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はじめに

　六斎念仏は 9 世紀半ばに唐から伝えられた引声念仏の流れを汲み，魚山

流声明を集大成した声明家良忍（延久 5 年・1073 ― 長承元年・1132）が

始めた念仏やその後行われた融通念仏などを祖とすると言われている．ま

た，融通念仏は旋律性に富んだ詠唱念仏であったとされ，紀伊に伝わる六

斎念仏はその痕跡をよく残していると言う（五来重　「念仏芸能の系譜」

『まつり』11 まつり同好会 昭和 41 年）．しかし，それらの貴重な伝承も，

昭和 30 年代から 40 年代には後継者不足などで次第に減少し，記録作成が

急務となっていた．

　そこで，それらの伝承を記録するため民俗調査（昭和 52 ― 57 年）を

行った．調査時に録音記録は作成したが，それに続き今回遅ればせながら，

当時の「聞き取り」を主としたデータを基に報告をまとめた．しかるに，

このような事情から参考資料・文献については，調査期間後に『高野山麓

の六斎念仏』（紀伊山地の霊場と参詣道関連地域伝統文化伝承事業実行委

員会 平成 21 年）など関連する資料が幾つも刊行されているが，本稿では

昭和 58 年以降に出されたものは取り上げていない．

　最後に凡例について記す．

○インフォーマントからの「聞き書き」でない，調査者が主となってい

る記述や調査者の解釈を記したものは〔　〕で括るか，もしくは「解

説」とした．
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○関連事項として聞いた話，注に当たる内容のものには【　】を付した．

○念仏の種目名には〈　〉を付け，文字表記が明確でない場合は種目名

を片仮名で記した．

○行事の時期については，現地の実状に応じ新暦，旧暦の表記を施した．

○資料に出てくる旧字は一部を除き新字に直した．

Ⅰ　概説
　和歌山県内の 4 ヶ所に点在する六斎念仏について，民俗研究の視座，特

に「講の活動」や「音とパフォーマンス」の観点から，それらの伝承を記

録するため，昭和 52 年から 57 年にかけて調査を実施した．

　調査は原則として 1 ヶ所につき数回行った．予備調査の他，年中行事の

折，具体的には盆，彼岸といった，実際に念仏が行われる日に実施し，録

音，写真撮影，メモ書きなどによる調査記録を作成した．また，別な日に

も訪問，講の長老からの「聞き取り」を行い，フィールドワークで得られ

たデータは項目ごとにカード化した．

Ⅱ　調査内容
　データは以下の内容に沿って整理し記述した．

調査対象　○○○○の六斎念仏

調査記録　期日，場所，その他

調査項目

1．念仏と講

　念仏

　　名称，伝承種目

　講

　　名称，所在地，代表者，講員

　縁の寺

　　名称，宗派，所在地
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　由来・沿革

2．講の活動

2. 1　講の組織

　加入・脱退

　運営

　寺との関係

2. 2　講の所持品

　用具

　　名称（楽器・装束・掛軸など），その他

2. 3　講の行事

　行事について

　　年中行事，不定期行事（葬式など）

　年中行事

　　名称，時期，場所，内容

　不定期行事

　　名称，時期，場所，内容

3．音とパフォーマンス

　概要

継承，種目（名称，変遷など），詞（譜を含む），編成（役名，役割），

その他

　声

　　演唱（用語，唱法）

　楽器

　　名称（部分名称，形状，付属物を含む），変遷，演奏（用語，奏法）

　所作

　　形式

　民俗

4．参考資料・文献
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Ⅲ　調査報告
　ここで報告する調査対象は和歌山県内の 4 ヶ所，（1）伊都郡かつらぎ町

下
しも

天
あま

野
の

，（2）日高郡南部川村晩
おし

稲
ね

，（3）日高郡由良町門
もん

前
ぜん

，（4）日高郡由

良町畑
はた

の六斎念仏である．

（1）和歌山県伊都郡かつらぎ町下天野の六斎念仏

調査記録

　期日　昭和 55 年（1980）8 月 15 日（お盆）　　場所　延命寺

　期日　昭和 55 年（1980）9 月 23 日（秋の彼岸の中日）午後 4 時より

　場所　延命寺

調査項目

1．念仏と講

　念仏

　　名称　六斎念仏

　　伝承種目　〈シヘン〉，〈オロシ〉，〈ハクマイ〉，〈バンドウ〉

現在六斎のうち四斎は下天野で伝えられている．後の〈シ

ンコロ〉，〈シンバクマイ〉の二斎は，以前奈良県御所市近

内町に残っていた．しかし，今ではその近内町でも伝承者

が絶えたらしい．

　講

　　名称　六斎念仏講　　俗称　六斎

　　代表者　北遠太郎（明治 35 年生）

　　所在地　和歌山県伊都郡かつらぎ町下天野

講員　谷口伝一（大正 6 年生），向江栄太郎（明治 35 年生），奥武男

（明治 41 年生），南垣内利雄（明治 42 年生），大谷博（明治 42

年生），他 6 名．計 12 名．
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　縁の寺

　　名称　延命寺（高野山真言宗）　　住職　山崎隆澄（大正 5 年生）

　　所在地　和歌山県伊都郡かつらぎ町下天野　

　由来・沿革

伝承では，はっきりしたことは何も伝わっていない．

下天野と近内の関係については詳しいことは分からない．上志賀にも

六斎講があるけれども念仏はせず，6 年毎に役を世襲で受け渡してい

くというだけのものらしい．

【参考】『和歌山県文化財調査報告書』第 4 集（和歌山県教育委員会

昭和 35 年 6 頁）に，「後白河法皇は，高野山に登られ，深く三宝に

帰依して一足三礼の法に従い高野山に参拝された．法皇が崩御後高野

山金剛峯寺は後白河法皇の菩提を弔い，長く念仏を行うために同寺の

念仏僧六名に妻帯を特に許して天野荘につかわした．上天野は大念仏

講と下天野は六斎念仏講を開いたのが起源であるという．」とある．

2．講の活動

2. 1　講の組織

　加入・脱退

下天野の戸主が年長者となり，農作業の手が少し空くようになってか

ら加入するという例が多かった．大変権威があり，大概戸主の家が世

襲するという傾向が強かった．現在の講員も皆下天野出身．脱退に関

する規則は特にない．現在は人数が少ないので希望者は誰でも入れる

が，以前は次のような社会的条件が必要であった．

この地で生まれた戸主（長男が殆ど）に限る．他所の者はもちろん

他所から養子で来た人も不可．子供の時から念仏を稽古したとして

も，講にはある程度年長者になってから入る．

今は守られていないが，禁忌にまつわるもので，いくつかの決まり事

が言い伝えられている．

寺の八畳間（上の間）は本来六斎念仏をするところであり，六斎衆
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以外の者は入ってはならない．女・子供はもちろん入ってはならな

い．

葬式の時，墓で念仏を申した後，その家の仏と一番血の濃い人が六

斎衆に「ごくろうさまでした」とあいさつする．その人が素足であ

いさつしたら，六斎衆もその人の前を素足で通らなければならない．

念仏の後，帰る時に履物を間違え他人のを履いて帰ると罰金が科せ

られた．片足間違った場合は米 1 斗の罰金，両足揃って間違った場

合は米 5 升の罰金．以前は皆が同じような草履を履いていたので間

違えやすかった．

　運営

役職としては，ネンギョウジ（年行事）という世話役があり，昔は，

①西峯・東峯・茶屋・引土垣内 ②下居・細原垣内 ③谷口・尾花垣内

の 3 つの地域に 1 人ずつ計 3 人いて，1 年交替制（毎年十夜の時に替

わる）であった．行事の時のお供え物や，終わった後で食事を用意す

る役割は，1 回毎講員に割り当てて順番にまわしていく．

経済的基盤はお布施が殆ど．それを貯金しておいて新たに本を作る時

などの費用に当てる．他に，衣装費として県から補助金が出ている．

　寺との関係

上天野には高野山の地主神である天野丹生津比売神社があり，本来，

上天野はその氏子地域で，下天野は延命寺の地域ということであった

が，現在は神道の力が弱まり，延命寺は上天野にも檀家を少し持って

いる．念仏講員は全員下天野出身で延命寺の檀家となっている．六斎

念仏は，延命寺を中心に伝承されてきたものであるが，寺と講の関係

は特に意識されていない．

2. 2　講の所持品

　用具

楽器　親鉦　1 丁　　鉦の右に「文政二己卯午八月六日　施主　西峯

村柏屋氏孝順義本」，鉦の左に「下天野邑六齋講中什具　爲寂
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光智道信士寂静智雲信女菩提也」の銘がある．

