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ABSTRACT 
We studied tradition leading in the dance of Kawachi-Ondo home, the birthplace, an origin, hands and feet 

technology of the dance, the term, Yao-City. Furthermore, the origin of Kawachi-Ondo home translated 

Multilingual translation (Japanese, English, Korea and Chinese) of history that supported the globalization 

era. About Kawachi-Ondo home environment, the writer analyzed data by a scientific management 

method.  

The dance of Kawachi-Ondo has really innumerable methods. Hands and feet technology needs the 

movement of Kawachi-Ondo. The most famous dance is called "mamekachi". The Mamekachi dance of 

Kawachi Ondo is a type of the standard dance. In one, Kawachi Ondo in contrast with art of hands technique 

of art of foot technique "stand before": mamekachi of the movement of the foot are included. However, 

Kawachi Ondo is different between the areas in each time, and evolution and a change are slightly seen.  

The contents of now and the bygone days of Kawachi-Ondo are gathered up as follows. Characteristic of 

Kawachi -Ondo is middle art of Singing art and Narrative art. In other words, it is a relative of Roukyoku.  

The subject of the art is a case, chivalrous spirit, a great man, a thing of the human feeling.  In 

Kawachi-Ondo, Narrative and Singing  are performed at the same time. It is One-Ichiseki which is 
aggregate of One-Knob（Fushi） puts Story on Knob（Fushi）, and to sing by the last from a beginning. It is 

approximately 20 minutes in standard time. The time of the knob (music) is two beats through the whole. 

The tempo of the music is for oar use and the stage (room). The intonation makes an entertainment having 

high flexibility with a basic form and arrangement form. A musical instrument is a drum, a samisen, a 
guitar. ⑨ Score is a characteristic not to have score. I arrange it from the free themes and tell Narrative and 

Singing.  When I dance, it is to refer to the next matter. A body, a face, the eyes face the line at the same 

time. It is to clap the both hands in an ear side. The shoulder turns to the side. The high means of 

transportation is free. 

 
キーワード：河内音頭の歴史と用語、古代郷土芸能、由来の 4 ヶ国語、手足技術 

Keywords：The history and term of Kawachi-Ondo, Ancient Local Performing Arts, Multilingual 
Translation in Japanese-English-Korean-Chineseof Origin, Hands and Feet Technology 
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1. はじめに 

八尾市の古代においては 河内湖 がこの付近まで広がっていたと考えられている。旧大和川流域の肥沃なデルタ地帯と

して、弥生時代から耕作が行われていた。その多くが現在でも 古墳 として残っており、その数の多さから千塚（ちづか）とい

う地名として残っている。飛鳥時代には、一帯は物部氏の勢力圏下にあり、その武具を製造する集団が居たとされている。

物部氏は物部守屋のときに蘇我馬子とこの一帯で戦い敗れたために滅亡した。物部氏傍系一族の弓削氏、来栖氏、矢

作連などは引き続きこの一帯で勢力を維持し、特に弓削氏の道鏡は奈良時代後期の日本における実質的な最高権力者

となっている。道鏡は当地（現在の中田・八尾木地区あたり）に 西京 （由義宮）を造築したが、失脚とともに歴史に埋もれて

しまい、現在でも遺構は判明していない。大和朝廷 は 唐 の侵攻に備えるために西日本で 古代山城 などの防御施設の整

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%B9%96
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%A2%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E9%83%A8%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E9%83%A8%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E9%83%A8%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E9%83%A8%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E9%83%A8%E5%AE%88%E5%B1%8B
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%87%E6%88%91%E9%A6%AC%E5%AD%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%93%E5%89%8A%E6%B0%8F
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%9D%A5%E6%A0%96%E6%B0%8F&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%9F%A2%E4%BD%9C%E9%80%A3&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%9F%A2%E4%BD%9C%E9%80%A3&action=edit&redlink=1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E9%8F%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E4%BA%AC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E6%9C%9D%E5%BB%B7
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%94%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%A3%E5%B1%B1%E5%9F%8E
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備を進め、この時高安山にも高安城が築かれたとされる。しかし、1999年の調査で高安山頂の北西約300mの場所で花

崗岩を二段積みした石垣がおおよそ 100m続いているのが発見された。平安時代以降、平安京遷都により、都から遠いこ

の地域の文化は衰退し、かつてこの地域で勢力を保っていた氏族は衰退していった。この地域は多くの寺社や貴族の 荘

園となる。戦国時代から江戸時代初期にかけて、この一帯は、たびたび合戦が繰り広げられる場所であった。江戸時代初

期には 浄土真宗 の宗派対立を発端とし、八尾寺内町が創設され、現在の八尾市発展の基となった。江戸時代中期、それ

まで八尾市域を貫流して 淀川 水系と合流する流路を形成していた 大和川 の付け替え工事が行われ、堺 方面に流れるよ

うになった。川床跡の砂地は木綿栽培に適しており大坂という消費地が近かったため、商品作物としての木綿の栽培や農

村工業としての紡績が盛んになり、全国でも有数の裕福な農村となった。 

河内音頭は、現在の大阪府八尾市周辺で成立した。江戸時代からの土着の音頭や民謡の他、仏教の影響を受けて形

作られた唄である。また、滋賀県の 江州音頭 と呼ばれた江州地域からの唄や踊りからも影響を受けて進化している。従来

は、河内地方に存在した種々の音頭を総称して“河内音頭”と呼んでいた。 

八尾市（図 1-1）は、面積 41.71km²、総人口 270,735 人（推計人口、2012 年 2 月 1 日）、人口密度 6,490 人/km²で、

隣接する自治体は、大阪府下の大阪市、東大阪市, 柏原市、藤井寺市、松原市の5市および奈良県の生駒郡平群町、三

郷町の 2 町である。市の木はイチョウ、市の花はキク。八尾市役所の所在地は〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目 1

番 1 号である（図 1-2）。 

 

  

図 1-1.八尾市と隣接した市と町。 図 1-2.八尾市役所（本館・西館） 

 
八尾市の概要は大阪平野の中部、大阪市の東南部に隣接し、市域西側は概ね平坦で標高は10m程度である。市の南

端を大和川が流れる他、旧大和川水系である長瀬川、玉串川などの小河川も見られる。 市の南部には八尾空港があり、

陸上自衛隊の駐屯地や民間の小型航空機に供用されている。 平成 19（2006）年に工業出荷額で東大阪市を抜いたこと

はあまり知られていないが、人工衛星で有名なものづくり都市東大阪を上回る産業力を持つ都市である。気候は、西に大

阪湾、東に生駒山地と大阪平野の中央部東に位置する地形的条件により温暖であり、瀬戸内海式気候に属している為比

較的降雨の日が少ない。年間平均気温は摂氏約 17度。 雪は平地部では滅多に降らないが、1965年 3月の大雪で商店

街アーケードが倒壊したことがある。年間降水量は約 1340.5mm（2010 年）。風速は年間平均約 2.8m/s（2010 年）、湿度

は年間平均約 58.0%（2009 年）。最高気温 36.8 度（2010 年）、最低気温－4.5 度（2012 年）である。 

八尾の夏は河内音頭一色になり、八尾地域の“河内音頭・祭”と呼ばれる“夏のフェスティバルで”もある。夕餉を済まし一

息ついた頃、どこからともなく「アーイヤコラセードッコイセ」と太鼓や三味線の音とともに河内音頭が流れてくる。八尾の人

間はそれを聴くにつれ、血が騒ぎ、体が一人、勝手に動き出す。八尾市内には一夏に 60 から 70 の櫓が立つという。家を

一歩出れば、そこに浴衣やハッピ姿の人が行き交う。河内音頭の盆踊りは八尾の夏を飾る一大風物詩である。八尾の河内

音頭は、長い年月と先人達の弛まない努力によって今日のような全国に誇れる郷土芸能となった。河内音頭の 形は、古代

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%AE%89%E5%B1%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%AE%89%E5%9F%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/1999%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E5%B4%97%E5%B2%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E5%B4%97%E5%B2%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%AE%89%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%98%E5%9C%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%98%E5%9C%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%84%E5%9C%9F%E7%9C%9F%E5%AE%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%80%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%BA%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E7%B6%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E5%93%81%E4%BD%9C%E7%89%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E5%B7%9E%E9%9F%B3%E9%A0%AD
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B9%B3%E9%87%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%80%AC%E5%B7%9D_(%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%89%E4%B8%B2%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E5%B0%BE%E7%A9%BA%E6%B8%AF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E4%B8%8A%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%90%E5%B1%AF%E5%9C%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E6%B9%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E6%B9%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E9%A7%92%E5%B1%B1%E5%9C%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B9%B3%E9%87%8E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85%E6%B5%B7%E5%BC%8F%E6%B0%97%E5%80%99
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA
http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&cp=3&gs_id=1o&xhr=t&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1024&bih=667&wrapid=tljp134396651297804&q=%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x6001274451cde967:0x348c5c431fe601cc,%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%85%AB%E5%B0%BE%E5%B8%82&gl=jp&sa=X&ei=KU0bUJG6CrCSiAeOoICIDw&sqi=2&ved=0CA4Q8gEwCA
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からの伝統的な歌と音楽の流体形である。 

河内音頭の踊りは、無数の方法がある。この動作には、手足技術が重要である。河内音頭には、手技術の「手とり」と言

われる交互の踊りがある。これは「踊りを手渡す」という意味である。最も有名な踊りは、「前立ち」と呼ばれている。河内音頭

の「前立ち」踊りは、最も標準的な踊りのタイプである。しかし、各時代における地域間にも異なり、わずかに進化と変化が

見られる。また、手技術と対照的に、足技術の「前立ち」の足の動作も含まれる。河内音頭は、格闘技の空手道やテコンド

ー、美的芸術の新体操と同様に、手足技術の動作を洗練させて進化してきたのである。河内音頭の掛け声は2つあり、「ハ 

エンヤ コールアーゼ、ドッコイセ！」と「ソリャ ヨイ、ドッコイサ、サイイエ ヨイヤ ザンザ！」である。 

踊りとは、①上下運動・跳躍運動を基本で、足の動きを重視する。②集団の芸能で、多数の参加者が同じ芸態を揃えて

踊るものであるという点が違う。③激しい上下運動で悪霊を祓ったり、未成仏霊の鎮魂を行うといった呪術性を持つ。④芸

能として独立・成熟するのは中世後期であるとされる。（http://www.bonodori.net/yougo/jiten.htm#pagetop）。 

声明(しょうみょう)は、仏教の声楽「踊り屋形」「音頭台」とよぶもある。音頭取りと踊り手が完全に分離し、囃子方として太

鼓・三味線などの楽器が導入された後、踊り櫓が登場する。声明は、すでに奈良時代に南都（奈良）の諸寺にある程度伝

来していた。日本における声明を大成したのは、良忍（1072-1132）である。良忍は比叡山の下級僧である堂僧（常行三昧

堂などの施設で声明に乗せて念仏を勤行する僧）をつとめ、親鸞の遠い先輩にあたる。各地の声明を吸収し、わが国の声

明を大成したという。現在も大原は「魚山（ぎょざん）流」声明の本拠地として有名である。このように声明は、後の盆踊り音

楽はじめ日本民謡の音楽の源流となったと考えられている。 

本稿では、河内音頭を中心とする各音頭の由来（日英韓中の 4 ヶ国語）と用語を比較・研究し、手足技術の動作につい

て関連を考察することが目的である。 

2. 河内の音頭史と由来（日英韓中の 4 ヶ国語） 

2-1.河内音頭の和文由来と今昔 
河内音頭は、現在の大阪府の八尾市から始まった唄である。河内音頭の 形は、古代からの伝統的な唄と音楽の流体形

である。河内音頭のルーツは、交野市で歌われた「交野節」をアレンジした「歌亀節」が、祖形であるとの説があるほか、江

州（滋賀県）からやってきた江州音頭が進化したとも言われている。 

 

    
写真 2-1.常光寺の全景 写真 2-2.常光寺の本堂 写真 2-3.常光寺の鐘 写真 2-4.常光寺の河内音頭 

 
河内音頭の発祥の地は、常光寺（写真 2-1～2-4）であると言われる。ゆえに、八尾市は、「河内音頭の本場」と呼ばれて

いる。さらに、流し節正調河内音頭、太田ジャイナ音頭と恩智音頭の伝承音頭があり、伝統文化を継承している重要な地

域である。その中で“流し節正調河内音頭”は、500 年の歴史があり、次のように纏められる。①常光寺は、地蔵菩薩を本尊

とする寺の中で、西の横綱である古寺で、「八尾の流し」の盆踊り場である。②常光寺は、奈良時代、聖武天皇の勅願寺の

一寺である。「八尾の地蔵さん」と呼ばれている。③常光寺は、室町時代、足利義満（1368～1394）の尽力によって伽藍を

再建した。再建時、運搬する船頭（音頭取り）に呼応する運搬者の掛け声が、流し節の「木遣り音頭」である。流し節の「木

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Jokoji,_Yao01.JPG
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遣り音頭」は、従来の念仏踊りと一体になった原型である。 

河内音頭は、昭和 20 年代から浪曲の節が取り入れられ、全国的に知られるようになった。河内音頭は、昭和 30 年代に

入ると、ギター等を取り入れ、鉄砲節による浪曲音頭のレコード化した。その他に、エレキギターやシンセサイザーも加わり、

ビートのきいたリズム音楽の影響もあり、アップテンポな音頭に変化し、音楽性豊かな語り物芸として成長、活躍の場を広げ

た。最近は、菊水丸の新聞詠みなど活躍でマスコミに登場し、全国的に知られた。 

 

2-2.河内音頭の英文由来と今昔 
Kawachi Ondo is the folk song which began in Yao-shi of current Osaka. Form of Kawachi Ondo is fluid form 

of the tradi tional folk music from the ancient times. The origin of Kawachi leading is Utagame-Bushi which 

arranged "Katano–bushi" sung in Katano city. In addition, there is Gōshū-Ondo which is leading that I did 

from Gōshū( Shiga).  

The birthplace of Kawachi-Ondo is Jokouji-Temple.Thus, Yao-City is said to be "the home of Kawachi- 

Ondo". The reason is because there is tradition Ondo of Nagashi-Bushi-Seichou-Kawachi-Ondo, Otajaina 

-Ondo and Ondi-Ondo.here is the history of 500 years, and "Nagashi-Bushi-Seichou-Kawachi-Ondo" is 

gathered up as follows in that. Jokouji-Temple is Bon-Odori ground of "Yao-no-Nagashi-Bushi" at the old 

temple which is a west yokozuna in the temple which assumes "a guardian deity of children" a principal idol.  

Jokouji-Temple is called “Jizo Yao” in Nara era (710-784), one temple of Imperial prayer temple of the 

Emperor Shomu.  Jokouji-Temple rebuilt Temple by aid of Ashikaga Yoshimitsu(1368-1394) in the 

Muromachi era. At the time of the rebuilding, the shout of a conveyer agreeing with Boatman (Ondo-Tori) to 

carry "is Kiyari -Ondo" of Nagashi-Fushi. "Kiyari-Ondo" of Nagashi-Fush is a model united with conventional 

performing the prayer's dance.  

Because Kawachi-Ondo adopted "Roukyoku-Bushi" from the 1945s, I became famous nationwide. Kawachi- 

Ondo took in guitars in the 1955s and made "Roukyoku-Ondo" by "Teppou- Bushi" a record. Furthermore, an 

electric guitar and the synthesizer increased and had effect of the rhythm music that I heard of the beat and 

changed into leading that was up tempo and grew up as music-related rich storytelling art. Kawachi-Ondo 

appeared in the media by activity including "Newspaper poem" of Kawachiya-Kikusuimaru, and it was 

known nationwide recently. 

 
2-3.河内音頭の韓文由来と今昔（카와치 선창의 일본어 유래와 역사）  

카와치 선창은, 현재 오사카후 야오시에서 시작된 포크송이다. 카와치 선창의 형태는 고대로부터의 전통 

민속음악의 유체 형이다. 카와치 선창의 뿌리는 카타시에서 불려진 "카타 절"을 재작성한 "가구절"이 그 첫 

형태이다. 또한 고슈 (시가현)에서 온 고슈 선창도 있다. 

카와치 선창의 발상지는 죠고우사이다. 따라서 야오시는 "카와치 선창의 본고장" 이라고 불리운다. 그 이유는, 

나가시절 세이쵸우 카와치 선창, 오타 자이나교 선창과 온치 선창의 전승 선창이 있기 때문이다. 그 중에 

"나가수절 세이쵸우 카와치 선창"은 500 년의 역사를 가지고 있고 다음과 같이 정리할 수 있다. ① 

죠고우사는 지존보살을 본존으로 하는 절 중에서, 서쪽의 요코즈나 고찰인 "야오의 나가수"의 한가위 춤의 

장소이다. ② 죠고우사는 나라 시대 쇼무천황을 기원한 사찰중의 하나이다. "야오의 지죤"이라고 불리기도 한다. 

③ 죠고우사는 무로마치 시대, 아시카가 요시키쯔 (1368 ~ 1394)의 힘으로 사원을 재건했다. 재건시 운반하는 
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리더 (선창잡이)에 호응하는 운반자의 구호가 나가시절의 "키야리 선창"이다. 개수대-마디의 "키야리 선창"은 

기존의 염불 춤과 일체가 된 원형이다. 

