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-加太神社、神功皇后、雛祭り、雛流し、文化財古谷昭雄*・藤田浩史・中岡愛彦・沢 勲
（大阪青山大学*・洞窟環境 NET 学会）

History of the Awashima Shrine and its Culture,
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- Kata-Shrine, Empress Ｊingū, Hina-Matsuri, Hina-Nagashi, Ｃｕｌｔｕｒａｌ PropertiesAkio FURUTANI*・Ｈｉｒｏｓｈｉ FUJITA・Naruhiko NAKAOKA・Isao SAWA

ABSTRACT
This study clarifies the local history and is intended to make the document of cultural heritage
studies. This report is a part of the general academic investigation of the Cave Environmental Net
Society which went in "the Awashima Shrine" which is Wakayama-City, WAKAYAMA, an area of
ancient Kiino-Kuni. About shrine environment, the writer analyzed data by a scientific
management method. Worshipped God is Sukunahikona-no-Mikoto, Ohonamuzi-no-Mikoto,

Okinagatarashihime-no-Mikoto：Empress Jingū. The sanctuary is secured in the Kamijima
(Awashima) of Tomogagashima off Koshita off the coast at the beginning and moved to the present
place on 3rd March, Emperor Nitto. Sukunahikona-No-Mikoto is a god of medicine, emphasis on the
virtue and furthermore has effect on gynecology.
Many dolls are dedicated to the inside and outside of the castle. Because the relationship with the
Toyotomi family was deep, there are paulownia in the hall. According to the tradition, Mr. Awashima
was not "Sukunahikona-No-Mikoto" but the sixth daughter of Amaterasu Ogami "Harisaijo" and was
the wife of Sumiyoshi Ogami, but because he was suffering under the Belt, it was abandoned, It
flowed to the place of Kota, it was enshrined. Proceed on the approach path and turn right and you
will find a courtesy vermillion. For Keidai sha, there are Emperor shrine / Dainichi-hatsu Shrine /
monthly shrine / Ebisu shrine / kusunoki (camphor) shrine / Oyama god of shrine / Erotic shrine /
Sumiyoshi shrine / Kasuga shrine / Oosugi misakijinja.
Awashima Shrine (There are about 1000 shrines of Awashima shrine strain in Japan, but this
shrine is its total headquarters and boasts one of the best in Wakayama prefecture. Awashima-nokami is a Princess Sumiyoshi, a goddess of Sumiyoshi, who was swept away by Awashima because she was
suffering from gynecological illness, there are also traditions that it made a vow to cure lady disease. This is
considered to be a future association due to the fact that Awashima became the company of
Sumiyoshi Taisha.
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１.はじめに
本研究は、地域の歴史を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている総合学術調査の
一部である。本稿の対象は、〒640-0103 和歌山県和歌山市加太 118 にある淡嶋神社、古代の地域である。淡
嶋神社の所在地は、位置: 北緯 34 度 16 分 25 秒、東経 135 度 4 分 0 秒 標高 4.9m。主祭神は、少彦名命（ｽ
ｸﾅﾋｺﾅﾉﾐｺﾄ）、大己貴命（ｵﾎﾅﾑｼﾞﾉﾐｺﾄ）、息長足姫命（ｵｷﾅｶﾞﾀﾗｼﾋﾒﾉﾐｺﾄ）（神功皇后）を祀る。創祀年代は不
詳、仁徳天皇５年３月３日に現在の地へ遷座している。
延喜式神名帳では、加太神社 紀伊国 名草郡鎮座である。例祭は、2 月 8 日：針祭（針供養）、3 月 3 日：雛
祭、4 月 3、4 日： 春の大祭、7 月 1 日、7 日： たなばた祭、7 月 31 日- 8 月 3 日： 夏祭、10 月 3 日：秋の大祭
（甘酒祭）である。本殿/拝殿は、本殿王子造、雛藏・神輿舎・社務所・本殿の様式は流造檜皮葺である。境内社
は、皇霊神社・大日発神社・月読神社・恵美須神社・樟神社・大山咋神社・地護神社・住吉神社・春日神社・大
杉御崎神社である。少彦名命は、医薬の神であり、神徳が強調され、さらに婦人病に効果がある。拝殿内外には、
多くの雛人形が奉納されている。豊臣家との関係が深かったため、拝殿には桐紋がある。
伝承によると、淡島様は、少彦名命ではなく、天照大神の６番目の娘の「Ｈａｒｉｓａｉｊｏ」であり、住吉大神の妻だ
ったが、帯下の痼疾があったため棄て去られ、ここ加太の地に流れ、祀られたという。そのため、婦人病やお雛
様の神と呼ばれている。参道を進み、右手に曲がると、朱塗りの拝殿がある。拝殿には多くのお雛様が奉納され
ている。拝殿の左手に、幾つかの摂社末社があり、それぞれにも奉納品が多い。拝殿横の末社には、下着や張
形があり、僊使殿には、蛙の人形があり、稲荷には、狐などの奉納品数がある。淡嶋神社系統の神社は、日本国
内に約 1000 社余りあるが、当神社はその総本社であり、和歌山県内でも屈指の歴史を誇る。淡島神は住吉神
の妃神で、婦人病にかかったため淡島に流され、そこで婦人病を治す誓いを立てたとする伝承もある。

