
広島県
⑫広島お人形供養会
　多聞院（広島市） 

大阪府
⑪人形供養祭
　四天王寺（大阪市） 

茨城県
①水戸人形感謝祭・人形供養
　桂岸寺（水戸市） 

栃木県
②佐野人形感謝祭
　唐澤山神社（佐野市） 

富山県
⑦富山県人形感謝祭
　蓮王寺（射水市） 

長野県
⑧上田人形供養会
　海禅寺（上田市） 

愛知県
⑨人形供養
　大須観音（名古屋市） 

埼玉県

④人形のまち岩槻人形供養祭
　岩槻城祉公園（さいたま市）

③鴻巣人形供養祭
　勝願寺（鴻巣市） 

⑤越谷人形供養祭
　天嶽寺（越谷市）

編集室にお寄せいただいた資料と写真をもとに、10 月
から 11 月にかけて行われている各地の人形供養＆感謝
祭の模様をご紹介します。

※春夏編は、2015 年 10 月号にて紹介しています。
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熊本県
⑬九州人形提灯供養祭
　本妙寺（熊本市） 

2015-16  秋冬編
各地の人形供養・感謝祭

京都府
⑩人形供養祭
　宝鏡寺（京都市） 

東京都
⑥人形感謝祭
　明治神宮（渋谷区） 

2015-16
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　11 月３日㈷に、第 35 回水戸人形感謝祭・人形供養を開催。約
200 件（約 1000 体）を受け付けた。桂岸寺山門の落ち着いた雰
囲気のなか、約 50 人が参列。近年ネット検索からの問い合わせ
も多く、遠方者からの送付も増えている。「ぜひ、式典に参列い
ただき、一緒にご供養いただきたい。課題は供養後の処分で、分
別方法が細かくなり今後の後かたづけが問題」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 ｰ 221 ｰ 3078）
受　付：当日会場にて受付（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
来年の開催日：11 月 3 日㈷

①水戸人形感謝祭・人形供養　桂岸寺（茨城県水戸市）

　第 21 回佐野人形感謝祭は 10 月 11 日㈰に開催。今年は雨天と
なり、祭典は供養塔の前でできず、屋根のある休憩所に祭壇を設
え行った。あいにくの天候となったが、来場者は例年より多く約
2,500 体の人形が寄せられた。「供養塔やしめ縄の話など説明する
と、非常に感激された。供養の席では、お客さまに良く話を聞い
ていただけます」と主催者。

開催日：10 月第 2 日曜日
開始年：昭和 61 年
主　催：佐野人形協会
連絡先：松本雛人形
（☎ 0283 ｰ 22 ｰ 1373）
受　付：同会加盟各店で年間を通じ
て随時受付ける
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。
＊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
来年の開催日：10 月９日㈰

②佐野人形感謝祭　唐澤山神社（栃木県佐野市）

　11 月 14 日㈯、第 39 回鴻巣人形供養祭が開催された。今年は、
悪天候により、来場者が２割減となったが、雨のなか約 150 人が
参列し、約 16,000 体の人形類が寄せられた。祭典は、雨天の為、
テントのなかで８名の僧侶による読経、焼香が厳かに執り行われ
た。「供養料など、鴻巣の人形供養祭が少しずつ周知されてきた」
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 ｰ 541 ｰ 3517）　
受　付：前日（午前 9 時～午後４時）
と、当日午前中会場で受付けるほか、
協会加盟各店で随時受付ける
供養料：3 千円から
対　象：ひな人形、日本人形、鎧兜、
鯉のぼり、羽子板、破魔弓
＊人形本体のみでケースは不可
その他：雨天決行
来年の開催日：11 月 14 日㈪

③鴻巣人形供養祭　勝願寺（埼玉県鴻巣市）
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　第 26 回となる越谷人形供養祭が、10 月 25 日㈰に開催された。
当日は約 500 人が参列、集まった約 1,600 体の人形類が、住職に
よる読経によって供養された。今年は、主催の越谷雛人形組合の
組合長が交代となり、人形供養の受付の連絡先も変更となった。
「今後とも、よろしくお願いします」と栗原照雄組合長。