鉦と撞木　22 丁　　各自の家で保管しているものもあるが，

現在は大部分を寺で保管している．鉦の保管は世襲ではなく昔

は垣内毎に何丁かずつ保管していた．それらの鉦は高野山地頭

院から下賜されたもので，次に鉦に刻まれている銘を 2 例だけ

記す．「紀州下天野村念仏講中寄附之　高野山心南院宥誉為法

界衆生平等利益也　天和三年癸亥七月日」，「紀州伊都郡下天野

村念仏講中寄付之　施主尾鼻村於ユリ為二世也　宝暦九年二月　

紀州伊都郡下天野村念仏講中」

掛軸　4 幅　　「お大師さん」，「曼陀羅さん」，「十三仏さん」，　「お釈

迦様」

2. 3　講の行事

　行事について

年中行事　①涅槃講，②春の彼岸，③お盆，④秋の彼岸の中日，⑤お

十夜（十夜講），以前は旧暦 11 月に別の行事があったらし

いが詳細は分からない．

　　不定期行事　葬式

　年中行事

　　①涅槃講

　　　時期　2 月 15 日

　　　場所　延命寺本堂

内容　〈シヘン〉，〈オロシ〉，〈ハクマイ〉，〈バンドウ〉の順で行う．

「お釈迦様」の掛軸をかける．

　　②春の彼岸

　　　時期　春の彼岸の中日

　　　以前は彼岸の入りから明けまでの 1 週間寺でやっていたが，

現在は 1 日（彼岸の中日）だけ行っている．秋の彼岸も同様．

　　　場所　①に同じ



図 1　延命寺本堂に於ける役編成
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　　　内容　種目は①に同じ

　　　「お大師さん」，「十三仏さん」，「曼陀羅さん」の三つの掛軸

をかける．

　　③お盆

　　　時期　8 月 15 日夕方 4 時過ぎから

　　　場所　延命寺本堂

　　　以前は 8 月 14，15，16 日の 3 日間行った．8 月 14 日は新仏

の家を廻り，縁側に祭られている仏に，家に上がらず外から

念仏を申した．それから，屋敷の門でカド（門
かど

）念仏，別名

タチ（立
たち

）念仏をやった．それには〈ハクマイ〉を申してい

たようだ．15 日は寺の本堂でやる．16 日も何かをやってい

たというが，詳しいことは分からない．

　　　内容　種目は①に同じ

　　　　　　掛軸は②に同じ

　　　仏壇の前に住職が座し，その後ろに念仏講員が 1 列に並ぶ．

まず住職が経（「理趣経」）をあげ始め，それから念仏が始ま

る．住職は念仏の間中，終始お経をあげており，念仏が終わ

った後，最後に鉦を打って終わりとする．

　　　講員は正座し，数珠をかけた左手に鉦を縦にして持ち，右手

に撞木を持って鉦を叩きながら念仏を申す．まず，チョウシ
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がはじめに念仏を申すと，その他のワキの人たちがそれに応

唱し念仏を申す．それを繰り返す．合掌する時は，撞木を持

ったままで合掌する．

　　　現在では全部やると時間がかかりすぎるので，間を飛ばしな

がらやる．どこを飛ばすかなどの決まりは特にない．

【仏迎え，仏送り】　8 月 13 日，お墓へ仏迎えに行く．14 日，仏を

送る．そのうち，新仏だけは他の仏よりも早く午後 2 時～3 時に送

る．15 日は，サンレイバンガイ（？）だけ行う．

お盆の燈籠行事に関することは六斎衆が行った．以前は旧盆の 7 日

（新暦 7 月 7 日）に，六斎衆が集まって燈籠を吊り上げるトウロウ

ダテ（燈籠立て）を行った．後，旧暦の 8 月 1 日に燈籠をおろし後

片づけをした．

　　④秋の彼岸

時期　9 月 23 日　彼岸の中日に行う．（春の彼岸と同様，現行は中

日 1 日のみ）

　　　場所　①に同じ

　　　内容　種目は①に同じ

　　　　　　掛軸は②に同じ

　　⑤十夜講

　　　時期　11 月中旬（旧暦 10 月）のお十夜

　　　場所　①に同じ

　　　内容　種目は①に同じ

　　　　　　掛軸は②に同じ

　不定期行事

　　葬式

内容　亡くなった人の家で〈シヘン〉，〈オロシ〉の順に，しんみり

と悲しそうな感じで行う．

　　　それから，野辺送りとなる．棺は家から出ると敷地の門
かど

で左
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回りに 3 回まわる．その途中からヒトツガネ（一つ鉦）を叩

きはじめ，墓につくまでずっと叩き続ける．その間，念仏は

申さない．

　　　墓では埋仏の際に〈ハクマイ〉と〈バンドウ〉をやる．

【野辺送りの葬列順】　松明 ― 花（女性が持つ）― 燈籠 ― 旗

（女性が持つ）― 位牌と写真（長男の嫁もしくは喪主が持つ）―

洒
しゃ

水
すい

と鉦 ― 住職 ― 六斎衆

棺は亡くなった人の子供（男）二人，または，最も血の濃い者が担

ぐ．当地では喪主のことをホンヤクと言う．下天野には共同墓地は

無く，すべて個人墓地（土葬）なので墓は村中至るところにある．

六斎念仏を葬式でやるのは，その家の年長者が亡くなった時だけで，

若い人や子供が亡くなった際はやらない．年長者の場合，性別には

関係なくおばあさんの時でもやる．六斎衆の葬式の場合も特別なこ

とはしない．

3．音とパフォーマンス

　概要

装束は普段の洋装の上から半袈裟（昭和 50 年前後に作ったもの）を

かけ，左手に数珠をつける．これは略装で，紋付，羽織，袴，白足袋

が本来の正装である．

楽器は鉦と撞木を各人が一つずつ付帯する．

継承　チョウシをやる人が主に指導者で，口伝えで教えていく．

昭和初期にはナラシ（練習会）があり，火鉢の縁を煙
き せ る

管で叩

きながら習った．

鉦の叩き方の伝承で特に「口
くち

唱
しょう

歌
が

」に当たるものはない．

現在は後継者がなかなか育たない．

〔昭和 6 年 3 月，講員の稽古用及び記録として残すため，冊

子『下天野六斎講念仏』が作られたが，それまでは全くの口

伝であった．ちなみに冊子では，チョウシの部分は平仮名，
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ワキの部分は片仮名で記されている．なお，冊子を作る際

〈シヘン〉，〈ハクマイ〉などに漢字を当てたが，漢字の根拠

ははっきりしたものではなく編者の類推によったとのことで

ある．

次にその最終頁の内容を紹介する．

「下天野六斎講念仏」／西峯　東峯　茶屋　引土　垣内

八挺／下居　細原　垣内　　七挺／谷口　尾花　垣内

七挺／延命寺　親鐘　　一挺／計二十三挺／昭和六年三月

編集者　谷口萬右エ門　北遠太郎　畑中直次〕

種目　〈シヘン〉，〈オロシ〉，〈ハクマイ〉，〈バンドウ〉で，六斎の

うち四斎が残っている．

　　　〈ハクマイ〉，〈バンドウ〉は，〈シヘン〉，〈オロシ〉よりもテ

ンポが速い．

　　　その他，住職が「理趣経」をあげる．

詞　詞
ことば

は「ナムアミダブツ」と「ユウズウネンブツ」（融通念仏）

のみで他の語はない．これを色々に節付けして申していく．

編成　ドウシは住職，チョウシは初めに念仏を申す先唱役，ワキは

チョウシの後に続き念仏を申すその他の衆．

　　声

唱法

用語　念仏をモウス（申す）と言う．

①�北氏の「覚え書き」の内容．〔「セリアゲ」「五
ご

百
ひゃく

節
ぶし

」「アミダ

ガエシ」など，幾つもの用語が記されている．〕

　　　　　バンドウ　16　「セリアゲ」…　声をせり上げる

　　　　　ハクマイ　17　「五
ご

百
ひゃく

節
ぶし

」…　にぎやかなように

　　　　　　　　　　 7 　「アミダガエシ」

　　　　　　　　　　 6 　「オサエコミ」

　　　　　　　　　　　　「小
あ ず き

豆八
はっ

斗
と

煮
に

」
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　　　　　バンドウ　 5 　「アバエゴエ」…　甘えたような声で