카와치 선창은 1945 년대부터 난곡의 절이 받아 들여져 전국적으로 알려지게 되었다. 카와치 선창은 1955 

년대에 들어서면서, 기타 등을 도입, 총포절에 의한 난곡 선창이 레코드화 되었다. 그 외에, 일렉트릭 기타와 

신디사이저도 더해져, 빽비티가 들어간 리듬 음악의 영향도 있어, 업템포인 선창으로 변화되었고 음악성이 

풍부한 판소리 형식으로 성장, 활약의 장을 넓혔다. 최근에는 키쿠수이마루의 신문읊기 등의 활약으로 언론에 

등장하면서 전국적으로 알려졌다 
 
2-4.河内音頭の中文由来と今昔（河内音头的日文由来与今昔） 
河内音头（即号子）是发端于现在的大阪府八尾市的民谣。河内音头的形式是从古代传来的传统民谣音乐的流体

形。河内音头的起源是由在交野市传唱的“交野调”改编而来的“歌龟调”。还有由江州（滋贺县）传来的音头——

江州音头。 

河内音头的发祥地是常光寺。因此，八尾市被称为“河内音头的发源地”。其理由是由于其中有流节正调河内音

头、太田耆那音头及恩智音头的传承音头。其中，“流节正调河内音头”具有 500 年的历史，可以归纳成如下所述：

①在以地藏菩萨为主佛的寺院中，常光寺是西日本首屈一指的古寺，是“八尾之流”的盂兰盆会舞之场所，②在奈

良时代，常光寺为圣武天皇的敕愿寺之一，被称为“八尾之地藏”；③在室町时代，在足利义满（1368～1394）的帮

助下重建了常光寺的伽蓝。重建时，呼应领头的搬运工的号子声就是流节的“滚运木材歌”。 流节的“滚运木材歌”

就是与原来的念佛舞成为一体的原型。 

从昭和 20 年代起，在河内音头编入了浪曲调，为全国所知。进入昭和 30 年代，引入了吉他伴奏等，并依据铁

炮调将浪曲音头制作成唱片。此外，还加上了电吉他、电子乐器伴奏，并受到节奏感强的音乐的影响，变成速度快

的音头，作为音乐性丰富的叙事艺术而成长，扩大了用武之地。最近，因菊水丸的报纸吟诵等的活跃而出现在新闻

媒体，从而在全国范围所知晓。 

3. 河内音頭の主流と 4 大特長 

3-1.河内音頭の元節（通称：交野節、江戸時代から後期） 
交野節は幕末・明治から大正・昭和にかけて、河内国の北端にある交野郡内で成立した。それから交野節は河内から大

阪市内に、淀川の三島地区や奈良県の生駒谷へ広かった。村井一郎氏は、北河内のある古文書｢1789 年：交野之八箇

村江申合書｣の記録がある。これは、以下の三ヶ条からなっている。① 盆踊りの儀、14 日 15 日間、踊り然るべく候。②尤も

廉末の物たりも、踊衣装等拵え候儀は致す間敷く候。③夜更けては、娘女共身持惰弱に相成候ともに候、深更に及ばす

候。もと河内の国の北部にある。 

①起源と分布地は、江戸時代の中期に、河内国の交野群で起こったと考えられる。 

②基本型は、七七○七五サ七五△の旋律の反復される音頭である。「河内音頭の原型」と言われているのは、「交野節」上

の句が七七、下の句が七五七五の定型詩を唄う音頭で、 「アーヤレコラセェドッコイセ」や「ソラヨイトコサッサノヨイヤサッサ」

などと囃しが入る。 

③一節は、「上の句七七」と「下の句七五七五」の二部に切れる。切れ目に音頭取りは、ヨホホイホイと掛け声を、続いて踊

り子がアーヤレコラセーードッコイセエと《切りの囃し》を入れる。次に、「下の句」が唄われ、一節終れれば踊り子はソラヨイト

コサノサーヨイヤサッサーなどと「落としの囃し」を入れる。一方、次に、「下の句」が始まり、七七と七五との間に「サ」または

「コラ」という短い合言（あいこと）を入れる。「下の句」が落ちれば、すなわち、一節が終われば「落ちの囃（はや）、落としの
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囃し」、△を踊り子が囃す。（村井一郎氏は、代表的な例を記述）。 

④発声は、毎節時に、「上の句はアェの発」で出すこと、「下の句はサェの発声」で出ことである。 

⑤歌詩は、叙情詩的な「流し」および叙事詩的な「口説き」があると村井市郎氏は要約している。 

 

3-2.本来の河内音頭（別名：亀一流の交野節：歌亀節。河内音頭の主流・本筋） 
①起源と分布地は、明治時代の初期で、茨田郡野口村の初代の歌亀（通称、芸名、本名：中脇久七）が交野節の取り口

に工夫した。  

②基本型は、七七○七五サ七五△定型を基調とし、字余りや句余り等も自在に読み込む変唱法を考案した。 

③一節は、時には上と下に切れぬ一と節もある。 

④発声は、毎節時に、「上の句はアェの発」で出すこと、「下の句はサェの発声」で出ことである。 

⑤歌詩には、詞の定型にこだわらず自由に、節付けも自由に変化させて歌える音頭が生み出された。音頭取りの名前か

ら歌亀節と呼ばれた。 

明治中期にかけて演芸場でも人気を博したという。当時は滋賀県からも「8日市祭文音頭」が入ってきていたので、こちら

を「江州音頭」と呼び、歌亀の音頭を「河内音頭」と呼んで区別した。これが本来の河内音頭である。お盆前後ともなると、

神社や町の広場から太鼓や音頭取りの声が聞こえてくる。最近、江州音頭や民謡踊りが主で、昭和 15（1940）年頃迄は河

内音頭の交野節を歌っていた。「星田の会」川藤助氏宅には、今も「春の旅立ち道中日記」（大阪から伊勢までの道ゆき

上・下）や「ぼうず落としの段」その他の音頭本が残っている。これらを見ると、交野節をうたう櫓の上の若い衆の威勢のよい

声が聞こえてくるようで、なつかしい想いがする。明治初年頃、義太夫の丸本も使用して、座敷音頭用に開発。また盆踊り

にも起用したのである（表 3-1）。http://murata35.chicappa.jp/hosinomati/katanobusi.htm 

さてわよ いちざの みなさまよ コリャ がたにや ョホーホイホイ アヤレコラセドッコイセアエ 

ちょいとエ でましたわたくしわ エサ こえなしふしなしいろけなし ソレヤットコサノサノサーノ ヤツトコドッコイセ 

 

表 3-1. 河内音頭の主流（ヨホホイホイ）の変遷 
河内音頭名  別名と分布 時  期 基本型等 特  徴 

河内音頭の元節 
通称：交野節・（河

内国の交野郡） 

江戸時代後

期（1603～

1867 年） 

七七○七五サ七五△初

代の歌亀（中脇久七） 

一と節が上の句七七と下の句七五七五の

二部分に切れ開発。 

本来の河内音頭

（河内音頭の本筋） 

別名：亀一流の交

野節、歌亀節。茨

田郡野口村 

明治初期  

(1868 年) 

七七○七五サ七五△定

型を基調とし自由に 

義太夫の丸本も使用。座敷音頭用に開

発。また盆踊りにも起用。 

先代の河内音頭 
一名：平野節また

は平野音頭 

大正 10

（1921）年 

七七○七五サ七五アン

七五サ七五△ 

音頭取り初音家太三丸を初め、初音家栄

太郎、初音家宇志丸ら、本節を元に一と味

違う節を考案。 

現代の河内音頭 浪曲音頭 
大正 3

（1914）年 

小節当たり、同一文言に

対する、拍数が二倍。踊

りの振りも二倍。 

初代の初音家源氏丸、平野節より浪曲の

アンガラ節の調子に乗せ替え。「鉄砲節」よ

り、名称も浪曲音頭から河内音頭へ変遷。 

 

3-3.先代の河内音頭(一名：平野節または平野音頭） 
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①起源と分布地は、大正 10（1921）年頃、大阪市平野である。 

音頭取り初音家太三丸（本名：倉山太三郎）を初め、初音家栄太郎、初音家宇志丸らにより、本節を元に一と味違う節。 

②基本型は 七七○七五サ七五アン七五サ七五△の標準的で、自由に展開する。 

③一節は、「下の句の出にサェの発声（半拍）」が無い故、次の切りの囃しまで裏が出る。 

④発声は、毎節時に、「上の句はアェの発」で出すこと、「下の句はサェの発声」で出ことであるが、ここでは、「下の句の出

にサェの発声（半拍）」が無い。 

⑤歌詩は、返し節（アン節とも。栄太郎師の安出。太三丸師はあまり使用しない。）の使用。 

 
3-4.現代の河内音頭（旧称：浪曲音頭） 
①起源と分布地は、大正 3（1914）年の上六-奈良間に鉄道が開通時、その祝いと生駒トンネル工事の犠牲者供養を兼ね

た盆踊り大会が開催された。この時、大阪の平野から来ていた音頭取りたちが、二代目歌亀の河内音頭に感激し、 それを

稽古するうちに独自の工夫を加えた「平野節」を生み出すこととなった。そして、初音家を名乗って活躍しだしたのである。

この「平野節」は、 返し節を使うことによって一節の長さを自由に変え、現代の河内音頭にも通ずるものがある。現代の河

内音頭は、平野節を基に、浪曲の地節のリズムを利用した浪曲音頭として案出された。戦後すぐに初音会に加わった初音

家源氏丸が始めたもので、たちまち評判になった。昭和 21（1946）年頃、中河内郡加美村正覚寺の、初代の初音家源氏

丸（本名：田中源太郎）により、在来の平野節を主な基盤とし、浪曲のアンガラ節の調子（スウィングのリズムに相当）にそれ

を乗せ替え、浪曲も援用して編み出された。 

②基本型は、当初は穏やかなテンポだったが、昭和 30（1955）年代中頃からいわゆる「鉄砲節」の流行によりやや早間とな

り、名称も浪曲音頭から河内音頭へと漸次かわる。 

③一節は、従来の音頭との著しい相違は、一小節当たりの、したがって、同一の文言に対する、拍数が二倍となる。故に踊

りの振りも、二倍となって忙しく感ずる。 

④発声は、昭和 40（1965）年代、エレキギターの普及と浪曲師参入の影響で変化した。 

⑤歌詩は、昭和 50（1975）年代からは、中南米等のリズム音楽や津軽三味線等の影響で、太鼓や三味線のバチ捌きもナ

ウくなり、シンセサイザーやその他洋楽器を伴奏に使う者も出るなど、音楽性豊かな楽しい芸能に成長して、今日に及んで

いる。河内家 菊水丸は、1984 年、新しい流派『新聞詠み』を興し、以来大阪を拠点に歌う。エレキギター、シンセサイザー

などを用いて、「グリコ・森永大事件」、「豊田商事事件」、「リクルート事件」、「阪神タイガース優勝物語」、「ワイは横山じゃ!」、

「喜劇王・藤山寛美一代記」「アントニオ猪木一代記」「美空ひばり一代記」など、世相・事件を題材にした曲を発表（写真

3-1～3）。1990 年代前半は海外でのライブも多く、ソ連、エジプト、ギリシャ、イタリア、フランス、イギリスのテレビ局では特

集が組まれ、それを見た BBC からも出演依頼が来た。音楽番組「イースタン・ヒット」に出演。 

 

   
写真 3-1.河内音頭記念館の正面 写真 3-2.河内音頭の資料室 写真 3-3.河内音頭の楽器と衣装 
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河内家 菊水丸（かわちや きくすいまる、本名は岸本 起由、1963 年生）は、大阪を拠点に歌う。日本のタレント、伝統

河内音頭継承者、音頭取り。大阪府八尾市出身。父河内音頭の師匠河内家菊水、母ピアノ講師。 

現代河内音頭の特色とは、河内音頭と民謡、河内音頭一席の構成、河内音頭と節の構造および河内音頭の節付けと魅

力と言える。特色は、http://www.jukujuku.gr.jp/active/contents/annual-activities/2001 を参照した。 

 

4.現代河内音頭の特色 

4-1. 河内音頭と民謡 
河内音頭は、いわゆる『民謡』とも言えるが、本来唄い物と語り物の折衷芸能（詠み物）で、いわば民謡と浪曲の中間芸能

である。特定の歌詞と言うものはなく何を詠むのも自由で、節も決まっているようで決まっていない。決まっているのは基本リ

ズムと囃しくらいである。 

(芸題=下題=ネタ)や節は基本的な決まりがあるが、同じ演目でも各会派によって異なる。使われる楽器は、三味線、太鼓、

エレキギターやキーボードなどバラエティーに富むが、これは、鉄砲光三郎の編曲者である和田香苗(作曲家、ギタリスト)

である。代表作『会津の小鉄』－初代京山幸枝若、『アクビ娘』『紅三四郎』－堀江美都子)の功績だという説もあり、イントロ

は浪曲の曲師出身で、宮川左近ショウで活躍した暁照夫(暁照夫・光夫)の作曲である。演奏時の原則は三味線のリフをエ

レキギターに置き換えて手数を増やして弾くようになった。大阪府八尾市の常光寺境内で行われるもの（流し節正調河内

音頭） は、日本の音風景 100 選に選定された(5-2))。また、1978 年に河内音頭を評価した評論家朝倉喬司が「全関東河

内音頭振興隊」を結成。河内音頭の魅力を紹介し、音頭取りを招いて東京でたびたびライブを開き、CD 等が発売されたこ

とから、「日本におけるソウル・ミュージック」のひとつとして全国区の評価を受けた。朝倉の活動に錦糸町の町内会有志が

共感したことから、1986 年から毎年、「錦糸町河内音頭大盆踊り」が現在も継続して開催されている（表 4-1）。 

 
表 4-1.河内音頭の(芸題=下題=ネタ)や節と楽器 

項  目 内       容 

(芸題=下題=ネタ)や節 基本的な決まりがあるが、同じ演目でも各会派によって違う。  

使われる楽器 三味線、太鼓、エレキギターやキーボードなどバラエティーに富むが、これは、鉄砲光三郎

の編曲者である和田香苗(作曲家、ギタリスト)。 

代表作『会津の小鉄』 初代京山幸枝若、『アクビ娘』『紅三四郎』－堀江美都子)の功績だという説もあり、イントロは

浪曲の曲師出身で、宮川左近ショウで活躍した暁照夫(暁照夫・光夫)の作曲である。 

演奏時の原則 三味線のリフをエレキギターに置き換えて手数を増やして弾くようになった。 

 
4-2.河内音頭と節の構造 
河内音頭と節の構造として、歌詞の基本的標準的な一下り（一行）の字数は、七五調か七七調が唄い易い。ただし、随

所に字余り等を作って、口調の変化の面白味をも狙う。一と節が原則的には、上の句と下の句の二部分に切れ、その切れ

目に《切り》の囃しを、一と節の終わりには《落とし》の囃しを踊り子（囃し子）が入れる。切りの囃しを呼ぶ合図の掛け声がヨ

ホホイホイ。一と節を上と下に切らぬ事もある。次に一節の構造は、用いる節の種類（後述）によって、著しく長短の違いが

ありますが、通常、数行ないし 10 数行であります。河内音頭のように、一節が上の句と下の句に分かれる、ということはない。

が、ただ一節の出だしに、二の節（後述）を用いずに、一の節（後述）を用いたときには、それに直ぐ続けて、わずか半拍だ

けの短かくい囃しくらいである。節回しは一定の約束さえ守れば後は比較的自由で、決まっているのは囃しの旋律だけで
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ある。 
4-3.河内音頭の節付けと魅力  
①単調な定型の無駄な反復を避け、各所の文句に叶った節を用いるように配慮する。②下の句の長い歌詞の中では、

良い節、聞かせる節の間は、継ぎ節、捨て節でつなぎ、良い節の効果を高める工夫もし、変化に富む節付けを凝らす。③ 

節の付かない科白（せりふ、啖呵ともいう）が入ることも。要するに何でも有り。④聞かせるための舞台音頭と盆踊り用の櫓音

頭（座敷音頭と踊り音頭）がある。⑤節付けの工夫のしどころが、音頭の聞きどころ、楽しみどころである。 
日頃耳にする河内音頭は物語を節付けて唄いながら語っていく語り芸の一種であるが、囃しも入るところから、一口に言

えば浪曲と民謡の中間芸と言われる。外題（歌詞）には、事件もの（河内十人斬り）、世話もの（壷坂霊験記）、偉人もの（王

将坂田三吉物語）、任侠もの（国定忠治物語）などがよく唄われるが、基本的には何を語るも自由である。音頭の一席（語り

芸であるので一曲とはいわない）の構成は大まかに言えば、前口上（あいさつ）、枕（軽い前話し）本題、結び口上（あいさ

つ）の順に進めていく（表 4-2）。 

 

表 4-2. 郷土文化「河内音頭」の今昔の特徴 
 項 目 内   容（http://ja.wikipedia.org/）  

1 特 色 「歌い芸」と「語り芸」の中間芸（浪曲の親戚） 

2 芸の演題 外題としては、事件、任侠、偉人、人情＝約 40 本 

3 一席の構成 一席（一節の集合体）は前口上（挨拶）～枕～本題～後口上 

4 上下の句 歌詞の一下り（1 行）が七五調か七七調で複数行、上の句と下の句に分かれ 

 5 芸の特徴 上の句の終わりに「ヨーホーホイホイ」をつける囃子                        

下の句の終わり「ソーラーヨイトコサッサノヨイヤサッサー」 

6 節（曲） 拍子 全体を通して 2 拍子 

テンポ 櫓用と舞台（座敷）用 

節回し 基本形とアレンジ形（節付け、味付け）＝自由度の高い芸能 

7 伴奏（サイド） 太鼓～＋三味線~＋ギター、キーボード 

8 踊り 流し・マメカチ（基本形）～＋大阪踊り、新河内、缶蹴り 

9 河内音頭の方向 「主流あって正調無し」 

10 河内音頭の本場 一番多い土着音頭の数・一番古い土着音頭・一番大きいエネルギー 

 

4-4. 河内音頭一席の構成 
  河内音頭は、唄い物であり語り物の芸能である。音頭一席の構成は、掛け合いまた序奏、前口上、枕、外題付け、本題、

ばらし、結びの口上の順が原則である。このうち、枕は、大阪の江州音頭では、席で聴衆へのサービスとして行われて来た

経歴上、こんにちもよく行われる。対して、滋賀県本場の江州音頭では、枕をあまりやらず、前口上から外題付け・本題と進

むことが多い。 

また、踊り場の櫓ではなしに、席節ないし座敷音頭の場合、大阪では、本題のヤマ場である聞かせどころとして、浪花

節・追分節・二上がり新内、本節河内音頭等々の他の音曲のさわりを少々いれることがある。これは、「入れごと」と呼ばれる。

なお、滋賀県の「敷座」と呼ばれる座敷音頭の場合、最初の掛け合いはなく「エエエーイ みー－なーエ エさー－またー

のーォみイまアアすーーー。」「アアーさーてはーこの場アのオーみなさアまアアエー」と一方的に「頼んで」おき、すぐに二

の節（後述）を用いて前口上に入る。また、本題の終りごろの結び目上の前では、一席の物語をまとめと、比較的目早なキ
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ザミロ調で畳みかけをする。これは、「せめ」と呼ばれ現代の河内音頭や浪曲のバラシに当たる。 

一席は一節の集合体であり、一節の構成は、一行の字数が七五調か七七調のものが幾つか続き、上の句と下の句に分

かれている。上の句が終われば「アーイヤコラセードッコイセ」という切りの囃しを、下の句が終わると「ソーラーヨイートコサッ

サノヨイヤサッサー」という落としの囃し聞き手や踊り手が囃す。切りの囃しの前には音頭とりが「ヨンホーホイホイ」という掛け

声で囃しを求める。この基本形に加え、時には一節の上の句と下の句を切らないことやリズムを乱さない範囲で演歌、浪曲、

民謡など他の音曲やセリフの挿入も行い、音頭とりはできるだけ聞き手を飽かさないための変化をつけることに努める。い

わゆる正調というものがない、自由度の高い芸能である（表 4-2）。 

 

5. その他、「河内の音頭」の特色 

河内の音頭とは、河内音頭や江州音頭をも含まれる。河内生まれ河内育ちの音頭や、他地域から流入して河内で土着

化した音頭も含まれ、河内という地域で、音頭取りと呼ばれる者が何人も存在した音頭を「河内の音頭」と呼ぶのである。ま

た、一般的には主流の河内音頭以外は「河内の音頭」と呼ばれる。「河内の音頭」とは、改良節の河内音頭、狭山・長野の

切り音頭、八尾の流しおよび丹南・錦部（にしごり）の切り音頭である。これを、表 5-1 のように説明した。 

 

表 5-1.「河内の音頭」の特色 
 音頭名称 分布地域 発祥時代等 基本形式の型 
1 改良節の河内音頭 富田林の初代岩井梅吉 明治 26(1893)年 江州音頭より平節をアレンジ 

2 狭山・長野の切り音頭 狭山・長野  八五調(七五調）の三行りで 

3 八尾の流し 八尾地蔵で有名な常光寺 数百年前 七五○七五△七七○七五△ 

4 丹南・錦部の切り音頭 丹南・錦部（にしごり） 南北朝頃 七七／七七○七七／七七△ 

 
5-1. 改良節の河内音頭  

明治 26(1893)年を富田林の初代岩井梅吉が、江州音頭より祭文節と役節を取り除き、平節ばかりをアレンジして改作し

たものである。更に昭和初期頃再び整理改良された。 
5-2. 狭山・長野の切り音頭 
狭山・長野の切り音頭八上（やかみ）の切り音頭とも言える。狭山・長野の集落に分布。基本は八五調(七五調）の三行り