開催日：10 月最終日曜日
開始年：平成元年
主　催：越谷雛人形組合
連絡先：㈲栗原木工所
（☎ 048 ｰ 791 ｰ 4450）
受　付：当日のみ（午前 9 時～午
後 1 時）
供養料：2 千円から
対　象：ひな人形、日本人形、鎧兜、
鯉のぼり、羽子板、破魔弓、ぬいぐ
るみ
＊ガラスケースはできるだけ外す
その他：小雨決行
来年の開催日：10 月 30 日㈰

　毎年 11 月３日㈷に開催。祭典は昨年より多い約 9,000 体の人
形類が寄せられ、約 14,000 人の参列者が訪れた。早朝より多く
の参列者が並び、午後の読経にも立ち会う姿も多く見られた。「父
に買ってもらった人形を持ってきた。今度は息子の人形を買いに
岩槻に来たい」との声も聞かれた。「人形を大事にする良い行事
ですねと言われた言葉を大切に、行事を続けていきたい」と主催者。

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 ｰ 757 ｰ 8881 / http://
www.doll.or.jp）
受　付：当日会場にて受付（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
供養料：３千円から
対　象：人形、ぬいぐるみ、鎧兜、
鯉のぼり、羽子板、破魔弓など
＊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
来年の開催日：11 月 3 日㈷

　第 27 回人形感謝祭が 10 月４日㈰に開催された。参列者は約
8,400 人に上り、寄せられた人形類は約 47,000 体。朝から晴天に
恵まれ、また昨年の悪天候のため今年に持ち越された方も多く、
過去二番目に多い来場者数になった。祭典は、玉串奉奠、神楽「浦
安の舞」の奉奏などが厳かに挙行された。「思い出人形展」も併
催され、貴重な作品の数々が展示された。

開催日：10 月初旬の日曜日
開始年：平成元年
主　催：人形に感謝する会
連絡先：同会
（ ☎ 03 ｰ 3861 ｰ 3950 / http://
ningyou-kanshasai.com）
受　付：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：ひな人形、日本人形、鎧兜、
鯉のぼり、羽子板、ぬいぐるみ
その他：雨天決行
来年の開催日：10 月２日㈰

人形感謝祭　明治神宮（東京都渋谷区）⑥

越谷人形供養祭　天嶽寺（埼玉県越谷市）⑤

人形のまち岩槻人形供養祭　岩槻城址公園（埼玉県さいたま市）④
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　上田市新田の真田家祈願所である大智山金剛院海禅寺で、第
31 回目となる上田人形供養会が 11 月 23 日㈷に行われた。当日
は好天に恵まれ参列者は約 200 人、約 3,000 体の人形類が寄せら
れた。祭典は、多くの参列者が見守るなか、本堂前にて雅楽が行
われ、それに続き僧侶による読経のなか、人形と別れを惜しむ人々
が焼香を行った。

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 ｰ 25 ｰ 3355）
受　付：当日会場にて受付のほか、
松葉彌にて随時受付ける　
＊店頭受付は焼却灰の処理料として、
1 箱（縦 50 ×横 50×高さ 70 ㎝
の合計が 170 ㎝まで）につき 2 千
円（＋お布施は任意）
供養料：2 千円から（お布施は任意）
対　象：人形
その他：雨天決行
来年の開催日：11 月 23 日㈷

　第 51 回を迎える人形供養が、10 月１日㈭に開催された。当日
はあいにくの雨天となり、低調な出足となった。参列者とともに
件数も昨年より少なくなったが、それでも約 750 人が訪れ、約
2,000 体の人形が寄せられた。祭典は、例年どおり本堂での読経
が行われ、その後、雨のなか人形供養塔の前で式典及びお焚き上
げが実施された。