　　　　　　　　　　　　「上
あが

り」…　声をはりあげる

　　　　　ハクマイ　 5 　「軽く」

　　　　　　　　　　 2 　「ナキゴエ」

　　　　②谷口氏の「覚え書き」の内容

　　　　　シヘン　　　　構成　（一　二　三　四）× 4 回

　　　　　（約 20 分）　　「上」→　上ゲル　声をあげる

「五
イツ

ツユリ」→「アア」と声をユラスのを 5 回

やる

　　　　　　　　　　　　「下」→　下ゲル　声をさげる

　　　　　　　　　　　　「ツヅケル」

　　　　　　　　　　 3 　「ハネビキ」…　シヘンの第三フシの名称

　　　　　　　　　　　　「三ツユリ」…「アア」を 3 回ユラス

　　　　　　　　　　　　「七ツユリ」…「アア」を 7 回ユラス

　　　　　オロシ

　　　　　（約 10 分）　　「高変」…　声を高めにしてかえる

　　　　　　　　　　　　「高ク」

　　　　　ハクマイ　 7 　「アミダガエシ」…　ハクマイの第七フシの名称

　　　　　　　　　　　　「早ク」

　　　　　バンドウ　16　「セリアゲ」…　バンドウの第十六フシの名称

　　　　　　　　　　17　「五百ブシ」…　バンドウの第十七フシの名称

　　　　　　　　　　　　「張リアゲ」

〔「覚え書き」に記されている数字は，フシ（節）の番号．シヘ

ン，バンドウ，他のすべての種目は幾つかのフシから成ってお

り，そのフシに「一
ひと

フシ」「二
ふた

フシ」などと番号が付いている．

用語の中，下線を引いたものは各所に見られる．つまり，「ハ

ネビキ」，「アミダガエシ」，「セリアゲ」，「五百ブシ」の 4 つは，
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唱法と言うより，フシに付けられた，曲の部分名称である．〕

〔シヘンの「（約 20 分）」やオロシの「（10 分）」はパフォーマ

ンスに要する時間．「（一　二　三　四）」はフシの番号．その

他の「上」「下」などは，用語というより北氏，谷口氏のそれ

ぞれが，覚えるために個人的にメモしたもので，必ずしも講員

の間で定着しているものではない．〕

　　楽器

名称　親鉦 1 丁　　今は使われていない，以前は講衆の集合の合図

であるヨセガネ（寄せ鉦）として用いられた．

　　　鉦と撞木　　一人が一つずつ鉦と撞木を付帯している．

演奏　鉦をタタク（叩く）と言う．

　　　「ソソリ」は普通の叩き方ではなく「二度速く続けて叩く」

奏法のこと．

　　所作

左手に鉦をもち右手に撞木をもって叩く．

〔延命寺の座敷で行われる儀礼に於いては特に変わった所作は見ら

れない．ずっと正座して念仏を申している．〕

　　民俗

【カネの使われ方】昔は吊り鐘があり正午などに時報として使って

いた．この鐘のことを俗にションベンガネ（小便鐘）と言った．火

事・大水などの非常時には吊り鐘をハヤガネ（早鐘）で撞いた．

「六斎」の行事の際には，延命寺にある親鉦を集合の合図であるヨ

セガネ（寄せ鉦）として用いた．1 番鉦は「準備にかかる」，2 番鉦

は「準備ができた」の意を知らせた．牛の神さんを祭る講で，明治

の中頃から始まった牛滝講（2 月 25 日，8 月 25 日）でも寄せ鉦を

使った．これに関連するものとして，「和歌山県伊都郡天野村に於

ける葬送習俗に就いて」（土生川順保 土生川正道『仏教民俗』第 1

号 昭和 27 年 120 頁）の「葬式」の項に，次のような記述がある．
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「一番鉦（葬式の 2，3 時間前に打ち鳴らす）二番鉦（式の始まるこ

ろ）三番鉦（出棺のとき）」

「ヒトツガネ」は野辺送りの時行う．先導役が最初に 1 回叩くと次

の人が 1，2 分，間を空けてからまた叩く．それを繰り返す．叩く

人数については特に決まっていなかった．野辺送りで「ヒトツガ

ネ」を叩くのは，熊野参りと何か関連があるのではないか．

墓では，埋仏の時に〈ハクマイ〉と〈バンドウ〉をやる．その際，

特に鉦を頻繁ににぎやかに叩くが，これは仏を極楽に送り出すため

にするのではないか．

4．参考資料・文献

土生川順保 土生川正道　「和歌山県伊都郡天野村に於ける葬送習俗に就

いて」『仏教民俗』第 1 号　高野山大学歴史研究会　昭和 27 年

（1952）

『和歌山県文化財調査報告書』第 4 集　和歌山県教育委員会　昭和 35 年

（1960）

五来重　「日本仏教民俗学論攷」　昭和 37 年（1962）（『日本仏教民俗学

の構築』　五来重著作集 第 1 巻　法蔵館　平成 19 年（2007）に所収）

『近畿民俗』第 83 号 第 84・85 号　近畿民俗学会　昭和 55 年（1980）

（2）和歌山県日高郡南部川村晩稲の六斎念仏

調査記録

　期日　昭和 55 年（1980）8 月 17 日　　場所　庚申塚及び観音堂

　期日　昭和 55 年（1980）8 月 18 日　　場所　中嶋長七氏宅

調査項目

1．念仏と講

　念仏
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　　名称　六斎念仏

伝承種目　〈七つ子〉，〈賽の河原〉，〈六字訓〉，〈四
い

方
ざ

拝
ら

〉，〈山ごもり〉，

〈身売り〉

　講

名称　六斎念仏講

代表者　中嶋長七（明治 36 年生）

所在地　和歌山県日高郡南部川村晩稲

講員　�山本義明（昭和 10 年生），崎山瀁（昭和 11 年生），小川健一

（昭和 6 年生），山田小一郎（大正 6 年生），田中隆（昭和 4 年

生），高田孝一（昭和 2 年生），田中亀一郎（大正 11 年生），広

沢章夫（昭和 5 年生），田中勝次（大正 5 年生），榎本光倉，長

尾勝太郎　計 12 名

　縁の寺

　　名称　松寿院日向山光明寺（西山浄土宗）　住職 和田教真

　　所在地　和歌山県日高郡南部川村　

　由来・沿革

中嶋氏が祖母や坂井馬吉氏から伝え聞いた次のような伝説がある．

昔，旅の僧がきたない格好をして晩稲へ托鉢にやってきた．僧は

「水をくれ」と言い，僧が錫杖で突いた地面を掘ったら水が出た．

その後，僧は立派な身なりをしてまた晩稲へとやって来た．その

時，村人は僧に色々と物を施そうとしたが，僧は「この立派な衣

にくれるのだから」と言って断った．そして，「これから念仏を

書くが，貴方たちは勤めるか」と訊ねた．村人たちは「勤めま

す」と答え，それが晩稲の六斎念仏のはじまりになった．後に村

人たちは「あの僧はきっと偉い人だろう．高野山のお大師さん

（弘法大師）に違いない．」と言うようになった．

【参考】『上南部誌』（上南部誌編纂委員会 昭和 28 年 870 頁）に

「今から何百年前という．それも二，三百年位と思うが，旅の六十
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六部が山田村字下の尾に足を留めて，土地の者に教えたと伝えてい

る．」とある．

2．講の活動

2. 1　講の組織　記載なし

2. 2　講の所持品

　用具

　　楽器　鉦と撞木　6 丁

2. 3　講の行事

　行事について

年中行事　�①春の彼岸，②お盆，③孟蘭盆（地蔵盆），④秋の彼岸，

⑤秋のお十夜

　　　　　　　〔現在，春・秋の彼岸，秋のお十夜は行われていない．〕

　　不定期行事　お通夜

伝承種目　�〈七つ子〉，〈賽の河原〉，〈六字訓〉，〈四方拝〉，〈山ごもり〉，

〈身売り〉

　年中行事

　　①④春・秋の彼岸，⑤秋のお十夜

　　　時期　彼岸の中日，旧暦 10 月 10 日頃

　　　場所　いずれも光明寺

内容　光明寺本堂にて午後 1 時頃から〈身売り〉を申した．現在は

行われていない．

　　②お盆

　　　時期　8 月 14 日，16 日，17 日，20 日

　　　場所　14 日　墓，新仏の家，家々の「門」，光明寺

　　　　　　16 日　薬師寺

　　　　　　17 日　庚申塚，観音堂

　　　　　　20 日　黒津大師堂

内容　8 月 7 日位からお盆のための稽古を寺ではじめる．



図 2　光明寺庚申塚に於ける役編成
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8 月 14 日の午前 7 時頃から墓の 4 ヶ所，上尾，大谷，常楽，