で一節を形成する。一行ことに、上中下の三部分に切れる特徴である。切れ目には「ア-チョイチョイ」とか｢ア-こりゃ・コリャ」

とか野囃しが入り、「サノセ-－ノヨイヤサッサェ」という。 

5-3. 八尾の流し 
数百年前、八尾地蔵で有名な常光寺の再建時の木遣り音頭が元と伝えられる。一と節が上と下の二句から成り、七五○

七五△七七○七五△の古風な音頭。古来、信仰団体の地蔵講が伝承し、戦後に「流し節正調河内音頭保存会」発足し

た。 

5-4. 丹南・錦部（にしごり）の切り音頭 
 起源は不明（南北朝頃よりと言うのは単なる伝説）で、丹南・錦部（にしごり）の集落に分布していた。近世より、きざみ口

調で一と節が七七／七七○七七／七七△の口説き音頭。昭和戦前に一時河内音頭となっていた。 

その他、大阪府中河内郡の村落に伝わるローカル音頭である伝承音頭は、次の通りである。六郷の流し、石川の流し、

平野・加美の九郎、大地・田島の半九郎、植松・跡部の半九郎、老原・八尾木の半九郎、恩智の半九郎、古市の半郎、ジ
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ャイナ節平音頭、丹北音頭、丹南節平音頭、ナーコレー畑音頭、エンヤ踊り、ナンエン、ヤンレー節、祭文音頭、念仏音頭、

安宿音頭、八上の切り音頭、畑音頭などがあげられるのは表 5-2 である。 
5-5. 六郷の流し：六郷音頭 
「六郷の流し」・「ユ－ホイ」ともいう。江戸時代。河内音頭の歌亀節が普及する以前である。旧中河内郡（東六郷村・西六

郷村）で、現東大阪市の東北部を中心とし、昔の若江郡・河内郡・渋川郡・茨田（まった）郡・譛良（さらら）郡等に分布。形

式は、七七〇七七△で、切の掛け声「ユ－ホェ-ホェ」、先述の交野節「ヨホホイホイ」と後述の半九郎「－へーへ」の中間的

初音がユーニクである。明治 30年代で、東大阪市加納周辺は「流し」と呼ばれた。八尾市萓振の竹田辰次郎氏が、最後の

音頭取りとなり現在は途絶えている。 

5-6. 半九朗音頭（平野・加美） 
「半九朗節」・「イヤへーへー」・「平野・加美の半九朗節」ともいう。平野と喜連（キレ）は、昔は、摂津国住吉郡で、・加美・

竹淵・四条の一部が河内に属した音頭である。江戸時代（1688-1704 年）、『半九朗節』の歌本が出版された。形式は、七

七〇七七△で一節である。0 のところで音頭取りが切りの掛け声「イヤヘ-ヘ-」を掛けると、踊り子は「ア－イヤコラセ-ドッコ

イセ-」と囃（はや）し、次に下の句が落ちたところ△で「ソラヤレコノ－セ－ノヨ－イヤセエ」と囃（はや）す。 

5-7. 半九朗音頭（大地・田島） 
内郡巽村大字大地と四条と東成郡生野村大字田島（現大阪市生野区巽と田島一部）に分布。七七調で異なる点は、一

節が上中下の三部に切れ、それぞれ「ソラヤレサノサエ」、「ア－イヤコラセ-ドッコイセ-」、「ソラヤレコノ－セ－ノヨ－イヤセ

エ」と囃（はや）す。形式は、三〇四七〇七七△である。 
5-8. 半九朗音頭（植松・跡部） 
「へーへー節」とも「植松音頭」と呼ばれる。旧龍華村の植松・渋川・太子堂・跡部など、大正村の北木の本、長吉村の六

反（ろくたん）の集落（現八尾市、JR 八尾駅や久宝寺駅付近とその南方地域）に分布。形式は、七七〇七七△型である。こ

こで、太子堂に、目の不自由な吉原茂雄氏が、植松の半九朗音頭や座敷音頭を農家の庭先で聴かせた。太平洋戦争後

に浪曲音頭が出現したのをマスターし、「若葉会」を結成し、活躍した。 

5-9. 老原・八尾木の半九郎 

老原音頭・半九郎音頭（老原・八尾木）ともいう。旧龍華村・旧志紀村・旧曙川（開け川）地方、現八尾市、JR 八尾駅より

東と南方向へ、また、JR 志紀駅周辺に分布。形式は、七七〇七七△型の「くどき音頭」である。ジャイナ節に類似している。

「ジャイナ」と言う間言（あいこと）が入る特徴である。老原には、山口石松の音頭の名手が居られた。 

5-10. 半九郎音頭（古市郡） 
古市郡の半九郎音頭ともいう。古市郡一円に分布。基本は七七〇七七△である。｢コイツァマタ」、「コ－レマ」、｢ジャイナ

ア」、「ソ－レエ」の間音が入る。下句の一行目の尻など｢ジャイナア」が入る。 

5-11. 恩智の音頭 
ナ-へ-へ-節。八尾市東部の山すそと恩智の中心地域と旧南高安村である。基本形式における一節の字数は、七七○

七七△の定型である。唄う場合は、多くの掛け声や間言（あいこと）が補われている。上の区の七七に続く「ナアへ-へ-」

の掛け声は、高い声で引っ張る特徴がある。 

5-12.エンヤ踊り 
エンヤ踊りの分布地域は、大和側と河内側である。河内側は、現柏原市本堂という信貴山南方の山上の集落である。大

和側は、本堂の北西隣りの平郡（へぐり）町南畑とのみに残っている特殊な音頭である。基本形式は、上の句七の内の下

が、下の句の頭にタブることになり、次は、コレワノドッコイという、長い間言が入る特徴がある。創始者は山田藤吉（とうきち）

である。 
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5-13. ナンエン（ナイエン）踊り 
柏原市東部の山里と雁多尾畑（かりんとばた）に定着していた。元は奈良県葛城郡集落の音頭である。基本は、七七調

の口説きを読む音頭で、七七が四行りで一節を形成。七七/七七/七七/七七の一節が、三部分に切れる。すなわち、三〇

四七〇七七/七七△型で、最初の 3 字で切れたとき、「ナ-ンヨ-ホイ」という。鈴木主水の冒頭節がある。 

5-14. ジャイナ節平音頭 
ジャイナ節平音頭は、八尾市南部から柏原市、藤井寺市にかけて分布する盆踊りである。基本は 77 調 2 行で 1 節にす

る「くどき音頭」である。それは「変わり節」を意識的に使用して、民謡と芸謡との中間的な志向である。伴奏の鳴りものは、

太鼓（河内地域）か鉦（かね：柏原地域）が愛用している。 

 

表 5-2.「河内の音頭」の特色 
 音頭名称 分布地域 発祥時代等 基本形式の型 
1 六郷の流し：六郷音頭 東大阪市の東北部、昔の若江、

河内・渋川、茨田、譛良郡 

江戸時代（1688-1704 年） 七七〇七七△ 

交野節と半九郎の中間 

2 半九朗音頭（平野・加美） 平野と喜連（キレ） 江戸時代（1688-1704 年） 七七〇七七△ 

3 半九朗音頭（大地・田島） 現大阪市生野区巽と田島一部  三〇四七〇七七△ 

4 半九朗音頭（植松・跡部） 現八尾市、JR 八尾駅や久宝寺

駅）の地域 

植松音頭ともいう。老原：

山口石松の音頭の名手 

 

5 半九郎音頭（古市郡） 昔の古市郡一円に  七七〇七七△ 

6 恩智の音頭 恩智の中心地域と旧南高安村 多くの掛け声や間言（あい

こと）が補 

七七○七七△ 

7 エンヤ踊り 現柏原市本堂という信貴山南

方の山上 

創始者は山田藤吉 上の句七の内の下、下の句の

頭にタブる。コレワノドッコイ 

8 ナンエン（ナイエン）踊り 柏原市東部の山里と雁多尾畑

（かりんとばた） 

「ナ-ンヨ-ホイ」という。鈴木

主水の冒頭節がある。 

三〇四七〇七七/七七△ 

9 ジャイナ節平音頭 八尾市南部から柏原市、藤井

寺市 

民謡と芸謡との中間。伴奏

は、太鼓（河内）か鉦。 

77 調 2 行で 1 節にする「くどき

音頭」 

10 丹北の平音頭 現平野区・東住吉区・住吉区南

部、松原市北部 

 七七○七七／七七△型の「くど

き」 

11 八上の切り音頭 堺市北東部、松原市西部、住

吉区南部 

一行ことに、上中下の三部

分に切れる特徴 

八五調(七五調）の三行りで一

節を形成 

12 丹南節平音頭 藤井寺・野中・野野上・伊賀・向

（むか）野・高鷲 

音頭の一節が、上中下の

三部分に分類 

七七調二行り、一節を形成する

音頭 

13 念仏音頭 西浦や蔵之内を中心行った「羽

曳野音頭」 

冒頭に掛け合いと前口上

の一節 

七七○七七△ 

14 安宿音頭「こまがた音頭」 羽曳野市の古市東から太子町

間、昔の安宿郡 

「こまがた」とは、駒ケ岳の

地名 

七七○七七△ 

15 石川の流し音頭 富田林や河南町と千早赤坂村 間音には、コレ、コラ、ドッ

コイが入る 

七七○七七△ 
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16 畑音頭・滝の畑音頭 河内長野市の南端 明治末期頃、後世は｢鈴木

主水」 

七七〇七七△。 

 
5-15. 丹北の平音頭 
現平野区・東住吉区・住吉区の南部、松原市の北部に分布。基本は、七七○七七／七七△型の「くどき」である。 

5-16. 八上の切り音頭 
八上（やかみ）の切り音頭は、切り音頭や三国の切り音頭とも呼ばれる。河内国八上郡、丹北郡西部、摂津国住吉郡南

部、和泉国大鳥郡東部に分布。これは、現在の堺市北東部、松原市西部、住吉区南部である。基本は八五調(七五調）の

三行りで一節を形成する。一行ことに、上中下の三部分に切れる特徴である。切れ目には「ア-チョイチョイ」とか｢ア-こりゃ・

コリャ」とか野囃しが入り、「サノセ-－ノヨイヤサッサェ」という。 

5-17. 丹南節平音頭 
藤井寺・野中・野野上・伊賀・向（むか）野・高鷲等に分布。基本は七七調二行りで一節を形成する音頭。音頭の一節が、

上中下の三部分に分類している。 

5-18. 念仏音頭 
西浦や蔵之内を中心行った「羽曳野音頭」である。基本は七七○七七△型である。冒頭に掛け合いと前口上の一節。随

分と淋しい旋律。河内では古い音頭の一つ。 

5-19. 安宿音頭 
安宿郡の音頭で、現在の音頭羽曳野市の古市東から太子町間に分布。「こまがた音頭」ともいう。「こまがた」とは、駒ケ

岳（あるいは谷］の地名である。基本は七七○七七△型である。 

5-20. 石川の流し音頭 
石川郡の音頭で、富田林や河南町と千早赤坂村に分布。基本は七七○七七△型である。間音には、コレ、コラ、ドッコイ

が入る。 

5-21.畑音頭・滝の畑音頭 
滝の畑音頭は、河内長野市の南端（河内国の最南端)に分布。ダム湖に水没しまうことになった「滝の畑村」で盆踊の音

頭である。基本は七七〇七七△。 

 

6．河内音頭の立ち方の姿勢と構成のモデル 

6-1.河内音頭と手技の比較研究 
 空手道の発祥地は中国である。14 世末に中国の拳法が琉球国（現：

沖縄県）に伝わった。空手道は、手の突きや足の蹴りを主体に、身体の

各部位を有効に使って身を防ぎ、相手を制する技を決めるものである。

空手道は、日本の伝統的な武道であるが、現在はスポーツとして親しま

れている。最近では外国人の愛好家も非常に増加している。 

空手とは、唐手とも呼ばれ中国から沖縄へ伝来して発達した拳法から

変化した武術である。武器をもたず、手足による突き・蹴り・受けの三方

法を基本とする。船越、喜屋武、摩文仁、宮城の各氏らは、慶応、早稲

田大学を始め多くの大学や組織でも空手普及につとめられた。 

  
図 6-1.上肢(手技)の背

側面 

図 6-2.上肢(手技)の骨

格(背側面) 
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本稿では、手技術の最重要な構造と特性と手組織の最重要な技を理解するために、手技法の基本を中心にした河内

音頭との関係や人体の上段・中段・下段に関する関係と考察した。音頭の維持と向上のためには、生命を維持する人体の

各部を理解することであり、鍛錬することであり、最も美しく、優雅に見せるかである。手組織の最重要な技を理解するため

に、拳部、貫手、手拳および腕部の写真と用語を理解することである。基本技法の修練に関する名称は、突き方、打ち方、

当て方があり、蹴り方にも分類が可能である。さらに、音頭の手技術の最重要な構造と特性を理解するために、図 6-1の右

手（背側面）の写真と図 6-2 の右手骨格（掌側面）の写真を掲載する。 

 
6-2.上肢(手技)の組織 
6-2-1.手の骨格(背側面)の用語解説 
①上腕骨（じょう わん こつ、Jyo Wan Kotsu、Humerus）とは、上腕にある円柱状の 

長管骨。上腕の骨頭は肩甲骨との間で肩関節をつくる。中央部は円柱状であるが上下の両端はふくらむ。下端には上腕

滑車と上腕骨小頭があり、前腕骨と関節をつくるので、柔軟な上腕骨を作るかである。 

②橈骨（ とう こつ、Tou Kotsu、Radius）とは、前腕の 2 骨の 1 つ、尺骨の外側にある細長い骨。尺骨と対をなす。上端

は肘関節の形成にあたるが、下端の方が太く、下端、手根骨との間に手首関節との間に手首の関節（橈骨手首関節）をつ

くることで、関節の運動によって美的感覚を向上する研究が肝要である。 

③尺骨（しゃく こつ、Shaku Kotsu、Ulna）とは、前腕の小指側にある長管骨で中央は三角柱状を示す。下端が細長く、

上端は肘頭となって突出した上腕骨との間で関節をつくる。長さを測る基準の名が生まれた。親指側の橈骨と対となす。 

④手根骨（しゅこん こつ、Shukon Kotsu、Carpal Bone）とは、手首にある骨で 8 個の短骨が 4 個で、2 列に配列し、靭

帯で固く連結されている。前腕骨と中手骨の間に位置する。有頭骨・舟状骨・小菱形骨の間に位置する骨。舟状骨と連結

している。 

⑤中手骨（ちゅうしゅ こつ、Chushu Kotsu、Metacarpal Bone）とは、手掌にある 5 本の長管骨でこれらに 5 列の指骨が

連がる。  

⑥指骨（し こつ、Shi Kotsu、Digital Phalanges）とは、中手骨に連結している末節骨・基節骨・中節骨の含めた指部分

の骨。 

⑦基節骨（きせつ こつ、Kisetsu Kotsu、Proximal Phalanx）とは、基節骨は、中手骨と中節骨の間にある骨をいう。拇

指では、中手骨と中節骨の間。  

⑧中節骨 （ちゅうせつ こつ、Chusetsu Kotsu、Middle Phalanx）とは、中節骨は、基節骨と末節骨の間にある骨。拇指

にはない。      

6-2-2.腕と手の解説 
①上腕（じょう わん、Jyo Wan、Upper Arm）とは、上腕の中軸にある長い腕。上端は内側上下に球状の上腕頭骨を出し

て、肩甲骨外側角との間に肩関節をつくり、下端は 2 つの関節面に分かれて尺骨および橈骨との間にある。  

②橈骨（とう こつ、Tou Kotsu、Radius）とは、前腕の 2 骨の 1 つ、尺骨の外側にある細長い骨。尺骨と対をなす。上端は

肘関節の形成にあたるが、下部の方が太く、下端、手根骨との間に手首関節との間に手首の関節（橈骨手首関節）をつく

る。 

③尺骨（ しゃく こつ、Shaku Kotsu、Ulna）とは、前腕の小指側にある細長い骨。親指側の橈骨と対となす。下部が細長

く、上部が太くて上腕骨との連結に主役を果たす。上段後面は突出して肘頭と呼ばれる。長さを測る基準の名が生まれた。 

④母指球（ぼし きゅう、Boshi Kyuu、Hypothenar Eminence）とは、西洋の手相学で言われる生命線の外側にあり、親

指に連結する舟状骨・小菱形骨・大菱形骨を含む部分。 
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⑤小指球 （しょうし きゅう、Shoshi Kyu、Hypothenar Eminence）とは、西洋の手相学で言われる健康・成功線の外側に

ある。小指に連結する有鉤骨・月状骨を含む部分。 

⑥指間球 （しかん きゅう、Shikan Kyu、Metacarpo Phalangeal Bulb）とは、東洋および西洋の手相学で言われる翼・

離・坤および金星帯という。有鉤骨・有頭骨・小菱形骨を含む部分。 

⑦指尖球 （しせん きゅう、Shisen Kyu、White Nail Bulb）とは、東洋の手相学で言われる親指(先祖)・人差し指(父)・中

指(母)・薬指(妻)・小(子)という。そして、中節骨を含む部分である。      

6-2-3.拳部(攻撃技と防御技)の用語解説 
①熊手（くまて、Kumate、Bear Hand）とは、 顔面状態の安定にするために行う目的である。手順は、①指を中間節から

広げること、②五本の指を曲げる、③親指と人差し指から小指までの内側を強く押し広げるようにした「半輪あるいは峰状」

拳の全面を使用する状態にすることである。(図 6-3) 

 

   
図 6-3.踊る時の熊手技術 図 6-4. 踊る時の平拳技術 図 6-5. 踊る時の鶏口拳技術 

 
②平拳（へいけん、Heiken、Flat Fist）とは、指先を指のつけ根につけてよりきれいに見せる技である。手順は、①手を広

げること、②親指以外の 4 本指を軽くそろえること、③親指は人差し指の側面に折り曲げながらしっかりと握ることである。

(図 6-4) 

③鶏口拳（けいこう けん、Keikou Ken）とは、手首を折り曲げ、拇指側の手の根もとを鶏口の状態のように突き出し、スナ

ップを利かせる目的である。手順は①手を広げること、②5 本の指を一点に合わせる、③鶏の口のような拳の形にすること

である。(図 6-5) 

 

   
図 6-6. 踊る時の四本貫手技術 図 6-7. 踊る時の手刀技術 図 6-8. 踊る時の背刀技術 

 
④四本貫手（ぬきて（よんほん）、Nukite(yonhon)、Spear Hand）とは、貫手(四本)とは四本貫手・親指以外の 4 本の指と

もいう。手順： ①手を広げること、②貫手(四本)の指をそのままにして、③親指の爪部分を軽く折り曲げること、④曲げた指

関節が伸ばした腕と直線状態にならないように注意する。中指と薬指の先端の長さがそろえるとより強力な武器の槍といえ



17 
 

る。(図 6-6) 

⑤手刀（しゅとう、Shutou、Knife Hand）とは、背刀の反対側で、小指側で当てるのが主目的である。そのためプロレスの

「空手チョップ」の技と同様な技であると言われる。手順： ①5 本の指をそろえて伸ばすこと、②親指の第一関節を折り曲げ

ること、③親指と人差し指とが平行状態にする。④小指の側を下にする状態である。(図 6-7)  

