭
　  成願寺（松山市）

福岡県

8 おひな様里親さがし
　  日吉神社（柳川市） 

高知県

埼玉県

静岡県

1 こいのぼり感謝祭
　  不動ヶ岡不動尊總願寺 （加須市）

7 筑前人形感謝祭
　  曩祖八幡宮（飯塚市） 

千葉県

愛媛県
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2012-13《春夏編》

編集室にお寄せいただいた資料と写真をもとに、
３月から６月にかけて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。

（秋冬編は '13 年１月号に掲載の予定）

各地の人形

1 こいのぼり感謝祭　　不動ヶ岡不動尊總願寺（埼玉県加須市）

開催日：５月第３土曜日（来年：５月 18 日㈯）　　開始年：平成 15 年
主催：こいのぼり感謝祭実行委員会　　連絡先：㈲原田光三商店（☎ 0480-61-0313）
受付：当日会場にて受付　　供養料：一口２千円から　　対象：鯉のぼり、正・三・五月人形、日本人形
※ぬいぐるみ、スチール製のひな段は不可　　その他：人形本体のみでケースは不可

　第 10 回の節目の年となる今年は５月 19 日㈯に開催。
関東三大不動の一つ、不動ヶ岡不動尊總願寺にて、約
1,000 体の人形を前に僧侶 23 人が読経、また、地元の
小中学生約 70 人による武州祭囃子の奉納も行われた。
当日の参列者は約 400 人。「地域の行事として定着して
きたと思う。より一層行事の内容を充実させ、感謝祭の
意義を多くの方々に知ってもらいたい」と主催者。

2 所沢人形供養祭　　所沢神明社（埼玉県所沢市）

開催日：6 月第 1 日曜日（来年：6 月 2 日㈰）　　開始年：昭和 60 年　　主催：所沢人形協会
連絡先：秋月 小寺人形（☎ 04-2992-1444）、所澤神明社 HP（http://www.shinmeisha.or.jp/gokitou/
kuyou.html）　　受付：年間を通じて協会員各店と神明社社務所が預かる　　玉串料：目安として、ひな人
形 1 体 500 円程度　　対象：正・三・五月人形、ぬいぐるみ、千羽鶴など祈願物　　その他：雨天決行

　第 26 回の今年は６月３日㈰に開催された。所沢市内
を始め、関東一円から寄せられた約 7,500 体の人形類
の魂を鎮魂、環境に配慮して一部の人形と形代のお焚き
上げが行われた。式典では、巫女による「浦安の舞」も
奉納され、参列者は約 700 人。当日の受付は午前９時
から正午までで、午前 11 時から約１時間の式典に参加
する人が年々増えている。
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開催日：５月中旬の友引の日（来年：５月 14 日㈫）　　開始年：昭和 62 年　　主催：木更津ひな会
連絡先：㈲人形の勝（☎ 0438-23-3333）　　受付：当日参加できない場合は、感謝祭１ヵ月前から同会
で受け付ける　　　供養料：３千円から
対象：人形、ぬいぐるみ　　その他：雨天決行

4 人形感謝祭　　福寿寺（千葉県木更津市）

3 いちはら人形感謝祭　　龍善院（千葉県市原市）

開催日：５月中旬の日曜日　　開始年：平成 15 年　
主催：いちはら人形に感謝する会（龍善院内）　　連絡先：同会（☎ 0436-21-1533）
受付：当日参加できない場合は、感謝祭１週間前から開催協力店で受け付ける　　供養料：３千円から
対象：正・三・五月人形、日本人形、ぬいぐるみ　※ ガラスケースはガラスを外す　　その他：雨天決行

5 人形供養祭　　安倍川親水公園（静岡県静岡市）

開催日：５月第２日曜日（来年：５月 12 日㈰）　　開始年：昭和 35 年ごろ　　主催：静岡雛具人形協同
組合　　連絡先：同組合（㈱三和内／☎ 054-285-0101） 　　受付：当日持参できない場合は、開催前に
組合員各社が供養品を預かる。会場では当日のみ受付　　供養料：45ℓ 袋で２千円　　対象：三・五月人形、
ぬいぐるみ　※不燃物は除く　　その他：雨天決行