下尾で〈四方拝〉を申す．

新仏の家を廻り仏壇の前で念仏を申す．新仏が大人の場合は

〈六字訓〉と〈四方拝〉を，子供で 10 歳未満の場合は〈七つ

子〉を，10～15 歳の場合は〈賽の河原〉を申す．

その際，カドマワリ（門廻り）といって，家の門で，〈六字

訓〉の一部を申しながら廻っていく．戦前は，60 軒の家を

すべて廻ったと言う．

夜の 7 時頃から，光明寺内の 4 ヶ所で次のように念仏を申す．

地蔵様の前では〈七つ子〉，英霊の前では〈四方拝〉，本堂に

於いて〈六字訓〉，内陣に於いて〈四方拝〉．

8 月 16 日，午後 3 時頃に薬師堂で〈山ごもり〉を申す．

8 月 17 日午後 7 時頃にまず庚申塚の前で〈四方拝〉を申す．

二列になり，頭のオドウシン（お導師）は前列の中央に入る．

全員が屈んで，前列の 5 名が鉦を左手にさげてもち，右手に

撞木をもって鉦を叩きながら，全員で念仏を申す．

常楽観音堂で〈山ごもり〉を申す．やはり同様に二列になっ

て正座し，オドウシンの先唱に皆が唱和する形で念仏を申す．



図 3　常楽観音堂に於ける役編成
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8 月 20 日，午後 8 時頃から黒津の大師堂で〈山ごもり〉を

申す．

　　③孟蘭盆（地蔵盆）

　　　時期　8 月 23 日

　　　場所　光明寺

内容　8 月 23 日，光明寺の諸堂で晩方に次のように念仏を申す．

地蔵様の前では〈賽の河原〉，英霊の前では〈四方拝〉，本堂

では〈山ごもり〉，内陣では〈六字訓〉．日によって同じ場所

でもやる種目が異なる．

　不定期行事

通夜などで特別に頼まれた場合は行なう．四十九日，葬式，野辺送り

にはやらない．

3．音とパフォーマンス

　概要

装束は絞服姿に袴を着用して白足袋を履き，首には右側に「晩稲光明

正座しているため，鉦は床の上に置き，それを右手にもった

撞木で叩く．

8 月 18 日は観音様の命日で，その前夜に，通夜として観音

様をお祭りするため念仏を申す．
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寺」，左側に「六斎念仏講」と刺繡した袈裟をかける．しかし，近頃

は正装をしないで済ますことも多い．〔調査日の 8 月 17 日は，普段着

のままで行った．〕

鉦の叩き方について言えば，左手に数珠をはめ，右手に撞木をもって

叩く．鉦は 6 丁ある．

継承　全くの口承で伝えられてきた．中嶋氏の場合は，祖父から聞

き覚えで習ったそうである．

　　　稽古はお盆前に集中的に稽古する．他は，毎月 1 回（16 日

の夜）寺で練習会を行なうことになっていたが，現在は必ず

毎月稽古している訳ではない．

【参考】冊子『六斎念仏』（光明寺住職 和田教真 昭和 38 年）

に「毎歳田辺祭り〔7 月 24・25 日〕の頃から練習を始め，

盆までに仕上げたもので，下の尾の青年数十名が唱和，盂蘭

盆行事の一つとされていた．」との記述がある．

詞　詞を収録した冊子『六斎念仏』が昭和 38 年に出ている．

　声

演唱　腹の底から声を出すのが良い．声の出し方は，「低い声」，

「きつい〔強く張った〕声」，「胴
どう

声
ごえ

」の 3 種をところによっ

て使い分ける．他に，「サン」の部分は高調子で，〈賽の河

原〉は少しかわいそうな調子でやるなどの留意点がある．

〈身売り〉は難易度の高い念仏である．

【参考】〔冊子『六斎念仏』中の〈山ごもり〉の詞に「（以上

サン）」の添え書きがされている．ここに記された片仮名の

「サン」は，「高声」で申される「高調子」の箇所を指すとみ

られる．また，〈賽の河原〉や〈山ごもり〉に見られる平仮

名で記された「さん」は，種目の最後に添える，もしくは種

目と種目の間に挿入する形で演じられる，やはり高調子で申

される短い念仏を指したものと考えられる．〕
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編成　オドウシン（お導師）1 名，カネ（鉦）5 名オドウシンが先

唱し後の人々はそれに唱和していく．

　楽器

名称　鉦と撞木（8 月 17 日には 5 丁使用した）

演奏　正座してやる時には，鉦を床に置いて右手に撞木をもって叩

く．立ったりしゃがんだりしてやる時は，左手に鉦を吊るし

て持ち，やはり右手にもった撞木で叩く．叩き方に特に種類

はなく，節に合わせて叩く．

　所作

　　立ってやる，しゃがんでやる，正座してやるの 3 通りのものがある．

　民俗

4．参考資料・文献

和田教真　『六斎念仏』　光明寺　昭和 38 年（1963）8 月

上南部誌編纂委員会　『上南部誌』　南部川村　昭和 38 年（1963）11 月

田中敬忠　『調査報告書』　昭和 44 年（1969）

【参考】〔上記の『調査報告書』から，その一部を要約して紹介する．〕

　六斎念仏

一，所在地　和歌山県日高郡南部川村大字晩
おし

稲
ね

小字常楽，上尾，下尾，

大谷

　一，保持者

代表者　和田教眞（明治四十三年　上尾　光明寺住職），代表者　

田中太右衛門（明治三十一年　常楽），代表者　中島長七（明治三

十六年　下尾）

中西為七（明治三十一年　下尾），松本儀作（明治三十三年　下尾），

勇惣義雄（明治四十二年　下尾），清水由松（明治二十三年　常楽），
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清水七右衛門（明治三十七年　常楽），長尾勝太郎（明治四十二年　

大谷），山田小一郎（大正六年　上尾），小川健一（昭和六年　上

尾）

　一，沿革

六斎念仏に関する記録は現在何等伝えられているものがなくただ古老達

の伝承によるのみで，今を距る四百有余年前室町時代末期に，現在の南

部川村晩稲（旧南部荘山田村）の下尾に，諸国をめぐる遍歴者六部さん

とよばれる旅人が足を留めて滞在していた．かの巡礼は，村人達に素朴

な信仰を対象とした物語を，鉦に合わして高唱する声明的な曲調をもつ

六斎念仏を教え，人々の心情を慰めたと言われている．古くは南部荘埴

田村の薬師寺に六斎念仏講があったと伝えられているが，当時荘内の各

村に広く六斎念仏が普及していたのではなかろうかと考えられる．現在

の南部川村字筋の超世寺は，浄土宗西山派で和歌山市梶取，西山浄土宗

総持寺末で，室町時代末期の元亀二年に侶空受言大徳が開山，仝地方十

四ヶ寺の本山となっている．

現在六斎念仏を保持している光明寺とかつて保有していたと言われる薬

師寺は何れも超世寺の末寺であり，六斎念仏導入に何らかの関係がある

のではなかろうかと思われる．このように，当地方では古くから，六十

六部が先達となり各村の寺院を中心に六斎念仏講が組織され，浄土宗の

信仰を高めていたことがうかがわれる．

　一，現状

現在六斎念仏講の講員は僅か十名であるが，以前は四十名から五十名に

達しなかなかさかんであった．その元締は日高郡南部川村晩稲の西山派

浄土宗の日向山松寿院光明寺である．

六斎念仏は仝寺の本堂本尊阿弥陀如来像を安置している内陣前に講員一

同が一列に正座する．

各講員の服装は，紋服姿に袴を着用して白足袋をはき，頸には袈裟，長

さ三十七センチ巾二センチで，右側に「晩稲光明寺」左側に「六斎念仏
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講」と刺繡したものをかける．