⑥背刀（はいとう、Haito、Ridge Hand）とは、手刀の反対側で、親指で当てるのが主目的である。手順： ①5 本の指をそ

ろえて伸ばすこと、②人さし指と親指の側のつけ根をそのままにして、③つけ根の状態は接近した状態である。親指の折り

曲げた関節は使用しない。横状態ある 4 本の指は、親指と平行状態の手のひらになるため同じように見える特徴がある。

(図 6-8) 

 
6-2.河内音頭と足技の比較研究 

下肢骨とは 下肢を構成する骨である。寛骨・大腿骨(だいたいこつ)・下腿骨・足骨から構成している。骨盤は大腿骨と脊

柱の間で体を支える、強固に一体化した一群の骨である。その骨は、 ① 仙骨、 ② 腸骨、 ③坐骨 ④恥骨、 ⑤恥骨結

合、 ⑥寛骨臼、 ⑦閉鎖孔、 ⑧尾骨 赤線は骨盤縁(分界線)を含む。骨盤は、左右 1 対の寛骨、仙骨、尾骨で構成され

る(図 6-9)。これらの骨はいずれも成長とともに癒合するため個数が変わる。ここでの仙骨は 5 個の仙椎が癒合して 1 個の

仙骨となる。尾骨は 3-6 個の尾椎が部分的にあるいは全面的に癒合して尾骨となる。骨を接続する仙骨は脊柱の下端の

骨ではない。下端は尾骨である。 坐骨･腸骨･恥骨の結合部が大腿骨との関節になっている。肩関節と同じく球関節で自

由度は 2 である 。下肢の骨格と筋力を強化するためにはX線写真（図 6-10）を参考にして精進することである。 
骨盤のゆがみには、左右のゆがみ（痛みのもと）と、前後のゆがみ（骨盤が開く）がある。骨盤は、三つの骨が仙腸関節と

いう蝶番のような接合部分で、数ミリほどしか動かないが、歩く・しゃがむ・足を上げるといった基本的な動作を支えている。

骨盤のゆがみとは、この関節が片寄ってずれ、そのまま固まることである。現代人は歩く、しゃがむといった機会が少ないの

で仙腸関節があまり動かない。だから周りの筋肉が硬直し最後には癒着してしまう。よく歩いていれば骨盤はゆがまない。

盆踊りの愛好者は、これらの筋肉を動かすため、骨盤がゆがみにくいと考えられる。 

骨盤の左右のゆがみは、X 線写真を見ると逆三角形に見え、体が横に傾く、ねじれるといった状態になる。これにより筋

肉が偏って緊張し、腰痛や肩こりになりやすい。「いつも右肩だけがこる」などが典型的なパターンである。骨盤の前後のゆ

がみは、X 線写真では中央の穴が横長に見え、腹筋や背筋が弱く、疲れやすい状態になる。冷えやむくみも多い。

http://www.ces55.com/kotuban-yugami.html 

 

 

 
 

図 6-9.下肢の骨格と筋力 図 6-10.骨盤の写真 図 6-11.足の骨格 
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足の骨は大きく「足根骨」「中足骨」「趾骨」3 つのブロックに分かれている。足根骨は固く密着しているが、中足骨、趾骨

はフレキシブルに動きやすくなっている。したがって、靴も足の構造と同様に固い部位は固く、動きやすい部分は動きやす

く足の動きを妨げないことがある。足の痛み の原因は、外傷による炎症の場合以外に、血栓が静脈や動脈に詰まり血流不

全を起こしている場合、また脊椎や腰痛、太もも、アキレス腱等の炎症や、何らかの原因で下肢の神経を圧迫している事も

足が痛い 原因となる。たこや魚の目は、足の裏や指などの、角質の盛り上がり、芯のようなものができる。これは、押すと痛

みがある。上手な踊りは足元からだと言える。（図 6-11） 
 
6-3.河内音頭と立ち方の比較研究 

自然体の立ち方とは、自然な筋肉の状態になった時の立ち方である。脚が膝を内部と外部へ強要することによって異な

った緊張状態に置かれる。緊張状態は筋肉の作用によって立ち方が異なる。脚がバランスの維持中の緊張支援で続きと

攻撃と逆襲に強さを加えられる。 

自然体とは、①身体に力を抜き、自然に立つ姿勢である。②特定の技術へ移動する準備の姿勢である。③下体の形態

による正確な技で、最大限の速度、力強くそして効果的な威力を発揮できるのに最適な形態である。④上体は床面に垂直

であり、そして敏感に動作できるように努力することで、関節は必要以上に力を入れないことである。⑤膝は変化に耐えるた

め弾力性をもたらすことである。⑥安定性は、足によって取り巻かれた面積に正比例している。例えば、前の立ち方が後ろ

の立ち方より安定している間、後ろの立ち方は猫足立ちにすることである。健全なる自然体を維持するためには、バランス

の取れた合理的な立ち方に研究することである。立ち方の組織モデルは、表 6-1 のように分類できる。 
 

表 6-1. 立ち方の組織モデル 
自然な立ち方 無意な立ち方 有意な立ち方 

基立ち 前屈立ち 結び立ち 

八字立ち 後屈立ち 三戦立ち 

不動立ち 騎馬立ち 半月立ち 

閉足立ち 騎馬開き立ち 猫足立ち 

平行立ち 半身後屈立ち 四股立ち 

 
  立ち方の基本モデルは、爪先が両足間の直線から約90°以上を外向きの立ち方、約90°を直角な立ち方、約90°以内を

約 90°以内、さらにその他の立ち方に分類できる(表 6-2） 。 

 
表 6-2. 立ち方の基本モデル 

立ち方の基本名 立ち方の名称 

外向きの立ち方(約 90°以上) 
基立ち 外八字立ち 前屈立ち 不動立ち 

猫足立ち レの字立ち 四股立ち  

直角な立ち方(約 90°) 結び立ち 閉足立ち 平行立ち 騎馬立ち 

内向きの立ち方(約 90°以内) 内八字立ち 三戦立ち 半月立ち 内歩進立ち 

その他の立ち方 
自然体 交差立ち 鶴足立ち 後屈立ち 

半身体勢 半身後屈立ち 入身体勢  
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①基立ち、 ②外八字立ち ③前屈立ち ④不動立ち ⑤猫足立ち 

図 6-12. 外向きの立ち方(約 90°以上) 

 

 
図 6-12①番：基立ちとは、外向きの立ち方(約 90°以上)の状態で、自然な立ち方である。足を軽く一歩踏み出す程度の間

隔で前後に開き、両ひざを軽く曲げて安定させ、左右は肩幅くらいに開く。 

図 6-12②番：外八字立ちとは、外向きの立ち方(約 90°以上)の状態で、自然な立ち方である。つま先だけを外側に開いた

立ち方で、足の絞めはないから自然体にする。両足の爪先を外側に開き、左足を一歩左横に開く状態にする。 

図 6-12③番：前屈立ちとは、外向きの立ち方(約 90°以上)の状態で、無意な立ち方である。後ろ足を曲げながら地面に付

かせ、前足に体重を乗せて前方に進むことである態勢である。 

図 6-12④番：不動立ちとは、外向きの立ち方(約 90°以上)の状態で、自然な立ち方である。足は肩幅で背筋を伸ばし、少

し肘を曲げ、対角線状に足を整列して構える状態である。 

図 6-12⑤番：猫足立ちとは、外向きの立ち方(約90°以上)の状態で、有意な立ち方である。足を前後に開き、前足の踵を浮

かせ、後足はつま先を外側に真横に向け、膝を少し曲げて立つ。前足は自由に出せる姿勢にしながら、後足に体重をかけ

る状態である。 

 

      

①結び立ち ②閉足立ち ③平行立ち 

図 6-13. 直角な立ち方(約 90°) 
 
図 6-13①番：結び立ちとは、直角な立ち方(約 90°)の状態で、有意な立ち方である。自然に直立した姿勢をとり、両足の踵

は微かに触れる位にして、足先は扇形に開く。 

図 6-13②番：閉足立ちとは、直角な立ち方(約 90°)の状態で、自然な立ち方である。自然に直立した状態で足の爪先を開

かず閉じて、踵も閉じた立ち方である。 

図6-13③番：平行立ちとは、直角な立ち方(約90°)の状態で、自然な立ち方である。両足の踵は肩の幅程度にして立つ状

態である。結び立ちの爪先を基点として両踵を開き、爪先をそのままにして踵を内側絞る。 

 



20 
 

      
①内八字立ち、自然な立ち方 ②三戦立ち、有意な立ち方 ③半月立ち、自然な立ち方 

図 7-14. 直角な立ち方(約 90°以内) 
 
図6-14①番：内八字立ちとは、直角な立ち方(約90°以内) の状態で、自然な立ち方である。下半身をリラックスした状態で、

安定した立ち方である。 足幅は肩幅の広さに開く。足幅とは、足の内側の広げ、足の絞めはない姿勢にする。 

図 6-14②番：三戦立ちとは、直角な立ち方(約 90°以内) の状態で、有意な立ち方である。膝には外に張る力が掛かる、そ

れを抑えるように内に締める。膝自体を張り出すのは無く、安定した姿勢を取ると勝手に張り出す。 

図 6-14③番：半月立ちとは、直角な立ち方(約 90°以内) の状態で、自然な立ち方である。爪先より踵の方を開き、両膝を

曲げ、尻を後ろに下腹を前に出し、腰を落とす。上体を真っ直ぐに、太股に力を入れて恰も馬に乗（騎）ったような姿勢で、

蹠（あしうら）の外側に力を入れる、強固な立ち方、重心は体の中心にする。それは外部より内部に向かって力を集中する

がごとき心持ちで踵を爪先の引きつける立ち方である。 

 

    

    
①自然体 ②交差立ち、無意な立ち方 ③鶴足立ち、無意な立ち方 ④後屈立ち無意な立ち方 

図 6-15. その他の立ち方 

 
図 6-15①番：自然体とは、両足をわずかに前後または左右に開き、無理のない形で立った姿。また、自然体は、身体に力

を抜き、自然に立つ姿勢である。膝は変化に耐えるため弾力性をもたらすことである。このことはバランスの取れた合理的

な立ち方における技術向上にある。それは、体重をしっかりと支え、下体の形態による正確な技である。その技は、最大限

の速度、力強くそして効果的な威力を発揮できるのに最適な形態である。上体は床面に垂直であり、そして敏感に動作で

きるように努力することである。関節は必要以上に力を入れないことである。八字立ちと同様な立ち方である。 

図 6-15②番：交差立ちとは、無意な立ち方である。前足の膝の裏に後ろ足の膝を付け、足を交差する・前足は前をまっす

ぐ向き、後ろ足の爪先は立てる立ち方である。  

図 6-15③番：鶴足立ちとは、無意な立ち方である。前足を半分前に出し踵を上げ、後ろ足を軽く曲げ、体重を支える。後足

に前足に 10 程度の比率で中心を置いて前足を自由に使用できるようにする。 
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図 6-15④番：後屈立ちとは、外向きの立ち方(約 90°以上)、よく前屈立ちと対称的に見られる立ち方である。自然体から、

心持ち体をひねって、相手に向かって半身に対するように足の位置を変え、姿勢を低くした形である。足はT字立ち方に類

似点が見られる。 

 

7.河内音頭の踊り方 

7-1. 河内音頭の踊り方 
  空手道の手と足の動作について類似点を考察する。手の動作について、肩の上方向・肩の並行・肩の下方向をそれぞ

れ上段・中段・下段といい、払うことがある。例として、① 両手を右下横へ流す、両手の平を下に向けて開く といった動作。

②右足を前に持ってくる、右足を前に出すといった動作がある。（図 7-1）。 

 

    

① ② ③ ④ 
右足を一歩右横に出して、両

手の掌を下に向け、右上に伸

ばす。 

左足を一歩左横に出して、両

手の掌を下に向け、左上に伸

ばす。 

①番と同じ動作をおこなう。 

 

左足を一歩前に出して、両手

を伏せて左下に流す。 

図 7-1.河内音頭の踊り方（その 1）  
 
図 7-1①番：手の部：右手は右へ上段と左手は右へやや上段払い、両手の掌を下に向ける。両手を揃えて手の平を下にし

て前に出す、 両手を右斜め上に持っていく、足の部：左足を前に出す、 右足を斜め前に出す。自然体から前・後屈立ち

（右足を一歩前に出す）。 
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図 7-1②番：手の部：右手は左へ上段と左手は右へやや上段払い、両手の掌を下に向ける、両手を揃えて手の平を下にし

て前に出す、両手を左斜め上に持っていく。足の部：右足を前に出す、左足を斜め前に出す、両足は外八字立ち（左足を

一歩左横に）にする。 

図 7-1③番：図①番と同じ動作を行う。手の部：右手は右へ上段と左手は右へやや上段払い、両手の掌を下に向ける。両

手を揃えて手の平を下にして前に出す、 両手を右斜め上に持っていく、足の部：左足を前に出す、 右足を斜め前に出す。

自然体から前・後屈立ち（右足を一歩前に出す）。 

図 7-1④番：手の部：右手は左へ下段と左手は右へやや下段払い、両手を伏せて左下に払う、両手を左下横へ流す。足の

部：左足を前に持ってくる、前屈立ち（左足を一歩前に出す）。 

 

    

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

右足を前に一歩出して、両手の

掌を下に向け、左・右に肩の高さ

に開く。 

左足を上げて、顔の右横

で、チョンチョンと二つ拍手

をする。 

上がっている左足を一歩前に

下ろして、両手の掌が向かい

合うように左上に伸ばす。 

①に戻り繰り返す。 

図 7-1.河内音頭の踊り方（その 2） 
 

図 7-1⑤番：手の部：右手は右へ中段と左手は右へ中段払い、足の部：前屈立ち（右足を一歩前に出す） 

図 7-1⑥番：手の部：手は顔の右手は中段と左手は中段へチョンチョンと二拍手、顔の右横で軽く 2 つ手をたたく、足の

部：左足を上げる、 猫足立ち（左足を上げる） 。 

図7-1⑦番：手の部：右手は上段へ曲げ伸ばすと左手は上段へ曲げ伸ばし、両手の掌が向わす。足の部：猫足立ち（左足

を下げる） 

図 7-1⑧番：①番に戻り繰り返す。 



23 
 

7-2. 江州音頭の踊り方 
江州音頭は滋賀県を中心に近畿地方各地で盆踊りに用いられる音頭で、「江州」とは近江国の別称である。棚音頭と座敷

音頭（敷座）の 2 種類がある。独立した舞台芸としても行われる口説き（クドキ）」と呼ばれる。江州音頭の踊り方は、図 7-2

のように表示することができる。（http://go-shu.biwako-visitors.jp/odo/index.html） 
 

    
櫓（やぐら）に向かって踊りだし

は、「え～皆様の」の「み」では

じまり、手を「ポン」っと打つ 

そのまま、右足を一歩斜前に出

すと同時に右手肩の高さ、左手

はかざす。 

右足は円周上に踏み変え、左

足を一歩出す。手は先ほどとは

逆に、左手肩の高さ、右手をか

ざす。 

左足を円の外側に践み変え、

体重をのせ、右足と踏み変え

る。手はまた先ほどとは逆に変

え、右手を斜下にかざす 

図 7-2.江州音頭の踊り方（その 1） 
 

図 7-2①番：右手と左手は胸元に和せる、両手の掌を「ポン」っと打つ。足は自然体の立ち方にする。 

図7-2②番：右手は中段と左手はやや上段払い両手の掌を下に向ける。右足は一歩前へ左足は後への前屈立ちにする。 

図 7-2③番：図 2 番の逆姿勢。右手は上段払いと左手は中段突き。右足は一歩後へ、左足は前への後屈立ちにする。 

図 7-2④番：右手は中段と左手は上段払い右足と踏み変え左足を円の外側に践み変え体重をのせる後前屈立ちにする。 
 

     

右足を進行方向にもっ

ていき、両手を前から後

ろに振り落とす。 

両手を振り落とすと同時

に左足をあげる。 

左足を下に降ろす時

に、両手を肩の高さに戻

す。 

両手を自然に戻し、右

足一歩前に次に左足を

一歩櫓側にもっていく。 

最後に櫓を正面の戻り、

手を「ポン」っとたたく。 

図 7-2.江州音頭の踊り方（その 2） 
 

図7-2⑤番：右手と左手の両手は前から後ろに下段払いする。右足は後方から進行方向に前進、後屈立ちから前進する。 

図 7-2⑥番：右手と左手の両手を下段払い（両手の掌を下に向ける）。右足は停止し、左足を上げる前屈立ちにする。 

図 7-2⑦番：右手と左手の両手を中段（肩の高さ）に戻します。右足と左足は、結び立ちにする。 

図 7-2⑧番：右手と左手の両手を自然に下す。右足を踏み付け左足のつま先を踏み一歩櫓側に添足（偏向）立ちにする。 



24 
 

図 7-2⑨番：右手と左手の両手を「ポン」と叩く。右足と左足を合わせながら平行にする並平行立ちにする。 
 

7-3. 河内音頭のまめかち基本 
現在の河内音頭では多種多様の踊りが踊られているが、初音家の音頭が広められていく上で「主に戦後、平野近辺以外

では」一番のネックは踊りであった。いきなり初音家の音頭をとれば踊りがつぶれてしまう、そこで音頭取りは江州音頭で歌い

始め、まめかちという踊りが踊られたら初音家の音頭に切り替えていった。「つい最近までは太三やんの音頭、まめかちの音

頭と呼ばれていた地域が多かった」（http://www.city.kashiwara.osaka.jp/jichisuishin/kawachi/） 

 

      
 

      

足は踊りの進行

方向 

①左足を後ろへ ② 左足を前へ ③右足を前へ ④右足を斜め後

ろへ引き、手拍子 

⑤左足を引いて揃え

る 

図 7-3. 河内音頭の「まめかち」基本（その 1） 
 

図 7-3①番：右手と左手は胸元に和せる、両手の掌を「ポン」と打つ。足の部：足は自然体の立ち方にする。 

図 7-3②番：右手は中段と左手はやや上段払い、両手の掌を下に向ける。足の部：右足は一歩前へ、左足は後への前屈

立ちにする。 

図 7-3③番：図 2 番の逆姿勢。右手は上段払いと左手は中段突き。足の部：右足は一歩後へ、左足は前への後屈立ちに

する。 

図 7-3④番：右足を斜め後ろへ引きながら右胸あたりで手拍子をチョン。右手は中段と左手は上段払い、足の部：右足と踏

み変え、左足を円の外側に踏み変え体重をのせる後前屈立ちにする。 

図 7-3⑤番：右手と左手は胸元に和せる、両手の掌を「ポン」と打つ。足の部：足は自然体の立ち方にする。 

図 7-3⑥番：右手は中段と左手はやや上段払い、両手の掌を下に向ける。足の部：右足は一歩前へ、左足は後への前屈

立ちにする。 

 

      
‽ 
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⑥左足を前へ ⑦右足を前へ ⑧左足を前右向きに ⑨右足を左足に揃