　昨年は東日本大震災による影響で中止、今年６月３日
㈰に第９回感謝祭を開催した。保育園児達の合唱のあと、
住職が供養札を焚き上げ、約 2,000 体の人形類が供養
された。当日は約 150 人が参列し、毎年恒例の抽選会
も実施、和やかな雰囲気のなかで執り行われた。「地域
の行事として定着してきたことに、参加者及びご協力者
の皆さまに深く感謝しています」と主催者。

　第 26 回の今年は５月 14 日㈪に開催された。約 3,000
体の人形類が県内外から寄せられ、神子恭真住職らの読
経のなか、供養台に並べられた人形がお焚き上げされた。
祭典では、長須賀保育園の園児 77 人による「こいのぼ
り」の歌の合唱や、供養感謝太鼓の奉納も行われた。ま
た、昨年の同感謝祭で参拝者から寄せられた東日本大震
災義援金 25 万円の寄付報告も行われた。

　第 53 回の今年は５月 13 日㈰に開催された。当日 10
時から式典が行われ、同市葵区の臨済寺住職らによる焼
香、読経に続いて参列者が焼香し、手を合わせた。式典
終了後も、午前 11 時と正午に読経が行われた。今年は
市内外の約 700 世帯から約 5,500 体の人形が寄せられ、
前回を上回る依頼数となったが、受付時間が午前 9 時
から午後２時までと幅があり、滞りなく執り行われた。
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6 人形祭　　大阪天満宮（大阪府大阪市）

7 筑前人形感謝祭　　曩
のう

祖
そ

八幡宮（福岡県飯塚市）

開催日：５月第２日曜日（母の日）（来年：５月 12 日㈰）　　開始年：平成７年　　主催：筑前人形感謝祭
実行委員会　　連絡先：㈲恵比須屋（☎ 0948-28-5353）、曩祖八幡宮（☎ 0948-22-0511）
受付：当日 9 時～ 10 時 30 分に会場で受け付けるほか、３月から曩祖八幡宮で受付（「焼却」「寄贈」の
希望を確認）　　初穂料：任意　　対象：正・三・五月人形、人形全般、ぬいぐるみ　※ ガラスケースは不可

開催日：３月の最終日曜日（来年：３月 24 日㈰）　　開始年：平成８年　　主 催：柳川雛祭り実行委員会（柳
川市観光協会内）　　連絡先：日吉神社（☎ 0944-72-3357）、柳川市観光案内所（☎ 0944-74-0891、
http://www.yanagawa-net.com）　　受付：神社にて受付。当日受付が原則だが、宅急便の問合せにも対応。
寄せられた人形を希望者に引き取ってもらう里親探しが基本趣旨　　料金：無料　　対象：ひな人形 

8 おひな様里親さがし　　日吉神社（福岡県柳川市）

開催日：毎年５月に開催　　開始年：平成 23 年　　主催：関西節句人形工業協同組合
連絡先：㈱松よし人形（☎ 06-6722-0161）、㈱小町人形（☎ 06-6349-2076）
受付：当日会場にて受付　　初穂料：1 件（15 体程度）３千円　　対象：正・三・五月人形、日本人形、
フランス人形、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

　第２回となる今年は５月 15 日㈫に開催された。午前
９時に主催組合員による報告祭が行われ、受付開始。雨
のなか約 1,000 体の人形が持ち寄られた。午後３時か
ら祭典が始まり、祝詞奏上では内容を平易に訳したもの
を参列者に配布。また会場では組合員各社の新しい人形
の展示のほか、人形衣裳の端切れで製作した小物を販売。
売り上げの一部は東日本大震災義援金として寄付される。