講員は左手に仏を念ずる珠数をはめ右手に撞木をもち鉦を叩く．地蔵堂

その他で六斎念仏を唱える時は，立ったままで左手に鉦を持ち，それを

右手の撞木で叩き合唱する．

中央に座している保持代表者の中島長七氏が最初に発声し，他の講員は

これに応唱し鉦を叩いて詠歌が奏せられる．

六斎念仏を行う時期は毎年七月中旬より一ヶ月間，南部川村下尾の薬師

堂で毎夜八時から十二時までみっしりと稽古をする．合唱に当たっては，

鉦と音声との調和はなかなかむずかしいので，余程の練習が必要である．

八月十三日には，盆行事として下尾の新盆の家をまわるが，仏壇を開い

て子供のときは「七つ子」と「賽の河原」を，大人の時には「四方拝」

と「六字訓」を丁重に唱え霊を慰める．

八月十四日は光明寺本堂で「四方拝」，地蔵堂で「七つ子」を唱えて供

養を行い，十五日には下の尾の中辺原薬師堂と各小字墓地の六地蔵尊前

で六斎念仏の「四方拝」を唱えて回向する．

八月二十三日の盂蘭盆を当地方では地蔵盆とも言い，光明寺の諸堂では

「山ごもり」を，墓所では「四方拝」を奉唱する．なお，当寺は両墓制

で埋葬地は野墓となっている．

　一，詠歌

六斎念佛の詠歌は現在六種目となっているが，一曲の所要時間は「山ご

もり」で 1 時間内外，「四方拝」で三十分位である．

種目名は「四方拝」「六字訓」「七ツ子」「賽の河原」「山ごもり」「身売

り」で，六種目の詠歌を示すと次のようである．　―　中略　―

　一，使用の楽器

古来より南部川村晩稲の六斎念仏講で使用していた鉦は，昭和 18 年太

平洋戦争の激化にともない，金属回収のため，大二個，中三個，小一個

を供出することになったが，その中一個だけは保存し他は全部搬出した．

当時の鉦は紀州粉河作らしく，頗る音色の良いもので音声との調和も非
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常によかった．昭和 27 年に新調した鉦はひびきが悪く声と一致し得な

い欠点がある．回収の際，ひとつだけ残した鉦の裏面周縁部右側に「山

田，下，六万」と陰刻されているが，徳川時代に南部荘山田村下から奉

納したものであろう．　―　後略　―

【薬師寺住職の話】今も昔も六斎念仏講が埴田にあったという話は聞い

たことがない．

（3）和歌山県日高郡由良町門前の六斎念仏

調査記録

期日　昭和 54 年（1979）8 月 25 日（お盆）　　場所　興国寺

期日　�昭和 55 年（1980）8 月 18 日，19 日　　場所　小山伊太郎，川端

秀一各氏宅

　期日　昭和 55 年（1980）10 月 12 日（十夜）　　場所　興国寺

調査項目

1．念仏と講

　念仏

　　名称　六斎念仏

伝承種目　�〈シヘン〉，〈六斎念仏〉，〈六道〉，〈ジフダラク〉，〈賽の河

原〉，〈アラタマ〉，〈センガン寺〉，〈ユヅリ念仏〉，〈コキョ

ウ〉，〈姫子〉

　講

　　名称　六斎念仏講　　通称六斎

　　代表者　小山伊太郎（明治 28 年生）

　　所在地　和歌山県日高郡由良町門前

講員　　川端秀一（大正 11 年生），池田隆生（大正 7 年生），川端昇

（大正 11 年生），岡善三（昭和 6 年生），岡正和（大正 15 年生）
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　縁の寺　

　　名称　興国寺（臨済宗法灯派）

　　所在地　和歌山県日高郡由良町門前

　由来・沿革

〔由来については，講中の方から『和歌山県指定文化財申請書』（昭和

44 年）と言う資料に記されているとの教示を受けた．（「参考資料・

文献」の項参照）〕

2．講の活動

2. 1　講の組織

　加入・脱退など

講に入るのに特に制限はないが，年令としては二十代で入る例は余り

なく，三十代より上が普通で講員に勧められて入る場合が多い．世襲

制ではないが，主として戸主，もしくは家の長男が入る．昔は自ら入

った．止めるのは，歳をとってきつくなったから止めるという例が多

い．

　運営

講員の間で「宿
やど

」という世話役の家を設けそれを順番に回していく．

これを「輪番」という．宿は鉦と撞木を保管している．

　寺との関係

講員はみな寺（「開山」と称ばれる）の檀家で，地区の檀家に法事で

呼ばれたり，寺の行事（灯籠焼，開山忌）に参加する．講から寺に寄

進することもある．

2. 2　講の所持品

　用具

楽器　鉦と撞木 3 丁　　鉦は足のある 2 丁（新しい鉦）と足のない 1

丁で，足のない鉦には「安永三年甲午歳五月　紀州門前村六斎

講中　粉河蜂屋正勝作」の銘が入っている．

その他の装束（茶色の袈裟）などは全て個人所有．
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2. 3　講の行事

　行事について

年中行事　�①春の彼岸，②お盆，③秋の彼岸，④十夜（開山忌逮夜を

兼ねる）

不定期行事　葬式，年忌

　年中行事

　　①③春・秋の彼岸

　　　時期　彼岸の中日

　　　場所　「宿」に当たっている人の家で申す．

内容　�〈六斎念仏〉だけを申す．明治の終わり頃まで行われていた

が現在はやっていない．小山氏の話では，終戦後すぐから行

われなくなったそうである．

　　②お盆

　　　時期　旧暦 7 月 14 日，15 日

　　　場所　14 日　門前地区の墓

　　　　　　15 日　興国寺仏殿（本堂あるいは法
はっ

堂
とう

とも称される）

　　　内容　旧暦 7 月 7 日から「宿」に集まって練習を始める．

旧暦 7 月 14 日は門前地区の墓，5 ヶ所ほどで〈六斎念仏〉

と〈姫子〉を申す．招待のあった家や新仏の家の仏前では

〈ユヅリ念仏〉をやるが，たまに〈六斎念仏〉をやることも

ある．廻る順番は，まず「宿」を出て墓や新仏の家などを近

い順に廻っていく．昔はお盆にも野辺送りで行く火葬場まで

行き念仏を申した．行きがけは「三辺返し」を申しながら行

き，火葬場に着いてから〈六斎念仏〉を申した．

旧暦 7 月 15 日（8 月 25 日）は，施餓鬼供養の後，夕方，興

国寺仏殿（本堂）で行われる法要で〈シヘン〉，〈六斎念仏〉，

〈ジフダラク〉，〈アラタマ〉の 4 つを申す．夜は，興国寺の

盂蘭盆行事である灯籠焼に参加する．午後 10 時頃からは，
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燈籠を持って本堂前から無常堂広場へと下る行列が行われ，