え手拍子 

⑩右足を前へ ⑪右足を引いて左

足に揃える前 

図 7-3. 河内音頭の「まめかち」基本（その 2） 
 

図 7-3⑦番：図 2 番の逆姿勢。右手は上段払いと左手は中段突き。足の部：右足は一歩後へ、左足は前への後屈立ちに

する。 

図 7-3⑧番：右手は中段と左手は上段払い、足の部：右足と踏み変え、左足を円の外側に践み変え体重をのせる後前屈

立ちにする。 

図 7-3⑨番：右足を左足に揃え手拍子をチョン。右手と左手は胸元に和せる、両手の掌を「ポン」っと打つ。足の部：足は

自然体の立ち方にする。 

図 7-3⑩番：右手は中段と左手はやや上段払い、両手の掌を下に向ける。足の部：右足は一歩前へ、左足は後への前屈

立ちにする。 

図7-3⑪番：足の部：図 2右足を引いて左足に揃える前へ、軽く足を踏みながら手拍子をチョンチョンチョン①に戻り繰り返

す。番の逆姿勢。右手は上段払いと左手は中段突き。右足は一歩後へ、左足は前への後屈立ちにする。 

注：踊りの進行方向は左、時計回り、両足を揃える、腕は軽く肘を曲げ歩き出す感じ。右手は中段と左手は上段払い、右足

と踏み変え、左足を円の外側に踏み変えながら体重をのせる後前屈立ちにする。 

 

8.おわりに 

 8-1.現在の河内音頭に収斂進化 
交野節、歌亀節、平野節と浪曲音頭の歴史と関係を次のように要約する。終戦直後に生まれた“浪曲音頭”から出発した

現代の河内音頭は、河内地方に江戸時代から伝わる“交野節”が源流と考えられる。この交野節を改良した“歌亀節”が明

治の中頃、中河内を経て大阪市内の演芸席に進出した。同時期に近江から流入した“八日市祭文音頭”と区別する意味で、

それぞれ河内音頭、江州音頭と呼び分けられるようになった。その後、大正年間に、大阪市平野の初音家太三郎らが、歌

亀節を改良した“平野節”を編み出した。戦後、初音家源氏丸がこれに浪曲の“あんがら節”のリズムを取り入れて改良を加

え、浪曲音頭が誕生、これがジャズやロック、ラテン音楽まで取り込んだバイタリティー溢れる現代の河内音頭へと発展して

いった。河内の音頭は、河内地方で生まれたそれぞれ個性を持った音頭 30 数個があり、それらが現在の河内音頭に収

斂・進化されていき北河内地方に伝承されたのである（表 8-1）。 

 
表 8-1. 現在の河内音頭に収斂進化の系統図 

音頭の元節 合流 本流 主流 
   江州音頭（加工） 

交野節（元節）  歌亀節 歌亀節（明治の中頃） 亀一節 現代の河内音頭 
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ジャイナ音頭   泉州音頭（江州と歌亀節） 

半九郎節  
植松ヤンレ‐節  
流し節  

 
ここでは、河内音頭の元節（通称：交野節、江戸時代から後期）、本来の河内音頭（別名：亀一流の交野節：歌亀節。河

内音頭の本筋ともいう）、先代の河内音頭(一名：平野節または平野音頭）および現代の河内音頭（旧称：浪曲音頭）につい

てhttp://www.jukujuku.gr.jp/active/contents/annual-activities/2001から参照した。一方、河内音頭の主流（ヨホホイ

ホイ）の変遷については、表 8-1 は、表 3-1 を要約している。 

近年、八尾出身の音頭とり河内家菊水丸が過去に、鉄砲光三郎に劣らない知名度を誇り、東京の錦糸町では盛大な河

内音頭の盆踊り大会が開催されているなど河内音頭の将来はバラ色と思われる一面もあるが、本場を自認する八尾河内

音頭パワーに陰りが見られると、あちこちで耳にするようになった。河内音頭の担い手は町内会や子供会といった地域であ

り、音頭を聴いたり踊ったりする民衆のエネルギーである。陰りが本当ならば、この地域エネルギーが低下しているということ

であり、高めていく対策を講じる必要がある。それには様々なものがあると思うが、ここでは紙面の関係で一つに絞って提案

したい。元来、まつりの主役は若者である。次々と若いエネルギーが注ぎ込まれることによって、まつりは華やぎ、引き継が

れていく。四大踊りまつりと言われる阿波おどり、おわら風の盆、郡上おどり、よさこいおどりは正に若者が主役である。一方、

八尾河内音頭の状況を見ると、ほとんどの盆踊り大会やイベントにおいて中高年の楽園と化している。中高年が精一杯楽

しめることは素晴らしい一面であるが、河内音頭の担い手である地域エネルギーをパワーアップするには何よりも子供や若

者の参加を格段に増やすことが必要である。そのためには、せめて次の二つ位は取り組みを望みたい。一つ目は音頭の

新しいネタの開発である。これまでのような、斬った、ハッタの任侠もの、知名度の低い偉人ものなどでは、子供や若者を引

き付けることはできない。若者も唄いたくなるようなドラマチックなネタが必要である。また、表 8-2～5 の内容を参照し、技術

の向上と、新しい踊りの発展を祈念する。 

 
8-2.現在の河内音頭の立ち方 
現在の河内音頭の立ち方は、表 8-2 立ち方について、表 8-3 立ち方の目的、表 8-4 河内音頭に関する自然体の研究、

および表 8-5 河内音頭の立ち方技術を実行する基礎研究の 4 つの表によって要約できる。 
 

表 8-2.立ち方について 

よりよい姿勢には、両足、両脚、胴、両腕および両手をよく制御

する条件が必要。 

垂直な姿勢にする身体の上部は、地面に垂直でない場所でも

必要である。 

重心がある程度低ければ、低いほど姿勢はより安定。 身体の上部姿勢は、地面と腰を垂直にすることである。 

正しい姿勢は. 着実な立ち方から生まれる。 何よりも強さと安定した姿勢から開始すべきである。 

最良の姿勢は、床に両方の足の底部をしっかり付ける。 互いの股を堅くねじることによって脚を強化する。 

トレーニングで安定性を心に留めなければならない。 バランスの取れた方法によって技術は速く・強いくなる。 

臍と肛門を接続線が、力と安定性にとって、可能な限り短いと

いう感じさせること。 

技術が強く実行される時に起こる反応を吸収するために、姿勢

は低くなければならない。 
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表 8-3.立ち方の目的 

基本的な立ち方は、強さと機敏さの強化。 自然な姿勢から始めること。 

用心深い弛緩の原理は同じであり続けること。 上部の身体を移動するためにある。 

形が最適になると、技術も最高の状態になる。 日常に役に立つ自然な姿勢であること。 

足の位置は自然な位置で、異なる形を研究。 膝はリラックスにすること。 

あらゆるスポーツでの最重要な要素である。 低い身体に、腰と脚を研究すること。 

膝を広げること、膝を接続して外へ側に拡張する線を想像。 堅さと安定を維持する濃縮度は、最小エネルギーに。 

 
表 8-4.河内音頭に関する自然体の研究 

緊張状態は、筋肉の作用によって立ち方が異なる。 自然な筋肉の状態になった時。 

安定性は、足によって取り巻かれた面積に正比例。 自然体は特定の技術へ移動する準備の姿勢。 

身体に力を抜き、自然に立つ姿勢を訓練すること。 正確な技は下体の鍛錬すること。 

膝は変化に耐えるため弾力性をもたらすこと。 最大限の速度、力強く効果的な威力を発揮できる。 

バランスの取れた合理的な立ち方に技術向上。 上体は床面に垂直、敏感に動作できるように努力する。 

蹴りのショックに耐えるため体重をしっかりと支える。 関節は必要以上に力を入れないこと。 

 
表 8-5.河内音頭の立ち方技術を実行する基礎研究 

1. 安定感が取れていること。 2. 腰を順調に回転できること。 

3. 速度は最大限に使うこと。 4.制御が容易に管理されるのを確認すること。 

5. 適切な筋肉が円満に働くのを確認すること。 6.膝と足指、ひざと爪先は、同じ方向を向く。 

 

8-3. 八尾の河内音頭の近未来は 
八尾が河内音頭の本場と言われる背景を、次の 5 つの項目に要約する。1.師匠格の音頭とりによって八尾本場河内音

頭連盟を結成した。2.公的百選イベントへの協力や自主公演など組織的な活動を行っている。3.「音頭とり」が個人的な交

流範囲を超えて地域的に組織化したことは音頭界の最初。4.「踊り手」は夏の楽しみだけでなく、企業や団体の踊りチーム

や踊りサークルに所属し活動する人達が、他の地域に比べて圧倒的に多い。5.河内音頭にかかる公的セクターの取り組

みも八尾は他の地域に比べ抜きん出ている。 

河内音頭の普及施策は、市役所内に全国発信室また商工会議所が市の中心市街地区に在る巨大商業施設の中に情

報発信基地を設置している。さらに河内音頭の研究は、市と文化振興事業団が河内音頭の研究書「河内音頭・いまむかし」

を発刊している。この研究書は、河内音頭研究の村井市郎氏によるものが多い。 

現在の河内音頭は、伴奏（音頭界ではサイドと呼ぶ）には太鼓、三味線の他、ギター、キーボードなど洋楽器も使用し、

よりダイナミックな音曲となるよう演出される。踊りはゆったりとした、流し（手踊り）とリズミカルなマメカチという二種類の振り

が基本であるが、近年は競うようにアレンジされ、様々な踊りが見られるようになっている。 

優れた郷土芸能を持っていることは、その地域に住む人達に誇りを与え、一体性を生み、大きな地域力を育むことにつ

ながる。八尾には、河内音頭という素晴らしい郷土芸能がある。しかし、現状では地域住民のふれあいの道具に過ぎないと

言える。本稿をまとめるにあたって、河内音頭の歴史にはそれ以上の潜在的な魅力があると確信している。行政や地域の

人々の磨き方一つによっては、より多くの人々を惹きつけ、地域の活力が生まれる大資源になることは間違いないだろう。 
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****************************************************************************************** 

第 35 回八尾河内音頭まつり（2012 年 09 月 02 日、場所：久宝寺緑地） 

※A.河内音頭グランプリ（会場を練り歩き 出演順の氏名） 
①日吉家 朝日丸、②西 ひとみ、③美好家 肇、④橘家 栄枝朗、⑤椿 秀水、⑥八常 正月、⑦初音家 豊若、⑧藤本 

春光、⑨鳴門家 寿美若、⑩大和家 石勝、⑪天龍 小若丸、⑫久乃家 あゆみ、⑬信貴 一若 

※B.河内音頭大盆踊り大会 （こども音頭大使や伝承音頭の披露、出演順の 9 人氏名 
①信貴 一若、②藤本 春光、③大和家 石勝、④八常 正月、⑤河内家 芳春、⑥鳴門家 寿美若、⑦美好家 肇、⑧天

龍 小若丸、⑨初音家 豊若 



30 
 

※C. 河内音頭連盟による音頭のリレ-でつなぐ河内音頭グランプリ（参加 45 団体一覧） 
※C-1 の団体：①竹渕子ども会、②八尾市ダンス協会（キッズ）、③パシオスポーツクラブ八尾・キッズチアリーダーSmiles、
④筝・舞子ども教室、⑤八尾市女性団体連合会、⑥大阪東信用金庫、⑦河内銀友会、⑧車イスで河内音頭を踊ろう会、⑨

かわち撫子会、⑩さかえ会、⑪八常後援会、⑫蓮の会の 12 団体である。 

※C-2 の団体：①高槻若竹会、②JA 大阪中河内八尾地区女性会、③きよちゃん会、④八尾福祉センター 舞民踊同好

会、⑤七起会、⑥河内音頭サークル美咲会、⑦河内音頭つくし会、⑧道明寺ひまわり会、⑨河内音頭友の会 若美会、⑩

流し節正調河内音頭保存会、⑪河内音頭サークル松美会、⑫太田ジャイナ音頭保存会、⑬春名会、⑭八尾中央ライオン

ズクラブ、⑮陸上自衛隊八尾駐屯地、⑯八尾市ダンス協会（大人）の 16 団体である。 

※C-3 の団体：①大阪府高齢者大学同窓会 東部、②レクオンドＫ3＆花組＆7 年参組、③阿波おとり連 すばる、④社会

福祉法人 竜華福祉会 ホーム太子堂、⑤河内雅会、⑥株式会社 ジェイコムウエストかわち局、⑦医療生協かわち野 八

尾クリニック、⑧大阪府高齢者大学同窓会 八尾、⑨シティカレッジ 河内音頭、⑩公益社団法人 八尾市シルバー人材

センター、⑪河内連、⑫読売新聞゛わいず倶楽部八尾交流会"，⑬八尾市役所職員連、⑭八尾市うぐはち教員連、⑮八尾

市立病院、⑯一般市民の 16 団体である。 

 

※D.河内音頭連盟による音頭のリレーでつなぐ伝承音頭の披露の記録写真（20 枚］ 
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東北がんばれ！　写真による活動報告

第７回初春公演、河内まつり家会芸能発表2013

主催：芸能倶楽部「河内まつり家会」・平成２５年２月２日・会場：JA大阪中河内農協会館

平成２４年文化の日/満１０周年で八尾市長表彰受賞

第１部：「初春(はつはる）、第２部：「絆(きずな）、第３部：「翔(しよう）

発足：平成13（2001）年、公演：２１９箇所（観客：約６万人）

 
 

    

    

    
 



日本語 50音順 50音順 用　語　解　説

1 安宿音頭
あすかおん
ど Asuka-Ondo

安宿音頭「こまがた音頭」ともいう。羽曳野市の古市東から太子町間、昔の安宿郡の音
頭である。「こまがた音頭」ともいう。「こまがた」とは、駒ケ岳の地名である。基本は七七
○七七△型である。

2
石川の流し
音頭

いしかわの
ながしおん
ど

Ishikawa-no-
Nagashi-

Ondo

石川の流し音頭。石川郡の音頭ともいう。富田林や河南町と千早赤坂村に分布した音
頭である。基本は七七○七七△型である。間音には、コレ、コラ、ドッコイが入る。

3 出雲音頭
いずもおん
ど Izumo-Ondo

島根県出雲市、①揃(そろ)た揃たよ　踊り子が揃たヨ、稲の出穂(でほ)より　なお揃た
『ヤンハトナー　ドッコイ　ヤンハトナー』、②今年ゃ豊年　穂(ほ)に穂が咲いてヨ道の小
草(こぐさ)も　米がなる、『ヤンハトナー　ドッコイ　ヤンハトナー』。 《ちょいとやりましょうか
ちょいとやるので 私がやろか》  囃し言葉をとって「ヤーハトナ」と呼ばれる口説形式の
盆踊り唄。米子市大崎出身の民謡歌手・黒田幸子(1930-1997)が、母親から故郷の「盆
踊り唄」を習い、これに手を加えて今日の節回しにまとめあげた。昭和３３(1958)年頃、
レコードに吹き込んだ際「出雲音頭」と命名。二代目は黒田の長女が継承している。荒
茅音頭→荒茅盆踊り（出雲市指定無形文化財）によると、「荒茅盆踊りは、江戸時代の
初期に出雲阿国が出雲大社地域に伝えた念仏踊りに由来。

4 伊勢音頭 いせおんど Ise-Ondo

三重県伊勢市、伊勢の地方に唄われる音頭類の総称。伊勢音頭とは、伊勢神宮参拝
の帰りに古市 (伊勢市)の遊郭へ上がった客らによって全国に広まった民謡。伊勢参り
は、信心目的ばかりでなく江戸期には古市の遊郭や観光そのものが旅の目的ともなっ
ていた。 「荷物にならない伊勢土産」とも言われ、伝えられた各地で作り替えられ普及し
た唄や踊りがある。主に祝い歌として歌われている事が多く、祭りなどの伝統行事、通
過儀礼の席で歌われる事が多い。

5
イヤへー
へー

い や へ ー
へー Iyahe-He- 半九朗音頭（平野・加美）参照。

6
植松・跡部
の半九郎

うえまつ・あ
とべのはん
くろう

Uematu・

Atobe-no-
Hankurou

半九郎音頭参照。

7 植松音頭
う え ま つ お
んど Uematu-Ondo 半九朗音頭（植松・跡部）参照。

8 歌亀節
うたがめぶ
し

Utagame-
Bushi

本来の河内音頭（別名：亀一流の交野節、歌亀節。河内音頭の本節とも言う）。明治
初年頃、茨田郡野口村の初代の歌亀（通称、芸名、本名：中脇久七）が交野節の取り
口に工夫。その定型を基調としつつもそれにこだわらず、どんな字余りや句余り等も自
在に読み込む変唱法。時には上と下に切れぬ一と節もある。 義太夫の丸本も使用し
て、座敷音頭用に開発。また盆踊りにも起用。

9 歌祭文
うたざいも
ん Utazaimon 三味線の伴奏を伴わない、手錫杖を振ったりしながら、唄うように読み行く語り芸で、江

戸中期に上方の盛り場で成行した。

10
エエンさて
は

ええんさて
は Eensatewa

Een sate wa。［接］（「扨は」「扠は」「偖は」とも書く）1 列挙した物事に追加するのに用い
る。さらにそのうえ。それ以外にも。「飲んだり食べたり、―タクシー代まで払わされた」2
前の発言を受けて、ある判断を導く語。

11 エンヤ踊り
えんやおど
り Enya-Odori

エンヤ踊りの分布地域は、大和側と河内側である。河内側は、現柏原市本堂という信貴
山南方の山上の集落である。大和側は、本堂の北西隣りの平郡（へぐり）町南畑とのみ
に残っている特殊な音頭である。基本形式は、上の句七の内の下が、下の句の頭にタ
ブることになり、次は、コレワノドッコイという、長い間言が入る特徴がある。創始者は山
田藤吉（とうきち）である。

12 老原音頭
おいはらお
んど Oihara-Ondo 半九郎音頭参照。

13
太田ジャイ
ナ音頭

おおたじゃ
いなおんど

Otajaina-
Ondo

八尾市南部から柏原市、藤井寺市にかけて分布する盆踊りで、八尾市内では太田地
区で伝承されている。宝永元年（1704年）、大和川の付け替え工事により流域の村々
は、水害からようやく逃れることができたが、それにより今度はかんばつの被害に見舞わ
れることとなった。そのため弓削村の庄屋であった西村市郎右衛門が大坂城内で打ち
首、一家断絶家財没収となった。その後、西村市郎右衛門を偲んで、農民が田植えを
しながら唄ったのが始まりだと言い伝えられている。

14
お気に召す
ようにゃ

おきにめす
ようにゃ

Okinimesuyo
unya

Oki ni mesu you nya。［連語］「気に入る」「好む」の尊敬語。「お客様の―・すかどうか」
「こちらのほうが―・しましたか」

15
お見かけ通
り

おみかけと
おり Omikaketoori Omikake doori。外から見たときの人、物の様子。

16 恩智音頭
おんぢおん
ど Ondi-Ondo

この音頭に詳しい伝承はないが、1000年ほど前に今より優雅な振りで踊っていたと言わ
れている。八尾東部の山沿いに分布していたと言われ、昭和初期までは、恩智から大
窪のあたりで音頭がとられていた。現在は10年ほど前に保存会が結成され、天王の森
の永楽地蔵前、その他夏祭りなどでも踊っている。

別表1.　河内の音頭に関する用語解説（Glossary Related to Kawachi-Ondo）



17 恩智の音頭
おんぢのお
んど Ondi-no-Ondo

ナ-へ-へ-節。八尾市東部の山すそと恩智の中心地域と旧南高安村である。基本形式
における一節の字数は、七七○七七△の定型である。唄う場合は、多くの掛け声や間
言（あいこと）が補われている。上の区の七七に続く「ナアへ-へ-」の掛け声は、高い声
で引っ張る特徴がある。