開催日：10 月第 1 木曜日
開始年：昭和 40 年
主　催：中部人形節句品工業協同組
合、名古屋雛人形卸商業協同組合、
愛知県人形玩具工業協同組合
連絡先：組合事務局
（☎ 052 ｰ 564 ｰ 1020）
受　付：当日のみ（午前 8 時～正午）
供養料：志
対　象：ひな人形、日本人形、鎧兜、
鯉のぼり、羽子板、ぬいぐるみ
＊人形本体のみでケース・道具類は
不可
その他：雨天決行
来年の開催日：10 月６日㈭

　第 21 回目を迎える富山県人形供養祭が、10 月 11 日㈰に開催
された。当日は午前 10 時から受付を開始し、午後 1時 30 分から
祭典が行われた。今年は 10 年ぶりの雨天での開催となり、本堂
内での護摩祈祷となった。雨天のなか多くの参列者が訪れ、寄せ
られた人形類は郵送も含め約 400 件以上となった。「人形は、護
摩木に名前を入れて祈祷しています」と主催者。

開催日：10 月第 2 日曜日
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 ｰ 55 ｰ 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
より宅急便でも受付（HP 参照）
供養料：1 組　3 千円
対　象：ひな人形、日本人形、羽子
板、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
来年の開催日：10 月９日㈰

人形供養　大須観音（愛知県名古屋市）⑨

上田人形供養会　海禅寺（長野県上田市）⑧

富山県人形供養祭　蓮王寺（富山県射水市）⑦
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　第 46 回の今年は 11 月 14 日㈯に開催された。当日は、例年よ
り多く約 3,000 人の参列者が訪れ、約 5,000 体の人形類が寄せら
れた。法要は本坊五智光院にて、寺院様による読経のあと、園児
たちの「お礼のことば」が述べられ、焼香が行われた。「８時半
頃から午後２時頃まで人が途切れることなく、２時からの本堂で
の供養式も満席状態でした」と主催者。

開催日：11 月第 2 土曜日
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 ｰ 6764 ｰ 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：ひな人形、日本人形、鎧兜、
鯉のぼり、羽子板、破魔弓、ぬいぐ
るみなど
＊ガラスケースは不可
その他：雨天決行
来年の開催日：11 月 12 日㈯

　秋晴れのなか、34 回を迎えた広島お人形供養会が 10 月 20 日
㈫に開催。今年は、昨年より多い約 15,000 体の人形類が寄せられ、
人形を前に住職による読経のなか参列者の焼香が行われた。「供
養の人形は、ひな人形を中心にさまざまな人形が集まったが、埴
輪が数体あったのが印象的でした。平日でしたが、70 名を超え
る方々が参列されました」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 ｰ 293
ｰ 6789）
受　付：当日、午前 9 時 30 分～午前
10 時まで持込み可。10月1日～18日ま
で会各店へ持込み、または郵送（事前申
込みが必要。申し込みはウェブサイトにて）。
http://www.12danya.co.jp/kuyou/
供養料：数・サイズに関わらず 2千円以上
対　象：人形全般。ひな人形・日本人形・
鎧・兜・鯉幟・羽子板・破魔弓・ぬいぐ
るみは可。ガラスケースや道具類は不可。
その他：雨天決行
来年の開催日：10 月 20 日㈭

　10 月 14 日㈬に第 55 回人形供養祭を開催。当日は約 200 人の
参列者が訪れた。境内に建てられた人形塚の前で行われた式典で
は、島原太夫による献茶の儀、小袿姿の女性による詩の朗読に続
き、読経、焼香、焚き上げされた人形の納灰の儀がなされた。ま
た本堂では、菊川太夫による琴の演奏と奉納の舞が行われた。

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 ｰ 761 ｰ
3460 / http://www.kyo-ningyo.com）
宝鏡寺（☎ 075 ｰ 451 ｰ 1550）
受　付：当日（午前10 時～10 時 30
分）のほか宝鏡寺にて随時受付（年
末年始を除く）HP 参照
供養料：3 千円から
対　象：ひな人形、日本人形（土の
人形も可）、鎧兜など　＊ HP 参照
その他：雨天決行
来年の開催日：10 月 14 日㈮