六斎衆はこの道中で「送り念仏」を申す．そのあと，広場で

行われる松明踊りの際には「掛け念仏」を申す．〔この「掛

け念仏」は節の付いた「ナムアミダブツ」を繰り返し申すも

ので，節は「送り念仏」と同じである．講員の方の話では，

儀礼の趣旨の別に応じて呼称を変えているだけと言うことで

あった．〕この時は，鉦と同じリズムで青年団の人が打つ太

鼓も加わる．この念仏は六斎衆だけでなく一般の人も一緒に

申す．興国寺の開山灯籠が最初に投げ入れられ，檀信徒が持

参した燈籠を盛大に焼く最後の灯籠焼では，六斎衆だけで

〈アラタマ〉を申す．

　　④十夜（開山忌逮夜を兼ねる）

　　　時期　10 月 12 日午後 6 時過ぎから

　　　場所　興国寺仏殿

内容　10 月 13 日が法灯国師の命日に当たるので，興国寺ではその

日，開山忌の法要を行う．その前の晩（10 月 12 日），つま

り逮夜に，六斎衆は興国寺仏殿で〈シヘン〉と〈六斎念仏〉

を申す．これは，開山忌の次第のひとつとして参加する形に

なっており，六斎念仏講の「十夜」を兼ねてやっている．

まず始めに尺八の吹上があり「チョウシ」を吹く．次に僧が

お経をあげる．ある時は一人で，ある時はそれに全員が唱和

する形であげる．

終わり方は，まず僧侶がひとりずつ仏前にお参りしてから外

へ出ていき，最後に尺八奏者が同様に一人ずつ出て行く．尺

八は普化宗明暗流である．

その後，誰もいなくなった堂の中に念仏講衆だけが残り，や

はりまず仏前にお参りをし，次に念仏（〈シヘン〉と〈六斎

念仏〉）を申す．



図 4　興国寺仏殿に於ける役編成
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　不定期行事

　　葬式

内容　仏前で〈六道〉と〈六斎念仏〉を申す．15 歳以下の子供が

亡くなった時は〈賽の河原〉を申す．

　　　火葬場ができる以前（10 年前位）は野辺送りをしていた．

その道中に念仏（「三辺返し」）を申した．仏の家の門
かど

（庭の

外）から念仏を申し始め，ずっと同じ調子で繰り返し申して

行き，六地蔵のところまで行ったら念仏も鉦も止める．火葬

場ではお経が済んだ後〈六斎念仏〉を申す．昔は野辺送りの

翌日，お骨が戻ってきてから仏前でもう一度「三辺返し」を

申した．今はその日のうちにお骨が戻ってくるので当日にや

る．

　　　講員の葬式では，通夜の晩に〈六斎念仏〉を申すが，これは

講員以外の人の場合はやらない．

　　年忌

内容　年忌のある家に招待された時には〈ユヅリ念仏〉を申す．

　　　年忌は初盆から三，七，十三，十七，二十五，三十三，五十

五回忌まである．

　　　四十九日にはやらない．

3．音とパフォーマンス
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　概要

装束は，昔は黒の羽織に白い足袋（袴無し）であったが，今は特に決

まっていない．六斎講で作った茶色の袈裟があるが，これは個人所有．

種目は全部で十種ある．〈シヘン〉，〈六斎念仏〉以外の，念仏と文句

の両方が入っている念仏のことをウタネンブツ（歌念仏）と言う．

〈コキョウ〉と〈センガン寺〉はいつやるか決まっていない．現在は

練習の時にやるだけ．小山氏が習い始めた頃（今から 40～50 年前）

から，既にいつ何のためにやるのかはっきりしていなかった．また教

えてくれた人も確かなことは覚えていなかった．

継承　講自体が世襲制を取っている訳ではないので，特に子供の時

から習うというものではない．大人になり講に入ってから習

うのが通例である．オンド（音頭）役の人から，初めはガワ

（側）の部分を口移しで習っていく．今は本を見ながら稽古

するが，昔はすべて口承で，小山氏などは覚えるために自分

で覚え書き用のメモや記譜（横線を引いて，その上下におお

よその音高に合わせて詞を書く）の工夫をしたそうである．

種目　〈シヘン〉，〈六斎念仏〉，〈六道〉，〈ジフダラク〉（釈迦の念

仏），〈賽の河原〉，〈アラタマ〉，〈センガン寺〉，〈ユヅリ念

仏〉，〈コキョウ〉，〈姫子〉

　　　〔昭和 44 年 4 月に出された門前六斎念仏の冊子『六斎念仏』

に載っている種目名の漢字は，後から当てたものだと言う．

例えば，冊子では〈師
し

遍
へん

〉〈磴
せん

願
がん

寺
じ

〉などとなっている．な

お，この冊子の最終頁には「六斎念仏講員　片山清太郎，導

主小山伊太郎，坂口嘉次郎，池田隆夫，川端秀一」とあり，

当時の講員名が記されている．〕

編成　オンド（音頭）は 1 名．冊子『六斎念仏』（興国寺 昭和 45

年）には，オンドは「主」と記されているが，講中では

「主」という語は使わない．ガワ（側）はオンド（音頭）の



186　　人文・自然研究　第 5 号

あとについて念仏を申すその他の講衆のこと．

　声

演唱　念仏をモウス（申す）と言う．声の出し方に違いはあるが名

称はない．

　　　〈アラタマ〉は高い調子の方が良い．

　　　〈シヘン〉の時は腹の底から声を出すようにする．

　　　「三辺返し」では，「ナムアミダブツ」3 回をひとまとまりと

し，そのひとまとまりを 3 回，合計 9 回申す．初めはゆっく

りで，だんだんテンポを速めてゆく．しかし，これは「般若

心経」などと同様，一般の人々も一緒に申すもので，六斎念

仏講独自のものではない．

　　　野辺送りの際は先頭のセンダチ（先達）二人が鉦をもつ．セ

ンダチが一節念仏を申すと，後の 5 名がそれを受けて 2 回繰

り返し，さらにそれを続けていく．

　楽器

　　　名称　鉦，太鼓

　　　演奏　鉦をウツ（打つ）と言う．

【関連の用語】太鼓はタタク（叩く），大太鼓はウツ（打つ），

寺の大鐘はツク（撞く）と言う．

講中には足の付いた鉦（新しいもの）が 2 丁あり，床に置い

て叩く．足のない鉦 1 丁は，左手に吊るして，右手に撞木を

もって叩く．鉦の打ち方は念仏によって違うが，それを区別

する奏法に関する名称は特にない．

　所作

　　立って申す念仏と座って申す念仏とがある．

　　立って申す念仏は，〈シヘン〉，〈アラタマ〉，〈六斎念仏〉

　　座って申す念仏は，〈六道〉，〈姫子〉，〈ユヅリ念仏〉，〈ジフダラク〉

　民俗
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昔は講のものとして白い羽織が 2 枚あり，葬式のときに棺を担ぐ人

（講員ではない）がそれを着た．この白という色は死装束の白に由来

するのではないか．

4．参考資料・文献

田中敬忠　「興国寺の燈籠焼」『和歌山県文化財調査報告書』第 6 集　和

歌山県教育委員会　昭和 37 年（1962）

五来重　「仏教民俗学論攷」紀州由良町興国寺門前六斎念仏　昭和 37 年

（1962）（『五来重著作集』第 1 巻　法蔵館　平成 19 年（2007）に所収）

興国寺　『六斎念仏』　昭和 44 年（1969）4 月

『和歌山県指定文化財申請書』　昭和 44 年（1969）10 月

由良町誌編集委員会　『由良町の文化財』　昭和 57 年（1982）

【参考】〔次に上記の『和歌山県指定文化財申請書』から，その一部を要

約して紹介する．〕

　『和歌山県指定文化財申請書』

　門前六斎念仏の起源

門前に伝承されている六斎念仏の起源は，今からおよそ七百四十二年前，

安貞元年（西暦 1227 年）十月に，現在の地，由良町門前に源實朝の遺

骨をまつる為，實朝の近臣藤原景倫願性が西方寺を建立し真言宗高野山

系統の六斎念仏譜をひろめたので，地元門前をはじめ畑方面に六斎念仏

講がひろまった．その三十二年後の正嘉二年，法燈国師の入山に伴い願

性は西方寺の寺領を法燈国師に寄進し国師を請して第一世開基とした．

この時六斎念仏節譜も西方寺に引きつがれ門前六斎念仏として現在に伝

承されている．後に西方寺は人皇九十五代御宇多天皇より興国寺の寺号

を賜り禅宗臨済宗法灯派興国寺となる．

　現状

門前六斎念仏は興国寺を総元締としている．講員六名をもって構成され
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ているうち，一名は導主として「ちょうし」を唱えあと五名はそれにつ

いて唱える．念仏鉦は三個用いている．

服装は黒の着物に黒の羽織を着用し，こげ茶色の袈裟を胸にかけ足袋

（夏は白足袋冬は黒）という出で立ちである．夏は一重物の白い着物を

着用することもある．

左手に鐘，右手に撞木をもち，導主を右に一列に並んで念仏を唱える．

所要時間は約二時間である．

六斎念仏の年中行事は毎年盆の七日（旧暦七月）から十三日まで宿で念

仏を唱え十四日には門前地内の墓地で念仏を唱える．―　中略　―又

燈籠焼が十五日に行われるのでそれに参加する．これは六斎念仏講の先

導により行われ，無常堂に行き松明踊りが終るまで念仏を唱える．この

念仏は送り念仏と云い「なむあみだぶつ」を繰り返す．最後に興国寺の

燈籠を先頭に投入れて焼く燈籠焼の時には，「あら玉念仏」を唱える．

秋十月十三日，法燈国師の命日である開山忌の逮夜に興国寺本堂で念仏

を唱える．

葬送の際も念仏を唱えて霊を慰める．

明治の終り頃まで毎月十二日及春・秋の彼岸に唱えた念仏は廃れ，現在

は行われていない．

〔上記資料の「現状」の項では，念仏を主導する役名を「ちょうし」と

しているが，小山氏の話では，この「ちょうし」は「音頭」の誤りとい

うことであった．〕

（4）和歌山県日高郡由良町畑の六斎念仏

調査記録

期日　�昭和 55 年（1980）10 月 12 日　　場所　後藤重三・谷口照雄氏

宅

期日　�昭和 56 年（1981）1 月 25 日　　場所　後藤重三・谷口照雄氏宅
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調査項目