18
恩智の半九
郎

おんぢのは
んくろう

Ondi-no-
Hannkurou 半九郎音頭参照

19
音頭一席の
構成

おんどいち
せきのこう
せい

Ondo-
Ichiseki-no-

Kousei

 一応の原則：掛け合いまた序奏、前口上、枕、外題付け、本題、ばらし、結びの口上の
順に演じる。

20
音頭と節の
構造

おんどとぶ
しのこうぞう

Ondo-to-
Bushi-no-
Kouzou

歌詞の基本的標準的な一下り（一行）の字数は、七五調か七七調が唄い易い。ただし、
随所に字余り等を作って、口調の変化の面白味をも狙う。・ 一と節が原則的には、上の
句と下の句の二部分に切れ、その切れ目に《切り》の囃しを、一と節の終わりには《落と
し》の囃しを踊り子（囃し子）が入れる。切りの囃しを呼ぶ合図の掛け声がヨホホイホイ。
一と節を上と下に切らぬ事もある。

21 音頭取り おんどとり Ondo-Tori

行為としての音頭取りとは、 先導 ・ 指導 ・ 主導 ・ 陣頭指揮 ・ 音頭を取る ・ 先頭に立
つ ・ 陣頭に立って ・ タクトを振る場合である。 人としての音頭取りとは、 旗振り役 ・ ま
とめ役 ・ リーダー ・ 主唱者 ・世話役 ・ 中心人物の場合である。盆踊り音頭取りとは、
歌の音頭をとること。盆踊り歌の音頭をとること。多人数の先に立って物事をすること。
人の先に立って行うこと。唄い物と語り物の折哀芸能で、民謡域から大きくした芸謡で
ある。それには、可なりの修業が必要で高い評価を必要とする芸である。

22 音頭の特色
おんどのと
くしょく

Ondo-no-
Tokushoku

「歌い芸」と「語り芸」の中間芸（浪曲の親戚）。音頭とは、民謡用語では、多人数が一緒
に歌う場合、きっかけをつくるために歌うので音の頭という。音頭から後には踊れそうな
民謡には形式にかまわず音頭とよぶ。代表的なものは、沖場音頭（ソ―ラン節）、秋田
音頭秩父音頭、伊勢音頭、江洲音頭等である。

23 貝祭文
かいざいも
ん Kaizaimon

浪曲の祖先である語り物芸能で、手錫杖の一種である金錠という道具を、キンキンと振
り鳴らしたり、法螺貝をメガホン代わりに使って、デレンデロレン・・・などと口三味線を入
れたりしながら、長い語り物を節をつけたり、節をつけずに科白にしたりして語る芸能：
浪曲の祖先である語り物芸能で、手錫杖の一種である金錠という道具を、キンキンと振
り鳴らしたり、法螺貝をメガホン代わりに使って、デレンデロレン・・・などと口三味線を入
れたりしながら、長い語り物を節をつけたり、節をつけずに科白にしたりして語る芸能。

24 歌詞 かし Kashi 平仮名と漢字（と擬態語としての片仮名）を拾えば歌詞が得られる。

25 楽譜 がくふ Gakufu

厳密な五線譜には余り馴染みにくいところのある音頭の節の説明のために、新
たに簡易楽譜を案出してみた。●は手拍子を打つしるし。○は手拍子を開くし
るし。したがって、●から次の●の手前までが一拍。つまり、●○●、●○、
●○●○●、等。音階は、dド、rレ、mミ、fファ、fファの半音上がり、sソ、
lラ、ｃシ、d’一つ上のド、r’一つ上のレ、ｃ、一つ下のシ、1、一一つ下の
ラ等。

26 交野節 かたのぶし
Kata-no-

Bushi

河内音頭の元節（通称：交野節）。起源は定かでないが、江戸時代から後期に移る頃
か？！原則として定型詩：七七○七五サ七五△の旋律の反復。（サはコラとも）一と節
が上の句七七と下の句七五七五の二部分に切れ、切れ目に音頭取りはヨホホイホイと
掛け声を、続いて踊り子がアーヤレコラセーードッコイセエと《切りの囃し》を入れる。次
いで下の句が唄われ、一と節終れれば踊り子はソラヨイトコサノサーヨイヤサッサーなど
と《落としの囃し》を入れる。毎一と節の、上の句はアェの発声で出し、下の句はサェの
発声で出す。歌詩は、叙情詩的な《流し》叙事詩的な《口説き》がある。

27 川崎音頭
かわさきお
んど

Kawasaki-
Ondo 伊勢音頭。伊勢古市(ふるいち)に近い川崎から起こった。

28 河内 かわち Kawachi
大和（奈良）から見て、淀川の内側、つまり河の内ということで名付けられ
た、大阪府東南部の旧国名。７６９年に由義宮が置かれ、一時、奈良京に対し
て西の京とよばれたこともある。南部を除いては土地がよく肥えており、戦
後、急速に近代化されるまで一大農村地帯であった。

29
河内音頭の
発祥地

かわちおん
どのはっ
しょうち

Kawachi-
Ondo-no-

Hasshouchi

中国から東南アジアに銅鼓を儀式に使う人は、八尾は打楽器の伴奏でかに祭り
を歌い上げる「河内音頭＝戯(ざ)れ歌（批判歌謡）」の発祥の地である。技術
が集団の秘伝文明だった当時の時代を考えると、中国のヤオ人と八尾人とは同
じ文化集団であると解かる。銅鐸を代表的文化遺産として残したのは中国から
の移住者・ヤオ人だと断定できるのである。銅鐸と河内音頭を残した歌のうま
い人々ヤオ（謡・揺＝八尾）人。「ヤオ人と銅鼓の儀式」は、今にも［河内音
頭］が聞こえてきそうな光景。しかし場所は中国・広西省である。銅鼓を叩く
ヤオ人」。中国四川省の少数民ヤオ人の祭り風俗だが、大阪の八尾市にもよく
似た「河内音頭」が残っている。http://blogs.yahoo.co.jp/

30
改良節河
内音頭

かいりょうふ
しかわちお
んど

Kairyoufushi-
Kawachi-

Ondo

明治26年、旧南河内郡赤坂村大字水分(すいぶん)で起こった。『河内１０人斬り」や「水
分騒動」杜呼ばれる大事件とは、色と欲とのもつから、二人の男が男女１０人を殺す事
件である。富田林の初代岩井梅吉が、江州音頭より祭文節と役節を取り除き平節ばかり
をアレンジして改作。更に昭和初期頃再び整理改良。改良節は、河内長野市の岩井
会および楠扇会（なんせんかい）の音頭取りによって活躍している。



31
河内音頭
（現代）

かわちおん
ど

Kawachi-
Ondo

歌い物であると同時に語り物である河内音頭は、大阪府下北～中河内地域を発
祥とする伝統的な河内音頭をアレンジさせた、近代・現代河内音頭をいう。大
阪では河内地域以外でも盛んに盆踊りなどで踊られ、その曲目は全国的に愛聴
されている。いわゆる『民謡』か、本来唄い物と語り物の折衷芸能（詠み物)
で、民謡と浪曲の中間芸能。特定の歌詞と言うものはなく何を詠むのも自由。
節も決まっているようで決まっていない。決まっているのは基本リズムと囃し
くらい。

32
河内音頭と
節の構造

かわちおん
どとふしの
こうぞう

Kawachi-
Ondo-to-
Fushi-no-
Kouzou

歌詞の基本的標準的な一下り（一行）の字数は、七五調か七七調が唄い易い。
ただし、随所に字余り等を作って、口調の変化の面白味をも狙う。一と節が原
則的には、上の句と下の句の二部分に切れ、その切れ目に《切り》の囃しを、
一と節の終わりには《落とし》の囃しを踊り子（囃し子）が入れる。切りの囃
しを呼ぶ合図の掛け声がヨホホイホイ。一と節を上と下に切らぬ事もある。

33
河内音頭の
一席

かわちおん
どのいっせ
き

Kawachi-
Ondo-no-

Isseki

河内音頭の節にのせて物の語りを最初から最後まで約20分も歌うこと。形体の
構成は、①イントロ、②前口上、③枕、④外題(げだい)付け、⑤本題、⑥ばら
し、⑦結び口上の順である。一席（一節の集合体）は前口上（挨拶）～枕～本
題～後口上。歌詞の一下り（1行）が七五調か七七調で複数行、上の句と下の
句に分かれる

34
河内音頭の
踊り方

かわちおん
ど の お ど り
かた

Kawachi-
Ondo-no-
Odorikata

流し・マメカチ（基本形）～＋大阪踊り、新河内、缶蹴りが含まれる。おどり方. 1 右足を
一歩右横に出 して、両手の掌を下に 向け、右上に伸ばす。 右足を一歩前に出すと
同時に、両手をもう一度 左の方から右上に伸ば す。 2 左足を一歩左横に出し て、両
手の掌を下に向 け、左上に伸ばす。

35
河内音頭の
楽譜

かわちおん
どのがくふ

Kawachi-
Ondo-no-
Gakufu

楽譜が無いのも特徴の一つである。語りたいもの､唄いたい歌詞を楽曲の自由
なアレンジにのせて聞かせます。浪曲、演歌､民謡、洋楽等の味付けにより、
野性味、郷愁、義理人情、絆、情熱、自由翻弄二歌い語る。

36
河内音頭の
元節

かわちおん
どのもとぶ
し

Kawachi-no-
Shosetsu-
Ondo-no-

交野(かたの)節参照。

37
河内音頭の
諸説

かわちおん
どのしょせ
つ

Kawachi-
Ondo-no-
Shosetsu

①河内の英雄である楠正成の長子・正行が１３４８年、四条畷の合戦で自害したのを、
家来の和田賢秀が手厚く葬って念仏踊りにした。②１３８５年、八尾市の常光寺が建立
された際の木遣唄である。③河内の農民を水害で苦しめていた大和川の工事が１７０５
五年に完成し、豊作を祈った祝い唄。④河内音頭は「江州八日市祭文音頭」とよばれ、
江州音頭の亜流説である。盆踊りは、庶民の娯楽の対象になった時期は、江戸時代中
期で、定着したのは約２００年前であると推定できる。

38
河内音頭の
流れ

かわちおん
どのながれ

Kawachi-
Ondo-no-
Nagare

河内には、その昔121の村々があり、盆踊りの季節になると、村がよそと一味
ちがった音頭を競いになる。それが交野節、歌亀節、切り音頭、平音頭、半黒
節、流し音頭、六郷音頭、ヤンレ―節、梅吉節などだが、部分的な改良を加え
ながら伝承され、また消滅の運命をたどってもいる。これらの音頭を、伝承河
内音頭とよび、正調○○節保存会というグル―プが、昔ながらの節を守り、現
在もその地区の盆踊りの櫓で披露している。その伝承河内音頭の中で魅力的
だったといえる２代目歌亀節をベ―スに、浪曲的な要素を加わえ、大正３年ご
ろ初音家太三郎が発表したのが初音節である。この初音節以降は浪曲河内音頭
ともよばれていた音頭を、伝承河内音頭に対して、現代河内音頭と区分してい
る。

39
河内音頭の
一節

かわちおん
どのひとふ
し

Kawachi-
Ondo-no-
Hitofushi

一節は、上の句と下の句に切れ、音頭取りによる「ヨ～ホイホイ」という掛け
声に続いてお囃し子の「ア－ア－いやこらせ-ドッコイセｰ｣が切れ目になるの
が標準である。

40
河内音頭の
節付け

かわちおん
どのふしつ
け

Kawachi-
Ondo-no-

Fushi-Tsuke

単調な定型の無駄な反復を避け、各所の文句に叶った節を用いるように配慮。
下の句の長い歌詞の中では、良い節、聞かせる節の間は、継ぎ節、捨て節でつ
なぎ、良い節の効果を高める工夫もし、変化に富む節付けを凝らす。節の付か
ない科白（せりふ、啖呵ともいう）が入ることも。要するに何でも有り。聞か
せるための舞台音頭と盆踊り用の櫓音頭（座敷音頭と踊り音頭）がある。節付
けの工夫のしどころが、音頭の聞きどころ、楽しみどころである。

41
河内音頭の
方向

かわちおん
どのほうこう

Kawachi-
Ondo-no-

Hokou
主流あって正調無し。

42
河内音頭の
本場

かわちおん
どのほんば

Kawachi-
Ondo-no-
Homba

「一番多い土着音頭の数」と「一番古い土着音頭」と「一番大きいエネルギー」

43
河内音頭の
歴史

かわちおん
どのれきし

Kawachi-
Ondo-no-
Rekishi

八尾で河内音頭といえば思い浮かぶのが、常光寺の境内で行なわれる地蔵盆踊りの
音頭である。“八尾の流し”と呼ばれるこの音頭は、ゆったりしたテンポで素朴な味があ
り、室町時代初期の同寺再建の折り、都から材木を運んだときの“木遣り音頭”が元歌
だと伝えられている。 一方、終戦直後に生まれた“浪曲音頭”から出発した現代の河内
音頭は、村井市郎氏によると、北河内地方に江戸時代から伝わる“交野節”が源流のよ
う。この交野節を改良した“歌亀節”が明治の中頃、中河内を経て大阪市内の演芸席に
進出すると、同時期に近江から流入した“八日市祭文音頭”と区別する意味で、河内音
頭と江州音頭に呼び分けた。



43
河内音頭の
歴史

かわちおん
どのれきし

Kawachi-
Ondo-no-
Rekishi

、 年 、 初音家 、 節 節
編み出した。戦後、初音家源氏丸が、これに浪曲の“あんがら節”のリズムを取り入れ改
良を加え、浪曲音頭が誕生した。これがジャズやロック、ラテン音楽まで取り込んだバイ
タリティー溢れる現代の河内音頭へと発展している。 古い歴史を誇る常光寺の盆踊り
音頭は、“流し節正調河内音頭”と称され、保存会の人々の熱意と努力により、次世代
への保存・継承している。
http://web-lib.city.yao.osaka.jp/yao/

44
河内人気
質

かわちにん
きしつ

Kawachi-
Ninkishitsu

河内人気質 今東光の小説世界では、えげつなく、色と金に目のない欲深い人間の集
まりのように描かれているが、かなり誇張されており、河内人の気質が歪曲して伝わって
いる面がある。確かに感情の振幅の巾が大きく、エネルギッシュで、表現力がゆたかな
ので、誤解されがちだが、その実、愛情がこまやかで深く、現代の日本人が失いつつあ
る純粋なるやさしさをもちあわせている。そうした土地柄ゆえに、河内音頭が生まれ、
育ってきたわけである。

45 河内の音頭
かわちのお
んど

Kawachi-no-
Ondo

前記の河内音頭や江州音頭をも含み、河内生まれ河内育ちの音頭も、他地域か
ら流入して河内で土着化した音頭も、河内でその音頭の音頭取りという者が何
人も存在した音頭を呼ぶことにしている。

46
河内家
菊水丸

かわちやき
くすいまる

Kawachiya-
Kikusuimaru

1.本名は岸本 起由、1963年生は、日本のタレント、伝統河内音頭継承者、音
頭取り。
2.元新聞詠み（しんもんよみ）河内音頭家元。大阪府八尾市出身。父は河内音
頭の師匠河内家菊水、母はピアノ講師。
3.1984年、新しい流派『新聞詠み』を興し、以来大阪を拠点に歌う。エレキギ
ター、シンセサイザーなどを用いて、「グリコ・森永大事件」、「豊田商事事
件」、「リクルート事件」、「阪神タイガース優勝物語」、「ワイは横山
じゃ!」、「喜劇王・藤山寛美一代記」「アントニオ猪木一代記」「美空ひば
り一代記」など、世相・事件を題材にした曲を発表。
4.1990年代前半は海外でのライブも多く、ソ連、エジプト、ギリシャ、イタリ
ア、フランス、イギリスのテレビ局では特集が組まれ、それを見たBBCからも
出演依頼が来た。

46
河内家
菊水丸

かわちやき
くすいまる

Kawachiya-
Kikusuimaru

5.音楽番組「イースタン・ヒット」に出演。現在、河内音頭といって、誰もが思い浮かべる
のが、河内家菊水丸である。
6.各地の盆踊り大会でも菊水丸がゲスト出演した櫓には多くの観衆が集まり彼の出番
が終ると潮が引くように客が帰るというシ―ンをよく見かけた。
7.次から次へと新聞詠みや古典を発表し、エネルギッシュな活動を展開しつづけ、河内
音頭と自己とを強烈にアピ―ルする姿勢は、驚嘆に値する。
8.その存在感からして、いまの河内家菊水丸は、上方芸能界を代表する一人といって
も差し支えあるまい。

47
河内家　芳
春

かわちや
よしはる

Kawachiya-
Yoshiharu

幼少の頃より、河内家元祖千代鶴（ちよつる）に江州音頭、河内やんれ節を習う。１５歳
で初櫓、４２歳の時、宗家３代目、河内家芳春を襲名。昭和５８年６月、京都国際会議場
にて、世界歯科医師会主催の国際盆踊り大会に、常陸宮様ご臨席のみぎり、江州音頭
出演。平成１２年、なにわ伝統芸能達人知事賞を受賞。得意とする音頭、江州音頭、旧
河内音頭・やんれ節。近年、江州音頭に大切な、錫杖の政策に成功。音頭とり。

48
河内やれん
節

かわちやれ
んぶし

Kawachi-
Yaren-Bushi やれん節参照。

49
切り音頭(狭
山・長野)

きりおんど
（さやま・な
がの）

Kiri-Ondo
（sayama・

nagano）

狭山・長野の切り音頭ともいう。南北朝時代の楠公氏が発案の伝説。河内長野市、大
阪狭山市と富田林市の３市に分布している音頭。基本は七七調が四行り半（七字が９
行）の音頭で、コリャトチョイトとかコイツァ等の間音(あいこと)を含むキザミ口調である。

50
切り音頭
（丹南・錦
部）

きりおんど
（たんなん・
にしごり）

Kiri-Ondo
（tannan・

nishigori）

丹南・錦部（にしごり）の切り音頭ともいう。起源不明（南北朝頃よりと言うのは単なる伝
説）。多分近世より、きざみ口調で一と節が基本型として、七七／七七○七七／七七△
の口説き音頭。昭和戦前に一時河内音頭へ。

51
切り音頭
（八上）

きりおんど
（やかみ）

Kiri-Ondo
(yakami)

八上（やかみ）の切り音頭ともいう。切り音頭や三国の切り音頭とも言える。昔の河内国
八上郡、丹北郡西部、摂津国住吉郡南部、和泉国大鳥郡東部に分布していた。現在、
堺市北東部、松原市西部、住吉区南部である。基本は八五調(七五調）の三行りで一
節を形成する。一行ことに、上中下の三部分に切れる特徴である。切れ目には「ア-チョ
イチョイ」とか｢ア-こりゃ・コリャ」とか野囃しが入り、「サノセ-－ノヨイヤサッサェ」という。