広島お人形供養会　多聞院（広島県広島市）⑫

人形供養祭　四天王寺（大阪府大阪市）⑪

人形供養祭　宝鏡寺（京都府京都市）⑩
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　九州人形提灯供養祭が、11 月３日㈷（当日供養際）に開催さ
れた。前日の２日には、事前供養祭（２日までに届いたものを供
養する）が行われた。第 29 回の今年は約 60 人の参列者があり、
約 5,000 体の人形類や提灯が寄せられた。当日は本妙寺拝殿及び
本堂で読経、焼香がなされた。「九州各県の協会員また人形お取
扱いのお店の皆さまのご協力で成り立っております」と主催者。

開催日：毎年11月3日㈷（前日2日）
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 ｰ 354 ｰ 1411）、
㈲むろや（☎ 096 ｰ 354 ｰ 6083）
受　付：当日（午前 10 時～ 11 時）
と事前。事前に九州各県の協力店、
実行委員会各店と本妙寺で預かる
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、お土産の
人形、結納品、供養されたい品全て
＊ケース入りはガラスを抜いたもの
その他：雨天決行
来年の開催日：11 月 3 日㈷（2 日）

⑬九州人形提灯供養祭　本妙寺（熊本県熊本市）

開催地 名称 場所 2016 年の開催予定日 例年の開催日

福岡県柳川市 おひな様里親さがし 日吉神社 ３月 27 日㈰         ３月第 4 日曜日

静岡県静岡市 人形供養祭 安倍川親水公園 ５月８日㈰       ５月第 2 日曜日

福岡県飯塚市 筑前人形感謝祭 曩祖八幡宮 ５月８日㈰       ５月第 2 日曜日

千葉県木更津市 人形感謝祭 福寿寺 ５月 11 日㈬       ５月中旬の友引の日

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 21 日㈯       ５月第 3 土曜日

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   ５月 

大阪府大阪市 人形祭 大阪天満宮 ５月中旬 ５月中旬

千葉県市原市 いちはら人形感謝祭 龍善院 ５月～６月頃の日曜日 ６月下旬の日曜日 

埼玉県所沢市 所沢人形供養祭 所澤神明社 ６月５日㈰         ６月第 1 日曜日

愛媛県松山市 人形感謝祭 成願寺 ６月 10 日㈮         毎年６月 10 日

愛知県名古屋市 人形供養 大須観音 10 月６日㈭　    10 月第 1 木曜日

東京都渋谷区 人形感謝祭 明治神宮 10 月２日㈰      10 月初旬の日曜日

富山県射水市 富山県人形供養祭 蓮王寺 10 月９日㈰     10 月第 2 日曜日

栃木県佐野市 佐野人形感謝祭 唐澤山神社 10 月９日㈰     10 月第 2 日曜日
京都府京都市 人形供養祭 宝鏡寺 10 月 14 日㈮      毎年 10 月 14 日
広島県広島市 広島お人形供養会 多聞院 10 月 20 日㈭       毎年 10 月 20 日

埼玉県越谷市 越谷人形供養祭 天嶽寺 10 月 25 日㈰　   10 月最終日曜日

埼玉県さいたま市 人形のまち岩槻人形供養祭 岩槻城址公園 11 月 3 日㈷       毎年 11 月 3 日

茨城県水戸市 水戸人形感謝祭・人形供養 桂岸寺 11 月 3 日㈷       毎年 11 月 3 日

熊本県熊本市 九州人形提灯供養祭 本妙寺 11 月 3 日㈷（事前供養祭有）    毎年 11 月 3 日

大阪府大阪市 人形供養祭 四天王寺 11 月 12 日㈯　     11 月第 2 土曜日

埼玉県鴻巣市 鴻巣人形供養祭 勝願寺 11 月 14 日㈪     毎年 11 月 14 日

長野県上田市 上田人形供養会 海禅寺 11 月 23 日㈷     毎年 11 月 23 日

2016 年開催予定の人形供養・感謝祭  一覧

春
夏
編
（
２
０
１
５
年
10
月
号
に
掲
載
）

秋
冬
編

22