1．念仏と講

　念仏

　　名称　六斎念仏

伝承種目　�〈一番～十番〉，〈六斎念仏〉，〈六道〉，〈志 ぶだらく〉，〈賽

の河原〉

　講

　　名称　「六斎」または「六斎連中」（昔は「六斎念仏講」と言った）

　　代表者　後藤重三（明治 31 年生）

　　所在地　和歌山県由良町畑

　　講員　谷口照雄（大正 11 年生），大江種次（昭和 6 年頃生）

　由来・沿革

畑の六斎念仏は門前と同じで，古くから興国寺に伝えられたものを元

とする．長く興国寺末寺の正善寺，通称念仏寺で伝承されてきたが，

今ではその念仏寺も廃寺となり，その寺跡に「畑老人憩の家」が建て

られ，そこで細々と続けられている．昔は，畑の上，下の 2 組にそれ

ぞれ六斎念仏講があったが，下の方は絶えてしまった．戦前は 7 名の

講員がいたが現在は 3 名である．

後藤氏によると，そもそも六斎念仏の六とは「月のうちに六回申す」

との意味だと言う．今はもう 6 回もやらないが昔は月に 6 回申した．

2．講の活動

2. 1　講の組織

　加入・脱退

世襲制ではない．後藤氏は 25 歳位で講に入った．

特に規制はなく希望者が入る．しかし，なかなか続かず途中で止めて

しまう人も多い．

2. 2　講の所持品

　用具
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　　楽器　鉦と撞木　3 丁　各人が保管

　　掛軸　法灯国師の念仏の掛軸　1 幅　

何の掛軸か不明のもの　2 幅　（裏に昔の講員の名が記されて

いる）

　　数珠　大きなものが 1 つ　

これは「世の中は数珠のようにひとつにつながっている」の意

を表していると言う．

　　以上は「畑老人憩の家」で保管している．

2. 3　講の行事

　行事について

　　年中行事　①春と秋の彼岸②盆　新仏の家，墓　③地蔵盆

　　不定期行事　葬式，命日・年忌については頼まれた折に行った．

　年中行事

　　①春と秋の彼岸

　　　時期　現在はやっていない．

　　　内容　〈一番～十番〉，〈六斎念仏〉，〈志 ぶだらく〉

　　②盆　

　　i）施餓飢供養

　　　時期　旧暦 8 月 10 日

　　　場所　長谷寺

　　　内容〈一番～十番〉，〈志 ぶだらく〉，〈六斎念仏〉を申す．

　　ⅱ）〔先祖供養〕

　　　時期　旧暦 8 月 15 日

　　　場所　朝から昼にかけて，墓 4 ヶ所，お地蔵様の計 5 ヶ所を廻る．

内容　〈一番～十番〉を略し〈志 ぶだらく〉，〈六斎念仏〉のみをや

る．

　　　新仏の家では，〈一番～十番〉，〈志 ぶだらく〉，〈六斎念仏〉

を申す．「門
かど

念仏」もやる．興国寺の灯籠焼には参加しない．
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　　③地蔵盆

　　　時期　旧暦 8 月 24 日

　　　場所　畑老人憩の家（旧念仏寺）

　　　内容　〈一番～十番〉，〈志 ぶだらく〉，〈六斎念仏〉を申す．

　　④その他

9 月に「二百十日の前七日」（「御祈禱待ち」）をする．台風シーズ

ンに台風が来ないように念仏を申す．数珠を回し農作物の豊作を祈

ってする．この念仏を「セメネンブツ」とも言った．

現在はやっていないが，昔は「涅槃の日」にも数珠を繰って祈禱し

た．この時は，〈六斎念仏〉とは違う「三辺返し」の念仏を女・子

供も交えてやった．

　不定期行事

　　葬式

　　　内容　〈一番～十番〉，〈六斎念仏〉，〈六道〉を申す．

子供（8 歳位まで）が亡くなった時には葬式で〈賽の河原〉

を申す．棒読みして最後に「三ツ念仏」を申す．

葬式では，僧が行うお経の前にまず〈六斎念仏〉をやった．

野辺送りでは，念仏は申さず鉦だけを叩きながら進んだ．そ

れを「お送りの鉦」と言った．火葬場（字毎にある）でも念

仏を申した．

【葬列の順序】　旗 ― 花 ― 六斎連中 ― オッサン（住職）

― 位牌 ― 顧主 ― 天蓋 ― 弁当（弁当持ち）― 杖

3．音とパフォーマンス

　概要

門前と畑の念仏の関係は，文句は同じだが申し方が少し違う．装束に

ついて言えば，昔は羽織，着物，袈裟，白足袋だった．現在は特に決

まりというものはないが，袈裟はかける．

継承　後藤重三氏の場合，後藤佐之助氏（明治 17 年以前の生まれ）
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から，何ヶ月も毎晩念仏寺に通い，一晩に少しずつ口移しで

習った．稽古は，鉦の代わりに膝を叩いてどこでもしょっ中

やった．

【参考】「由良町畑の六斎念仏」（『由良町の文化財』第 5 号昭

和 53 年 60 頁）には，「〔昭和 34 年〕当時，講員中最年長者

であった後藤佐之助翁にきいた所によると，明治末年か大正

初年ごろ，この地に芳養五左衛門という老人がいた．五左衛

門は美声で殊に六斎念仏が上手であった．五左衛門についで

山中善蔵もこれに勝れ，五左衛門の弟子格にあたった．後藤

佐之助はこの山中善蔵に三年ばかり夜間に六斎念仏の伝授を

受けた．」の記述がある．

伝承種目　�〈一番～十番〉，〈六斎念仏〉，〈六道〉，〈志 ぶだらく〉，

〈賽の河原〉の 5 種

以前は十種あったが，後藤氏の時代には〈あらたま〉，

〈せんがん寺〉，〈姫子〉，〈ゆうず念仏〉，〈こきょ〉につ

いて知っている人は既に居らず習っていない．

この〈一番～十番〉に当たる部分を総称して，門前では

〈シヘン〉と呼ぶが，畑では特に〈シヘン〉とは呼ばず，

〈一番から十番〉までと言っている．

　　　詞（譜を含む）

【念仏譜について】この念仏譜の書き方は何代も前からのもので，

後藤氏はこれを見て覚えた．なお，譜の最後部には「六斎念仏／

臨済宗法燈派大本山　興国寺末寺長谷寺／後藤重三筆」の奥書き

がある．

編成　オンドトリ（音頭取り）〔音頭とも言う〕は先導役で，ひと

りで最初に演唱する．ガワ（側）は音頭に続き応唱する．応

唱形式でやるのは〈一番～十番〉のみ．あとは全員一緒に

〈六斎念仏〉〈六道〉〈志 ぶだらく〉を申す．この全員一緒に
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申すことを「連
つ