52 京山　幸枝
きょうやまこ
うし

Kyoyama-
Koshi 名浪曲師で音頭取り。

53 敬称 けいしょう Keisyou 人名には、本名の場合は氏をつけたが、芸名はすべて敬称を省略した。

54 芸の演題
げいのえん
だい Gei-no-Endai 外題としては、事件、任侠、偉人、人情＝約40本。

55 芸の特徴
げいのとく
ちょう

Gei-no-
Tokuchou

上の句の終わりに「ヨーホーホイホイ」をつける囃子。下の句の終わり「ソーラーヨイトコ
サッサノヨイヤサッサー」。

56
現代の河内
音頭

げんだいの
かわちおん
ど

Genndai-no-
Kawachi-

Ondo
浪曲音頭を参照。



57
江州音頭 ごうしゅうお

んど
Gousyuu-

Ondo

本節と称される滋賀県の「八日市節」とは別に、発祥地の伊賀や近江、大和等にも伝存
していない「しがらき節」系で、大阪特に中河内に伝存し。六郷の流し、石川の流し、平
野・加美の九郎、大地・田島の半九郎、植松・跡部の半九郎、老原・八尾木の半九郎、
恩智の半九郎、古市の半郎、ジャイナ節平音頭、丹北音頭、丹南節平音頭、ナーコ
レー畑音頭、エンヤ踊り、ナンエン、ヤンレー節、祭文音頭、念仏音頭、安宿音頭、八
上の切り音頭、畑音頭。

58 このばの このばの Ko-no-Ba-no ko-no- ba -no　この場の。

59
こまがた音
頭

こまがたお
んど

Komagata-
ondo 安宿音頭を参照。

60 祭文踊り
さいもんお
どり Saimon-Odori 江戸中期の歌祭文の流れをくむ。大和古来の盆踊りで、七七調または七五調４行(とき

と記５行）で一筋を形成する。

61
祭文音頭

さいもんお
んど Saimon-Ondo

大和古来、江戸中期の歌祭文の流れで山城や丹波の盆踊りである。基本は、七七調ま
たは七五調3行で一筋を形成する。祭文踊りの進化である。山伏や丹波の古来の盆踊
りで、七七調または七五調4行（時々５行）で一節を形成する。次の、祭文踊りの進化し
たもの。

62 祭文節
さいもんぶ
し Saimon-Bushi 貝祭文から取り入れた節および「貝」。

63 さくら音頭 さくらおんど Sakura-Ondo さくら音頭は、1934年（昭和9年）発売の日本の流行歌、および同作を主題歌とした4社
競作による同年の日本の映画である。

64 桜川　末子
さくらがわ
すえこ

Sakuragawa-
Sueko

昭和期に活躍した音曲漫才コンビ（1954年～ 1974年）。恰幅の良い末子が男勝りの
気っ風と節回しで聞かせる江州音頭と、痩躯の千代八が甲高い声で細棹を弾き語る座
敷唄の数々、締めには定番の数え歌でウケを取った。18番に野球の数え歌がある。
1954年にベテラン同士で結成。高齢を理由に1974年10月に新世界新花月にて引退興
行[1]するまで、上方芸界の大看板に20年間君臨し続けた。尚テレビなどで古典万歳の
三曲万歳が披露されるとよく出演していた。

65 桜川　大龍
さくらがわだ
いりゅ

Sakuragawa-
Dairyu

本名：西沢寅吉、文化6年（1809年） - 明治23年（1890年）は江州音頭の宗家。本来の
表記は「櫻川大龍」である。

66 桜川　唯丸
さくらがわた
だまる

Sakuragawa-
Tadamaru

桜川唯丸（1938年）は、日本の江州音頭取り、歌手、詩人。大阪府寝屋川、郷土芸術
江州音頭桜川唯丸会 結成10周年記念納涼盆踊り大会』を中村とうよう、平岡正明、朝
倉喬司らが後援者に名を連ねて開催する。

67 桜　津多子 さくらつたこ
Sakuratsu-

Tako

桜津多子・桜山梅夫は、大正・昭和期に活躍した日本の漫才師。元々トリオや戎橋松
竹では津多子は夫の都義雄（旧名：都陽志夫）とコンビを組、梅夫は玉子家源丸等と組
んでいた、後に二人で組む。二人とも江州音頭の出身。津多子の音頭とりで鳴らした民
謡。梅夫の櫓太鼓の曲弾き（三味線で櫓太鼓の音を出す）や、琴の曲弾き（三味線を寝
かせて弾き琴の音を出す）、最後に聴かせる民謡など異色の音曲(民謡)漫才師。梅夫
の櫓太鼓の曲弾きの最中、津多子は舞台をウロウロするのが恒例。

68 桜山　梅夫
さくらやまう
めお

Sakurayama-
Umeo 桜津多子と同様。

69 座敷音頭
ざしきおん
ど Zashiki-Ondo

江州音頭の音頭取りとは歌い手のことを指す。 江州音頭には「屋台音頭（宴会の席で
口演する音頭）」と「座敷音頭（宴会の席で口演する音頭）」がある。 「屋台音頭」は、盂
蘭（うら）盆を中心に6月～10月ぐらいまで野外で行われます。

70
サノヨイヤ
サンサ

さのよいや
さんさ

Sa-no-yoiya-
sannsa sa -no- yoiya sansa!。

71
狭山・長野
の切り音頭

さやまなが
ののきりお
んど

Sayama-
Nagano-no-
Kiri-Ondo

切り音頭参照。

72 信貴　一若
しぎ　かず
わか

Shigi-
Kazuwaka

昭和２２年、八尾市北山本町（現　上之島町）に生まれ、福万寺町南に現住。子供の頃
から盆踊りが好きで、あちこちの踊り場でよく朝まで踊り、そのうちに河内音頭に憧れ、１
６歳の時に梅乃家正春師に出会い、入門しました。後に梅乃家吉春の芸名で修行し、
四天王寺会館で初舞台を踏みました。同師の梅乃家会解散後は修行のため、先代の
美好家肇師に入門し、十年後の平成３年に、三好家美津次氏や三好家宏若氏と共に
信貴会を発足しました。十八番は、「江戸の小桜千太郎」「仲乗り新三」「番場の忠太
郎」等です。 （八尾本場河内音頭連盟　副会長・音頭とり）



73
ジャイナ音
頭

じゃいなお
んど Jaina-Ｏｎｄｏ

ジャイナ節平音頭ともいう。八尾市南部から柏原市、藤井寺市にかけて分布する盆踊り
である。基本は７７調２行で１節にする「くどき音頭」である。それは「変わり節」を意識的
に使用して、民謡と芸謡との中間的な志向である。伴奏の鳴りものは、太鼓（河内地域）
か鉦（かね：柏原地域）が愛用している。

74
ジャイナ節
平音頭

じゃいなぶ
しひらおん
ど

Jaina-Bushi-
Hira-Ondo ジャイナ音頭参照。

75 若輩で
じゃくはい
で Jakuhaide jakuhai de。

76
松鶴家　千
代八

しょかくやち
よはち

Syokakuya-
Chiyohachi

昭和期に活躍した音曲漫才コンビ（1954年～ 1974年）。恰幅の良い末子が男勝りの
気っ風と節回しで聞かせる江州音頭と、痩躯の千代八が甲高い声で細棹を弾き語る座
敷唄の数々、締めには定番の数え歌でウケを取った。十八番に野球の数え歌がある。
1954年にベテラン同士で結成。高齢を理由に1974年10月に新世界新花月にて引退興
行[1]するまで、上方芸界の大看板に20年間君臨し続けた。尚テレビなどで古典万歳の
三曲万歳が披露されるとよく出演していた。

77 泉州音頭
せんしゅう
おんど Sensyu-Ondo

和泉国の泉州（堺市南部）の音頭。一種類に音頭ではなく、泉州音頭・泉州江州・改良
節二口音頭等の総称で、加工音頭とも言える。泉州音頭は南河内の楠扇会員によって
活躍していた。元は南河内の石川節と呼ばれ、河内長野の天野山を越えて､泉州横山
谷に広がった。昭和１０年頃には、国分の初代花沢若丸が２枚のレコ－トである「新和
泉音頭と軍事美談渡辺抵蔵」を制作。その後、泉州地方と南河内の普及した。基本
は、七五調の行までもが７５７５調（７５二口）に変えた音頭である。ゆえに、「改良節」ま
たは「二口音頭」と呼ばれた。

78
先代の河内
音頭

せんだいの
かわちおん
ど

Sendai-no-
Kawachi-

Ondo
平野節を参照。

79
ソリャヨイ
ドッコイサ

そりゃよい
どっこいさ

Sorya-yoi-
dok-koisa Sorya yoi dokkoisa。

80 滝の畑音頭
たけのはた
けおんど

Take-no-
Hatake-Ondo 畑音頭参照。

81
橘家　栄枝
朗

たちばなや
えいしろう

Tachibanaya-
Eishirou

大阪府中河内郡加美村、現在は大阪市平野区加美、で生まれ、子供の頃より河内音
頭を聴き歌って育ちました。平成９年浪曲師、京山幸枝栄（きょうやまこしえ）師の河内
音頭に出会い指導を受けました。平成１４年京山幸枝栄一門京山栄枝郎として、八尾
本場河内音頭連盟に加盟。平成１６年京山栄枝朗から橘家栄枝朗に改名、現在に至
る。一人でも多くの人や子供達に、河内音頭を知ってもらいたいと、身体障害者施設等
でボランティア活動をしています。また、八尾の伝承音頭の一つ、恩智音頭を保存会の
皆様と、春は恩智城跡の桜祭り。夏は天王の森の櫓で音頭をとらせていただいていま
す。・音頭とり。

82 辰丸節
たつまるぶ
し

Tatsumaru-
Bushi

江州音頭の一部である。戦前から昭和３０年まで、現平野区加美正覚寺の初音家辰丸
が、河内音頭と江州音頭を混合型音頭である。戦後の昭和４０年まで、八尾市亀井の
井筒家石丸も、辰丸節と浪曲音頭とミックス音頭をやっていた。

83 啖呵 たんか Tanka
科白（せりふ）＝会話やナレーションなどのような、全く節の付かない只の言葉が入るこ
ともあります。　さらに、節の種類を詳細に表示してみますと、次の如くでありますが、こ
れらそれぞれは、師匠に付いて習わなければなりません。　なお、祭文節を唄う時に
は、必ず、その間中、金錠を振っている（上下一三に振り分ける）のであります。

84
丹南・錦部
の切り音頭

たんなんに
しごりのきり
おんど

Tannan・

Nishigori-no-
Kiri-Ondo

切り音頭（丹南・錦部）参照。

85
丹南節平
音頭

たんなんぶ
しひらおん
ど

Tannan-
Bushi-Hira-

Ondo

丹南節平音頭。藤井寺・野中・野野上・伊賀・向（むか）野・高鷲等に分布した。基本は
七七調二行りで一節を形成する音頭。音頭の一節が、上中下の三部分に分類してい
る。

86
丹北の平音
頭

たんほくの
ひらおんど

Tanhoku-no-
Hira-Ondo

丹北の平音頭。現平野区・東住吉区・住吉区の南部、松原市の北部に分布していた。
基本は、七七○七七／七七△型の「くどき」である。

87
ちょいと出
ました

ちょいとで
ました

Choito-
Demashita choito demashita。

88 椿　秀水
つばき
しゅうすい

Tachibanaya-
Eishirou

昭和１６年、八尾市楽音寺に生まれました。幼い頃から盆踊りが大好きで、いつの日か
河内音頭取りになりたくて、昭和４０年に一夕会博利の門下に入門しました。昭和５０年
一夕会が解散のため、椿秀春門下に入門。平成７年に独立し、椿秀水会を結成しまし
た。十八番は、「森の石松」「大津絵道中」「一本刀土俵入り」「神崎東下り」「吉良の仁
吉」等です。 （八尾本場河内音頭連盟　理事・音頭とり）



89
鉄砲光三
郎

てっぽうみ
つさぶろう

Teppou-
Mitsusaburou

昭和30年代、大阪の一民謡にすぎなかった河内音頭を全国的に広めたのが鉄砲
光三郎である。ジャズやマンボのリズムでテンポアップした鉄砲節は、音頭界
を凌駕し、当人も東京や大阪の大劇場に進出するなどして、スタ―ダムにのし
上った。そして昭和４０年代後半、２代目三音家浅丸が太鼓、三味線という和
楽器と、エレキギタ―との見事な調和で、より一層エキサイティングな音頭を
確立した。河内音頭が、語り物芸としてばかりか、音楽性を高く評価されるの
は、この２人の功績が大きい。

90 伝承音頭
でんしょうお
んど

Densyou-
Ondo

伝承音頭（中河内の村落に伝わるローカル音頭）：六郷の流し、石川の流し、
平野・加美の九郎、大地・田島の半九郎、植松・跡部の半九郎、老原・八尾木
の半九郎、恩智の半九郎、古市の半郎、ジャイナ節平音頭、丹北音頭、丹南節
平音頭、ナーコレー畑音頭、エンヤ踊り、ナンエン、ヤンレー節、祭文音頭、
念仏音頭、安宿音頭、八上の切り音頭、畑音頭。

91
天龍　小若
丸

てんりゅう
こわかまる

Tennryuu-
Kowakamaru

昭和４３年、河内音頭 日乃出会に入門する。その後、昭和５４年、三好会に
移籍を経て、平成元年自らの天龍会を結成する。同年５月には日本コロムビア
より「紀伊国屋文左衛門」「瞼の母」をリリース。平成１０年に襲名１０周年
記念リサイタルを行う。平成１５年９月に１５周年、平成１８年にメインレ
コードに移籍し、平成２０年７月に２０周年の記念パーティを開催。現在も盆
踊り各種イベントに活躍中。 （八尾本場河内音頭連盟　副会長・音頭とり）

92 東京音頭
とうきょうお
んど

Toukyou-
Ondo

　昭和初期 民謡調 流行歌。初 丸 内音頭」 名 ド化され 、昭和
年（1933）に改作したもの。近代の新作盆踊り曲の代表的なもの。炭坑節と並んで、現
代の盆踊りではもっとも踊られる機会が多いと思われる。西条八十作詞、中山晋平作
曲。原曲は「丸の内音頭」であったが、翌年「東京音頭」と名称を変え、全国的に愛され
るようになった。

93
同時重複
記号

どうじじゅう
ふくきごう

Douji-
Juufuku-

Kigou

◎とその直後または直前の◎とは同時であることを表す。したがって、それら
の記号のもとにある音同士は重なることとなる。○とその直後または直前の○
との場合についても同様である。音の長さは、ｄは1/4拍のド、ｒも1/4拍の
レ､m-は1/2拍のミ、ｆ--は3/4拍のファ、など。また、slは1/8拍ずつのソと
ラ､●は1/4拍の休止符なと。

94 ドッコイセ どっこいせ Dokkoise dokkoise。

95 ナイエン ないえん Naien ナンエン参照。

96 流し ながし Nagashi 八尾の流しを参照。

97
流し節正調
河内音頭

ながしぶし
せいちょう
かわちおん
ど

Nagashi-
Bushi-

Seichou-
Kawachi-

Ondo

 近鉄八尾駅近くに常光寺という地蔵菩薩を本尊とする寺々の中で、西の横綱に番付さ
れている古寺があり、毎夏盆踊りで賑わっている。このお寺は、奈良時代に聖武天皇の
勅願によって当時の名僧行墓が創建したもので、「八尾の地蔵さん」と呼ばれ、親しま
れている。
　この常光寺には「八尾の流し」と呼ばれる河内で最も古いという音頭が伝えられてい
る。
　室町時代に足利義満がこの寺を祈願所として再建する時、歌われた木遺り音頭が原
型で、500年の歴史がある。この音頭は、しっとりとした情緒あふれた節回しが特徴で、
常光寺を事務局とする保存会がつくられている。

98
鳴門家　寿
美若

なるとや
すみわか

Narutoya-
Sumiwaka

昭和２６年生まれ。この芸会では珍しく、師匠につかず芸を蓄え、１８歳で鳴門会を結
成。八尾の植松に古くから伝わるヤンレー節（河内の音頭）を伝承、マスターし、その哀
調をおびた流麗なメロディを現代の河内音頭に取り入れました。東京錦糸町の盆踊り、
日中国交正常化２０周年記念　上海公演等、櫓・舞台でヤンレー節河内音頭のより一
層の発展を目指すべく公演活動を続けています。２００６年８月に、コロムビアからＣＤを
発売。２００６年９月には、ＮＨＫ　ＢＳデジタルハイビジョンで、”熱狂！河内音頭ヤン
レー節・鳴門家寿美若 （八尾本場河内音頭連盟　理事・音頭とり。）

99
ナンエン踊
り

なんえんお
どりi Nanen-Odori

柏原市東部の山里と雁多尾畑（かりんとばた）に定着していた。元は奈良県葛城郡集
落の音頭である。基本は、七七調の口説きを読む音頭で、七七が四行りで一節を形
成。七七/七七/七七/七七の一節が、三部分に切れる。すなわち、三〇四七〇七七/
七七△型で、最初の３字で切れたとき、「ナ-ンヨ-ホイ」という。鈴木主水の冒頭節があ
る

100 西　ひとみ
にし　ひと
み Nishi-Hitomi

昭和６３年歌手としてキングレコードからデビュー。同時に故初音家賢次先生の弟子と
して、新作河内音頭としてオーケストラにて河内音頭「河内十人斬」を発売。その後、演
歌を何曲かリリースし、平成３年「小春情話」そして河内音頭「坂田三吉物語」を同時発
売。その後徳間ジャパンに移籍し、「わたし恋おんな」カップリング曲、三善英史氏と「あ
ぶない二人」（デュエット）を発売。現在も唄と河内音頭で頑張っています。・音頭とり。

101
藤本　春光
（二代目）

ふじもと　は
るみつ

Fujimoto-
Harumitsu

昭和５３年、春光会に入会。昭和５５年６月、藤本光輝で名取を習得。同年１０月、関西
芸能慰問団　楽笑会（吉本興業の中田アップ師を代表とする会）に入会し、近畿圏内の
刑務所を慰問団の一員として活動する。その後、準師範の習得を経て、昭和６２年７月
師範を習得、以後、先代　藤本春光と共に活動する。平成２１年３月、二代目　藤本春
光を襲名。平成２３年６月、エイトワンミュージックから「春光民謡旅つづり」等のＣＤを発
売し、民謡・河内音頭と幅広い活動を続けている。・音頭とり。



102 念仏音頭
ねんぶつお
んど

Nenbutsu-
Ondo

念仏音頭。西浦や蔵之内を中心行った「羽曳野音頭」である。基本は七七○七七△型
である。冒頭に掛け合いと前口上の一節。随分と淋しい旋律。河内では古い音頭の一
つ。

103
ハエンヤコ
ラセ

はえんやこ
らせ

Haen-
Yakorase Ha enya korase。

104 橋本節 はしもとぶし
Hashimoto-

Bushi 力蔵節参照。

105 畑音頭
はたけおん
ど Hatake-Ondo

滝の畑音頭とも言う。河内長野市の南端（河内国の最南端)。ダム湖に水没しまうことに
なった「滝の畑村」に、明治末期頃、盆踊の音頭。基本は七七〇七七△。後世は｢鈴木
主水」といわれていた。

106 八常　正月
はちじょう
まさつき

Hachijou-
Masatsuki

昭和１６年東京生まれ。幼少の頃から八尾市内で過ごし、河内音頭が好きになり、昭和
６２年に司家征嗣（つかさやせいじ）師に入門。民謡河内音頭、江州音頭を教わる。同
年７月上野芝で初櫓、河内音頭「追分半次郎」を演じる。平成５年に八常会を結成。マ
ネージャー又は八常後援会会長として頑張っている。十八番は、河内音頭「追分半次
郎助っ人仁義」「野狐三次千両纏」「任侠吉良の仁吉」、江州音頭「大利根月夜」です。
（八尾本場河内音頭連盟　理事/音頭とり）