　第 18 回となる今年は、５月 13 日㈰に開催。県内外
から約 9,000 体の人形類が寄せられた。神事は午前 11
時から行われ、人形類は清祓後、浄火にて焼納された。
当日の参加者は約 100 人で、当日は宿場太鼓や大正琴
の演奏、抹茶のサービスなども行われた。趣旨に賛同の
あった保存状態のよい人形は、今年も「黒い瞳の人形使
節」として留学生に贈られる。

　毎年恒例の「柳川雛祭り・さげもんめぐり」（２月初
旬～４月３日）の一環行事の一つとして、３月 25 日㈰
に開催された。持ち寄られた人形は、神事が行われ、お
祓いを受けた後、新たな里親に引き取られる。希望者多
数の場合は抽選を行い、引き取られなかった人形は供養
される。今年の参加者は約 150 人、寄せられた人形は
約 300 体。
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開催日：５月中旬～下旬　　開始年：平成８年　　主催：高知県神道青年会　　連絡先：同会（☎ 088-
872-2651）　　受付：前日に鏡川みどりの広場で受付、翌日高知県神社庁にて供養祭を行う
祈祷料：任意（目安としてダンボール１箱、1 ～２千円程度）　　対象：ひな人形、日本人形、西洋人形、
ぬいぐるみ　　※ガラスケースのガラスはできるだけ外す　　その他：雨天決行

9 人形供養祭　　鏡川河畔みどりの広場・高知県神社庁（高知県高知市）

開催日：毎年６月 10 日　　開始年：昭和 58 年　　主催：日本人形協会四国支部所属愛媛支部
連絡先：㈱マツガン（☎ 089-926-1000、http://www.matsugan.co.jp/memorial/index.html）
受付：当日持参できない場合は協会員各社が預かる　　供養料：任意　
対象：人形、ぬいぐるみ　　　※人形本体のみで、道具類、ガラスケースは不可　　　その他：雨天決行

�人形感謝祭　　成願寺（愛媛県松山市）

　第 17 回の今年は、５月 29 日㈫に高知市柳原の鏡川
河畔みどりの広場で受付、翌 30 日㈬に同市塩田町の高
知県神社庁で供養祭が行われた。供養の依頼件数は約
400 件。高知県神道青年会が中心となり、神事による
供養が執り行われ、感謝の祝詞の奏上、寄せられた人形
の一部がお焚き上げされた。今年も供養料の一部が県内
の児童福祉施設に寄付される。

《《 今秋～冬に開催予定の人形供養 ・感謝祭》》

　［ ’13 年１月号に掲載予定 ］

《10 月》

4 日㈭／愛知県名古屋市 大須観音「人形供養」

14 日㈰／栃木県佐野市 唐澤山神社「佐野人形感謝祭」

14 日㈰／東京都渋谷区 明治神宮「人形感謝祭」

14 日㈰／富山県射水市 蓮王寺「富山県人形供養祭」

14 日㈰／京都府京都市 宝鏡寺 「人形供養祭」

20 日㈯／広島県広島市 多聞院「広島人形供養会」

28 日㈰／埼玉県越谷市 天嶽寺「越谷人形供養祭」

《11 月》

3 日㈷／埼玉県さいたま市 岩槻城址公園「人形供養祭」

3 日㈷／茨城県水戸市 桂岸寺「水戸人形感謝祭・人形供養」

3 日㈷／熊本県熊本市 本妙寺「九州人形提灯供養祭」

10 日㈯／大阪府大阪市 四天王寺「人形供養祭」

14 日㈬／埼玉県鴻巣市 勝願寺「鴻巣人形感謝祭」

23 日㈷／長野県上田市 海禅寺「上田人形供養会」

　第 31 回の今年は６月 10 日㈰に開催された。主催の
日本人形協会四国支部所属愛媛支部では毎年同日を「人
形感謝の日」としており、当日は晴天に恵まれ、午前
11 時より約 20,000 体の人形類の法要が営まれた。多
数の参列者が見守るなか、谷川住職ほか３人の僧侶によ
って霊魂抜式が執り行われ、続く火入式では一部の人形
類が炎の中に投じられ、お焚き上げが行われた。