れで申す」と言う．

　声

演唱　念仏をモウス（申す）と言う．発声法は色々ある．

　楽器

名称　鉦，撞木

演奏　立ってやる時は左手に鉦を吊るし，右手に撞木をもって叩く．

座ってやる時は床に置いて叩く．

　所作

立ってやる念仏と座ってやる念仏がある．〈一番～十番〉は立ってや

る．〈六斎念仏〉，〈志 ぶだらく〉，〈六道〉，〈賽の河原〉は座ってやる．

座ってやる際，決して座ぶとんは使わない．それは今でも守っている．

　民俗

念仏の時の声の出し方は色々ある．その訳は，色々に声を変えてやっ

た方が仏様のごちそうになる．

　「鉦を叩く」というのは悪魔を叩き出す，追い出すという意につな

がるのではないか．

4．参考資料・文献

『和歌山県指定文化財申請書』　昭和 44 年（1969）

清水長一郎　「由良町畑の六斎念仏」　『由良町の文化財』第 5 号　由良

町教育委員会　昭和 53 年（1978）

岩崎芳幸　「続・由良の年中行事」　『由良町の文化財』第 7 号　由良町

教育委員会　昭和 55 年（1980）

由良町誌編集委員会　『由良町の文化財』　昭和 57 年（1982）

【参考】〔次に上記の『和歌山県指定文化財申請書』から，その一部を要

約して紹介する．〕（以下 196 頁に続く）

　� 　
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　畑六斎念仏の起源

由良町大字畑に伝承されている六斎念仏は，今からおよそ七百四十年前

の安貞元年十月，由良町門前に源實朝の霊をまつる為，当時由良荘の地

頭であった藤原景倫願性が西方寺を建立，宗派は高野山真言宗に属し，

願性は六斎念仏を由良地方にひろめた．

その後，西方寺を中心に六斎念仏講が由良に幾組も出来た．畑の念仏寺

（西方寺の末寺）のもとにも畑六斎念仏講が二組出来，名前は畑上六斎

念仏講，畑下六斎念仏講と称した．

法燈国師が宋より帰国した後，願性が西方寺を国師に寄進し国師が西方

寺開基となった．国師入山後西方寺は禅宗となり，その為念仏寺も禅宗

に改宗した．六斎念仏講は高野山系統のものがそのまま現在に引き継が

れている．念仏寺と共に興国寺の末寺であった畑の珠石山長谷寺は，国

師が正応六年に建立した．念仏寺は昭和二十年頃より無住となり現在六

斎念仏講が管理している．

昔は上，下と二組の六斎念仏講があったが，昭和十五年頃より下の組が

なくなり，現在は上六斎講が六斎念仏譜を引き継いで保存につくしてい

る．

　徴証

元禄十五年，この世の安隠と死後の極楽往生を願い，畑六斎念仏講によ

り地蔵像が建立された．もとは（畑小学校前）路傍の小堂内に安置され

ていたが，現在は長谷寺に安置されている．台座共の総高は一四九セン

チメートルで背面には次の文字が刻まれている．「由良荘畑村珠石山長

谷禅寺之檀徒／六斎講中為現世安隠後生善処造立／箇算像者也．／元禄

十五壬午歳孟春巳」

又念仏寺には六斎講中により元禄五年に南無阿弥陀仏の称号の墓石を建

立している．高さ台より六十センチメートル巾三十五センチメートル

念仏寺には法燈国師（覚心）の筆による掛軸がある．これは明治三十一

年七月に興国寺より畑六斎念仏講に授與されたものである．掛軸の大き
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さは「たて」が七十二センチメートル「横」が二十五センチメートルで

ある．国師の肖像が描かれ，文字は「心即是佛　佛即是心　心佛如如

亘古　亘今／永仁六年九月二十日／鷲峯開山　覚心書」右は絹本で墨書

である．掛軸の裏面には授與　「畑上六斎講中」と書かれていて興国寺

の印があり，その当時の畑六斎講中名が記されている．「明治三十一年

戌七月畑六斎講中　山中善蔵　芳養五左ヱ門　硲佐兵衛　加辻喜七　後

藤佐吉　後藤与助　榊亦造」

　現状

六斎念仏講の行事については次のとおりである．

旧七月七日から十五日まで念仏寺で毎晩念仏を申す．この時には前記の

興国寺法燈国師像の軸をかけて申す．旧七月十二日に長谷寺で行う施餓

鬼供養で念仏を申し供養する．旧七月十三日～十四日まで新仏の家で念

仏を申し供養する．他に墓地でも念仏を申す．二百十日（九月一日）の

七日前を前 7 日と言い，農作物の豊作を祈って六斎念仏を申し，そのあ

とで土地の老人子供を寄せて，大きなじゅずを回しながら「なまいだ

あ」と百万遍念仏を唱える．一年間を通じ長谷寺檀家の葬式に出て六斎

念仏を申し供養する．

服装は黒の着物に黒の紋付（紋は各人の紋）の羽織を着用しこげ茶色の

「けさ」を着用する．着物は冬は黒であるが夏は白の着物で申すことも

ある．

人数は六名又は七名だが現在は六名で，今後は後継者の養成に力をそそ

がねばならない．檀家で申す場合は導師を右にし一列に並んで申すが，

長谷寺，念仏寺では二列になり向かい会って申す．先ず導師が一節を申

し音頭をとってそれから側が申す．念仏の時間は約二時間である．

―　中略　―

　六斎念仏譜　―　中略　―

　畑六斎念仏講員

谷口繁雄（由良町大字畑　明治四十二年生）　後藤重三（由良町大



198　　人文・自然研究　第 5 号

字畑　明治三十一年生）　小玉繁（由良町大字畑　明治二十七年生）　

谷口照雄（由良町大字畑　大正十一年生）　小川顕義（由良町大字

畑　明治三十年生）　芳養熊次郎（由良町大字畑　明治二十九年生）

あとがき

　日本の伝統音楽，その中でも特に「声楽」に強い関心をもっていたこと

から，昭和 40 年代半ば，東京の清瀬におられた真言宗豊山派の青木融光

老師に声明を数年間教えていただいた．また，老師の弟子，小金井 金蔵

院の小島由昌師には，しばらくの間，寺の離れに住まわせていただき声明

の指導を受けた．この時の経験が，後に行った念仏芸能調査の大切な礎と

なったのであろう．

　関西の民間念仏との関わりは，昭和 40 年代後半のことだったと思うが，

東京在住の民俗研究仲間で関西に旅行し，京都市内の盆行事や紀州由良興

国寺の燈籠焼などを見学したのが最初であった．それから，念仏調査の終

り頃であったが，作曲家の柴田南雄先生や東京混声合唱団の田中信昭さん

を，滋賀の朽木村に六斎念仏を聞くためご案内したこともあった．

　実際に念仏の調査をやってみようと思い立ったのは，京都の大谷大学に

おられた五来重先生の融通念仏，大念仏，六斎念仏などに関する著作を読

み大変感銘を受けたからであった．幸い先生に直接お会いする機会も得ら

れ，紀伊や大和でのご自身のフィールドワークのことなど，念仏にまつわ

る興味深い話を伺うことが出来た．

　当時，私は日本観光文化研究所の所員として，日本各地に出掛け民俗音

楽の調査を行っていたが，先に述べたような刺激的な出来事があり，研究

所の調査テーマのひとつに，関西の六斎念仏を加えて貰うことにした．初

めは，紀伊，大和の六斎念仏の調査を行った．現地で念仏の実演に直接触

れる中で，念仏芸能の奥深さや豊かな音楽性を実感し，また，人々の暮ら

しの中で，念仏がいかに重要な役割を果たしてきたかについて考えさせら
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れた．

　そうこうする中，大阪市内の融通念仏宗の寺の僧侶で，学生時代に五来

先生の教えを受けた浜田全真氏と知己になり，念仏に関する話を色々と伺

った．その後，浜田氏を通じ，融通念仏宗から，調査費が出ることになっ

たので，関西の六斎念仏について録音を中心とした記録を作って欲しいと

の依頼があった．私自身もその必要性を強く感じていたので，関西在住の

協力者を募り早速実施することにした．和歌山県の調査に関しては，大阪

大学文学部の谷村晃先生と山口修先生が相談にのって下さり，院生や学生

が手伝ってくれることになった．協力者は，杉野昭博（大阪大学人間科学

研究科文化人類学専攻），川口明子（大阪大学文学研究科音楽学専攻），卜

田隆嗣（大阪大学美学科音楽学専攻）の 3 名である．

　調査報告について言えば，調査地にもよるが，十分に話が聞けなかった

項目もあった．しかし，何よりも記録を残すことが大切であると考え，調

査時から随分経ってしまったが思い切って報告することにした．それから，

六斎念仏を主にした民間念仏の調査は，和歌山，奈良，滋賀の 3 県，京都，

大阪の 2 府に亙る，20 ヶ所ほどで行ったが，ここでは，和歌山県の 4 ヶ

所に限定した．なお，それらの念仏についての考察は，音楽面からの解釈

を含め，別な機会に改めてまとめてみたいと考えている．

　一連の調査に当たり，文中にあげた方々は勿論であるが，それ以外にも

多くの人たちのお世話になった．念仏講及び現地の方たち，民俗や芸能に

関する様々なアドバイスを下さった，私の民俗学の師であり日本観光文化

研究所の所長であった故宮本常一先生，当時研究所の事務局長をされてい

た宮本千晴さん，その他，お世話になった全ての方に，この場を借りて厚

くお礼を申し上げたい．



お盆の六斎念仏

伊都郡かつらぎ町下天野の六斎念仏

延命寺にある親鉦（裏面）
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延命寺

下天野の風景
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燈籠焼で太鼓に続き念仏を申しながら進む六斎衆

日高郡由良町門前の六斎念仏

興国寺本堂 十夜に本堂で念仏を申す
六斎衆
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持参した燈籠を焼く壇信徒たち

燈籠を焼く火に向かい尺八を吹上する虚無僧衆とその右後
方で念仏を申す六斎衆
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坐ってやる念仏　後藤重三氏（右）と谷口照雄氏（左）

立ってやる念仏

日高郡由良町畑の六斎念仏
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念仏寺跡にあるお地蔵様

鉦と撞木 以前行われていた〈ゆう
ず念仏〉の詞
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