初音家　豊
若

はつねや
とよわか

Hatsuneya-
Toyowaka

八尾市南本町在住。宗家２代目初音家賢次（けんじ）師に師事、音頭にたずさわこと４０
年余り、クラウンマーキュリーより「河内十人斬り」他数曲レコーディング、ＣＤ収録また有
線にも取り上げられ全国に流れています。昭和５３年に豊若会を結成し、弟子の育成に
努めています。 （八尾本場河内音頭連盟　会長・音頭とり）

98
半九朗音
頭（植松・
跡部）

は ん く ろ う
おんど（うえ
ま つ ・ あ と
べ）

Hankurou-
Ondo

(uematsu・

atobe)

「へーへー節」とも「植松音頭」と呼ばれる。旧龍華村の植松・渋川・太子堂・跡部など、
大正村の北木の本、長吉村の六反（ろくたん）の集落（現八尾市、JR八尾駅や久宝寺
駅付近）とその南方地域）に分布していた。形式は、七七〇七七△型である。ここで、太
子堂に、目の不自由な吉原茂雄氏が、植松の半九朗音頭や座敷音頭を農家の庭先で
聴かせた。太平洋戦争後に浪曲音頭が出現したのをマスタし、「若葉会」を結成し、活
躍した。

99
半九郎音
頭（老原・
八尾木）

は ん く ろ う
お ん ど （ お
い は ら ・ や
おぎ）

Hankurou-
Ondo (oihara・

yaogi)

老原音頭・半九郎音頭（老原・八尾木）。旧龍華村・旧志紀村・旧曙川（開け川）地方。
現八尾市、JR八尾駅より東と南方向へ、また、JR志紀駅周辺に分布。形式は、七七〇
七七△型の「くどき音頭」である。ジャイナ節に類似している。「ジャイナ」と言う間言（あ
いこと）が入る特徴である。老原には、山口石松の音頭の名手が居られた。

100
半九朗音
頭（大地・
田島）

は ん く ろ う
お ん ど （ だ
い ち ・ た じ
ま）

Hankurou-
Ondo (daichi・

tajima)

旧中河内郡巽村大字大地と四条と東成郡生野村大字田島（現大阪市生野区巽と田島
一部）に分布。七七調で異なる点は、一節が上中下の三部に切れ、それぞれ「ソラヤレ
サノサエ」、「ア－イヤコラセ-ドッコイセ-」、「ソラヤレコノ－セ－ノヨ－イヤセエ」と囃（は
や）す。形式は、三〇四七〇七七△である。

101
半九朗音
頭（平野・
加美）

は ん く ろ う
お ん ど （ ひ
らの・かみ）

Hankurou-
Ondo

(hirano・kami)

「半九朗節」・「イヤへーへー」・「平野・加美の半九朗節」ともいう。平野と喜連（キレ）
は、昔は、摂津国住吉郡で、・加美・竹淵・四条の一部が河内に属した音頭である。江
戸時代（1688-１７０４年）、『半九朗節』の歌本が出版された。形式は、七七〇七七△で
一節である。０のところで音頭取りが切りの掛け声「イヤヘ-ヘ-」を掛けると、踊り子は
「ア－イヤコラセ-ドッコイセ-」と囃（はや）し、次に下の句が落ちたところ△で「ソラヤレコ
ノ－セ－ノヨ－イヤセエ」と囃（はや）す。

102
半 九 郎 音
頭 （ 古 市
郡）

は ん く ろ う
お ん ど （ ふ
る い ち の こ
おり）

Hankurou-
Ondo

(furuichi-no-
koori)

古市郡の半九郎音頭ともいう。昔の古市郡一円に分布した音頭である。基本は七七〇
七七△である。｢コイツァマタ」、「コ－レマ」、｢ジャイナア」、「ソ－レエ」の間音が入る。下
句の一行目の尻など｢ジャイナア」が入る。

103 半九朗節
は ん く ろ う
ぶし

Hankurou-
Bushi 半九朗音頭（平野・加美）参照。

104 半言葉 はんことば Han-Kotoba 音頭のリズムに従わない、節のような、あるいは節でない抑揚のついたせりふのような半
端なもの。

105 播州音頭
ばんしゅう
おんど Bansyu-Ondo

　播州音頭の起源は平安時代中期の空海上人や鎌倉時代の一遍上人の念仏踊りとい
われている。現在の形は３５０年前、現・美嚢郡吉川町で盛んだった吉川音頭が、明治
に入り加東節と名を改め、東条町、社町、小野市、加西市周辺等に伝わる。大正初期
には現在の播州音頭の名になり現在に至る。

106 伴奏 ばんそう Bansou 太鼓～＋三味線~＋ギター、キーボード。

6
久乃家　初
美

ひ さ の や
はつみ

Hisanoya-
Hatsumi

八尾で生まれ、育ち、幼い頃から音頭が大好きで、音頭取りであった父親と一緒に櫓を
まわっていました。昭和５０年頃に、屋号を久宝寺に住んでいるので、地名から久乃家
と名づけ、初代 弟勝美と共に音頭を取ってきました。毎年２５箇所ぐらい櫓に登ってい
ますが、特に３０年余りに亘って常光寺の地蔵盆踊りの櫓に登って音頭を取っていま
す。「本場河内のおかん」とよばれ、個性的でアクのある、しかし親しみやすい取り口の
音頭です。音頭とり。



107 一節 ひとふし Hito-Fushi 文中に一節とあればイッセツではなくて、ヒトフシと読んで頂きたい。

108 百流派
ひゃくりゅう
は Hyakuryuuha

櫓のスタ―である音頭取りたちの社中は、百あるといわれる。夏、２０以上の櫓をとりしき
る社中や１つだけの社中もあり、規模も歴史もさまざまである。家元の実力も人気もさま
ざまで、落差がある。ある家元の代表作を、他の流派の弟子が了解を得て歌うことがよく
あるので、各社中の個性がますます乏しくなる。

7
日吉家　朝
日丸

ひ よ し や
あさひまる

Hiyoshiya-
Asahimaru

昭和９年生まれ。昭和１８年４月 河内平音頭をおぼえる。昭和２３年５月 菊水松造氏
に河内音頭の指導を受ける。現在、八尾本場河内音頭連盟の会員として、各地区の盆
踊りイベントで活躍しております。十八番は、「河内十人斬り」「八尾の朝吉物語」など。・
音頭とり。

109 平野節 ひらのぶし Hirano-Bushi

先代の河内音頭（一名：平野節または平野音頭）。大正10年頃より大阪市平野の音頭
取り初音家太三丸（本名：倉山太三郎）を初め、初音家栄太郎、初音家宇志丸らによ
り、本節を元に一と味違う節。下の句の出にサェの発声（半拍）が無い故、次の切りの囃
しまで裏が出る。返し節（アン節とも。栄太郎師の安出。太三丸師は余り使わぬ）の使
用。七七○七五サ七五アン七五サ七五△を、標準的な基本型として自由展開。

110 平節 ひらぶし
Hira-Bushi-

Ondo 大体祭文音頭由来の普通の音頭の節。

111 平節音頭
ひらぶしお
んど

Hira-Bushi-
Ondo 祭文節や約節は、使用しない音頭である。アマチュアが民謡的に唄う民謡である。

112
節（曲)のテ
ンポ

ふし（きょく）
のてんぽ

Fushi(kyoku)-
no-Tenpo 櫓用と舞台（座敷）用。

113
節（曲)の拍
子

ふし（きょく）
のひょうし

Fushi(kyoku)-
no-Hyoushi 全体を通して２拍子。

114
節（曲)の節
回し

ふし（きょく）
のふしまわ
し

Fushi(kyoku)-
no-

Fushimawash
i

基本形とアレンジ形（節付け、味付け）＝自由度の高い芸能。

115 節付け ふしつけ Fushitsuke

単調な定型の無駄な反復を避け、各所の文句に叶った節を用いるように配
慮。・ 下の句の長い歌詞の中では、良い節、聞かせる節の間は、継ぎ節、捨
て節でつなぎ、良い節の効果を高める工夫もし、変化に富む節付けを凝ら
す。・ 節の付かない科白（せりふ、啖呵ともいう）が入ることも。要するに
何でも有り。・ 聞かせるための舞台音頭と盆踊り用の櫓音頭（座敷音頭と踊
り音頭）がある。・ 節付けの工夫のしどころが、音頭の聞きどころ、楽しみ
どころ！。

8
藤本 春光
（二代目）

ふじもと　は
るみつ

Fujimoto-
Harumitsu

昭和５３年、春光会に入会。昭和５５年６月、藤本光輝で名取を習得。同年１
０月、関西芸能慰問団 楽笑会（吉本興業の中田アップ師を代表とする会）に
入会し、近畿圏内の刑務所を慰問団の一員として活動する。その後、準師範の
習得を経て、昭和６２年７月師範を習得、以後、先代 藤本春光と共に活動す
る。平成２１年３月、二代目 藤本春光を襲名。平成２３年６月、エイトワン
ミュージックから「春光民謡旅つづり」等のＣＤを発売し、民謡・河内音頭と
幅広い活動を続けている。・音頭とり

116
古市郡の半
九郎音頭

ふるいちの
こ お り の は
ん く ろ う お
んど

Furuichi-no-
Koori-no-

Hankurou-
Ondo

半九郎音頭参照。

117 プロとアマ ぷろとあま Puro-to-Ama

音頭取り、太鼓、三味線、ギタ―のサイドとよばれる演奏者（大半が音頭をと
る）、お囃子の、櫓にたつ音頭関係者は千五百人をこえるといわれている。そ
の大部分が職業をもつアナチュアもしくはセミプロで、「一夏で一年くらす」
プロは、鉄砲光三郎、初音家賢次、鉄砲博三郎、五月家一若、生駒一、河内家
菊水丸をはじめ十名ほどいるだけである。そして、そのプロと拮抗する芸達者
なセミプロやアマがいるのが、河内音頭界の不思議なところである。 踊り手た
ちは演者やらリズムに応えて、手踊り、豆カチ、マンボ、最近流行の兆しをみ
せている韓国マンボの四種類を踊りわけ、時にはそれぞれが列をなして乱舞す
る。

118
へーへー
節

へーへーぶ
し He-he-bushi 半九朗音頭（植松・跡部）参照。

119 盆踊り ぼんおどり Bon-Odori

７月２０日ごろに始まり、８月１５日前後の１週間をピ―クに約４０日間、河
内地方のみならず大阪府下全域、奈良、和歌山、兵庫の一部でくりひろげられ
る。昨今では夜通しの櫓は稀になり、午後８時から１１時までの盆踊り大会が
多い。この間、もちろんぶっ通しで河内音頭が演唱される。大きな社中は二
つ、三つと櫓をうけもつことがあり、人気のある家元は自らの櫓は当然なが
ら、他の櫓へのゲスト出演で一晩中走りまわる。 大きな社中は二つ、三つと櫓
をうけもつことがあり、人気のある家元は自らの櫓は当然ながら、他の櫓への
ゲスト出演で一晩中走りまわる。



120
本来の河内
音頭

ほんらいの
かわちおん
ど

Honrai-no-
Kawachi-

Ondo
歌亀節参照。

121
まかり出ま
した

まかりでまし
た

Makari-
Demashita Makari demashita。

122 未熟者 みじゅくもの Mijukumono mijuku-mo-no。

123 皆様 みなさま Minasama Minasama。

124
未来の河内
音頭

みらいのか
わちおんど

Mirai-no-
Kawachi-

Ondo
歌亀節参照。

9
美好家　肇
（二代目）

みよしや
はじめ

Miyoshiya-
Hajime

八尾市山本町生まれ。初代　美好家　肇（実父、平成２０年５月死去）と共に、小学生時
代から美好家社中として、櫓に同行、以後４０年間、音頭とり、伴奏者として活動。 平成
２１年５月、一周忌を終え、二代目　美好家　肇を襲名する。次世代の音頭とり後継者を
育成するため、微力ながら、河内音頭を盛り立てていきたいと思っています。（八尾本
場河内音頭連盟　理事・音頭とり。）

125 もじり祭文
もじりさいぶ
ん Mojiri-Saibun 山伏の『祭文』を読むときの節を使って、耳寄りな世間話（心中事件や仇討ちの話など）

を読み聞かせる、いわば芸能化した祭文。

126
八尾の流し
節

やおのなが
しぶし

Yao-no-
Nagashi-

Bushi

室町時代、「八尾地蔵物語』で有名な八尾市本町、古刹｢初日山（はつひさん）常光寺」
で、地蔵盆(八月)の夜に、境内で行う地蔵盆踊の音頭である。再建時の木遣（きや）り
音頭が元と伝えられる。基本は 一と節が上と下の二句から成り、七五○七五△七七○
七五△の古風な音頭。古来、信仰団体の地蔵講が伝承し、戦後に「流し節正調河内音
頭保存会」発足。

127
八上の切り
音頭

やかみのき
りおんど

Yakａｍｉ-no-
Kiri-Ondo 切り音頭（八上）参照。

128 約節 やくせつ Yakusetsu 役節・薬箱ともいう。喜怒哀楽などの感情を表現するための特殊な節で、新内などから
借入。

129 康博節
やすひろぶ
し

Yasuhiro-
Bushi

生野区の初音家康博の持ち芸である。辰丸節の曲想と力蔵節の継ぎ節として活用。心
地よい浪曲節を散りばめ、浮かれ立つような、軽快で素敵な節である。

10
大和家　石
勝

やまとや
いしかつ

Yamatoya-
Ishikatsu

昭和２２年生まれ、大阪市平野区出身、子供の頃より平野の町のダンジリ囃子や河内
音頭のリズムに憧れて育ち、八尾市在住３０年余りの今なお、河内音頭を愛し続けてい
ます。音頭への縁を故久乃家勝美師匠に育み、先代、井筒家小石丸師匠に磨きを賜
り、昨年に八尾本場河内音頭連盟の会長は交代しましたが、連盟の理事として連盟の
繁栄、発展に努力してまいりたいと思っております。昨年は、ＮＨＫ「それいけ民謡」ＢＳ
朝日「うたの旅人」等に出演させていただきました。（八尾本場河内音頭連盟　監事・音
頭とり）

130 山伏の祭文
やまぶしの
さいぶん

Yama-Bushi-
no-Saibun

山伏修験者が、何か特別の目的のために、神仏を祭って祈願するとき、その祭奠の趣
旨を述べ、神仏の徳を讃える美文調の文章を、一種独特の抑揚と節をつけて読み上げ
るもの。

131 やれん節 やれんぶし Yaren-Bushi
河内やれん節と言う。幕末から明治に掛けて、瓦版「やれん節」の歌本が出版されてい
た。基本は７７調４行りで１節を形成する。明治４０年頃。東大阪市池島町の河内家千代
鶴が上方万歳の元祖と言われた玉子屋圓辰の門下にいた。

132 ヤンレｰ節
やんれーぶ
し Yanre-Bushi

「やれん節」と酷似している。基本は七七調四行りで一節を形成。節の初めに「ヤン
レｰ」と言う掛け声が付く。大正時代、河内の八尾界隈から東南方面普及し、昭和に
なって消滅。

133 やんれ節 やんれぶし Yanre-Bushi

河内のやんれ節ともいう。［感］《「やれ」を強めた語》俗謡などの囃子詞(はやしことば)の
節である。幕末から明治にかけて、瓦版「やんれ節」の詩本は出版されていた。元は瞽
女（ごぜ）口説きで唄われたヤンレ節である。一方、明治後期に、河内における流行音
頭である。基本は７７調四行りで一節を形成する。原則的には定形旋律の音頭である。
江州音頭取りが、余興ネタとして広め、一席の前後の口上は、必ず江州音頭で行う。

134 ヨホイホイ
よーほいほ
い Yo-Hoihoi Yo-hoi hoi

135 抑揚符 よくようふ Yokuyoufu
囃し言葉や掛け声などで、旋律に乗らないものには、抑揚符で高低を示す。例えば、
大阪弁で「ああしんど」などはアアシンド　シンドイナァだから囃しなどではドッコイショォ
などと。

136 力蔵節 りきぞうぶし
Rikizou-

Bushi
橋本節ともいう。住吉区浅香の橋本力蔵により、戦前から堺・泉北・河内の松原市西部
に広めた。浪曲の地節を継ぎ節として２行りほど入れ、落すような節を使う。



137 流行音頭
りゅうこうお
んど Ryukou-Ondo

河内音頭なら鉄砲光三郎師匠、江州音頭なら桜川梅勇師匠と近江源五郎師匠と泉州
音頭なら秀若師匠である。この名人師匠の皆さんは、あの素晴らしい節回しや構成を作
られたのか？
江州音頭（本節・くずし・平節）、やんれ節、泉州音頭に要約できる。

138 浪曲音頭
ろうきょくお
んど

Roukyoku-
Ondo

現代の河内音頭。昭和21年頃、中河内郡加美村正覚寺の、初代の初音家源氏丸（本
名：田中源太郎）により、在来の平野節を主な基盤とし、浪曲のアンガラ節の調子（ス
ウィングのリズムに相当）にそれを乗せ替え、浪曲も援用して編み出された。 従来の音
頭との著しい相違は、一小節当たりの、したがって、同一の文言に対する、拍数が二倍
となる。故に踊りの振りも、二倍となって忙しく感ずる。
 当初は穏やかなテンポだったが、昭和30年代中頃からいわゆる「鉄砲節」の流行により
やや早間となり、名称も浪曲音頭から河内音頭へと漸次かわる。同40年代にはエレキ
ギターの普及と浪曲師参入の影響で、更に同50年代からは、中南米等のリズム音楽や
津軽三味線等の影響で、太鼓や三味線のバチ捌きもナウくなり、シンセサイザーやその
他洋楽器を伴奏に使う者も出るなど、音楽性豊かな楽しい芸能に成長して、今日に及
んでいる。

139 六郷音頭
ろくごうおん
ど

Rokugou-
Ondo

「六郷の流し」・「ユ－ホイ」ともいう。江戸時代。河内音頭の歌亀節が普及する以前であ
る。旧中河内郡（東六郷村・西六郷村）で、現東大阪市の東北部を中心とし、昔の若江
郡・河内郡・渋川郡・茨田（まった）郡・譛良（さらら）郡等に分布していた。形式は、七七
〇七七△で、切の掛け声「ユ－ホェ-ホェ」、先述の交野節「ヨホホイホイ｝と後述の半九
郎「－へーへ」の中間的初音がユーニクである。明治３０年代で、東大阪市加納周辺は
「流し」と呼ばれた。八尾市萓振の竹田辰次郎氏が、最後の音頭取りで、絶えでしまっ
た。

140 六郷の流し
ろくごうのな
がし

Rokugou-no-
Nagashi 「六郷音頭・ユーホイ」ともいう。

141 六郷音頭
ろくごうおん
ど

Rokugou-
Ondo 「六郷流し・ユーホイ」ともいう。

142 私は わたしは Watashiha watakushi wa。

143 幸技　若節
こうしわか
ぶし

Koushi-
Waka-Bushi

関西浪曲界の大御所であった京山幸技若の節である。平節が何とも心地良い節であ
る。

http://www.jukujuku.gr.jp/active/contents/annual-activities/2001/275-rep1.htm
http://www.city.yao.osaka.jp/0000018722.html

http://kawachi-ondosatsukiya.world.coocan.jp/sub.12.htm

http://www.bonodori.net/yougo/jiten.htm　　　　　http://www.yaokawachiondo.com/league