２.淡嶋神社の資料
２-１.和歌山市の環境
和歌山市は、面積:208.84km2、総人口:360,000 人 （推計人口、2017 年 10 月）、人口密度:1,724 人/km2、
隣接自治体:海南市、紀の川市、岩出市、大阪府:阪南市、泉南郡岬町、兵庫県:洲本市（紀淡海峡を挟んで）で
ある。市の木：クスノキと市の花：ツツジである。和歌山市は、近畿地方の南西部、和歌山県の北部に位置する都
市で、和歌山県の県庁所在地。江戸時代には、御三家のひとつである紀州徳川家が治める紀州藩の城下町と
して栄え、「若山」とも表記された。県の面積の約 4%ほどで、県人口の約 40%が蔵所いており、中核市に指定され
ている。

２-２.和歌山市の歴史
歴史としては、5-7 世紀、岩橋千塚古
墳群が築造。宝亀元年（770）年、唐僧・為
光により護国院（紀三井寺）が開創。
天正 13（1585）年、豊臣秀吉の命を受
けた豊臣秀長による和歌山城築城開始。
古代からの名勝地「和歌浦」に対して、秀

写真 2-1.和歌山市の歴史の淡嶋神社の周辺
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吉が「和歌山」と命名。慶長 5（1600）年、関ヶ原で徳川氏に味方した浅野幸長が紀伊国和歌山 37 万 6,000 石を
あたえられ、和歌山城に入城。元和 5（1619）年、徳川頼宣が紀伊和歌山 55 万 5 千石で和歌山城に入城し、紀
州徳川家を創設。昭和 20（1945）年、 和歌山の大空襲、旧国宝和歌山城天守焼失。1958 年、 和歌山城天守
を再建。平成 9（1997）年、中核市に指定。神社：淡嶋神社、紀州東照宮、和歌浦天満宮、玉津島神社、日前神
宮・國懸神宮、伊太祁曽等がある。

表 2-1.おまつり日

表 2-２.御宝物

２-3.淡嶋神社の平面図
1.本殿。2.授預所(じゅよしょ)。3.姿社(すが
たしゃ) 。4.御神水(ごしんすい)。５.紀文稲
荷社(きぶんいなりしゃ)。6.遷使殿(せんしで
ん)。8. 御神木(ごしんぼく)：芳樟(ほうしょ

う)の木。9.針塚(はりづか)。10.火。11 宝
物殿。12.末社(まっしゃ)：ご祭神と八百万
の神をまつり、安産・子請授・婦人病等、
女性の願いが、叶う所である。13.塩壷(し
おつぼ)。14.大国主社(ｵｵｸﾆﾇｼｼｬ)。15.
神輿倉(みこしぐら):江戸時代に出開帳に
使われた神輿。16.紀文の帆柱(きぶんの

写真 2-2.淡嶋神社の平面図

ほばしら)。（淡嶋神社しおり）

２-4.淡嶋神社の人形供養
針供養の神社としても有名で、同神社境内には針塚が建てられており毎年２月頃に全国から集められた針を
供養する。人形供養の神社としても有名で、境内には供養のために納められた、無数の雛人形や市松人形、は
てはフランス人形までもが所狭しと並べられており、約２万体あるといわれる奉納された人形が社殿を埋める。
そのため心霊スポットとしてマスコミに取り上げられることがある。2016 年９月、供養のために同神社へ納めら
れた数百体の人形をユニバーサル・スタジオ・ジャパンが開催する「ハロウィーン・ホラー・ナイト」（en:Halloween
Horror Nights）「祟 TATARI ～生き人形の呪い～」というイベントに貸し出した。この供養として納められた人形
を貸し出した行為に関して、インターネット上で賛否両論となった（淡嶋神社しおり）。
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２-5.淡嶋神社の婦人病祈願
淡島神は婦人病にかかったため淡島に流されたという伝承から、婦人病を始めとして安産・子授けなど女性の
あらゆる下の病を快癒してくれる神社とされている。かつては、祈願のため男根形や自身の髪の毛などが奉納さ
れていたが、現在はそれらに代わって自身の履いていた下着（パンティー）を奉納する女性が多い。境内奧の末
社には、絵馬などと共に多数の女性用下着が奉納されている。 （淡嶋神社しおり）。

３.淡嶋神社の由来と現在
3-1.淡嶋神社の和文由来と現在
神話において日本を創造したと伝えられる少彦名命（ｽｸﾅﾋｺﾅﾉﾐｺﾄ）と大己貴命（ｵﾎﾅﾑｼﾞﾉﾐｺﾄ）の祠が加太の
沖合いの友ヶ島のうちの神島（淡島）に祀られたことが始まりとされる。加太沖にある友ヶ島は、日本書紀にある
「淡島」とする説がある。その友ヶ島から加太に遷座したということで、加太淡島神社となった。
社伝によれば、三韓出兵の帰途瀬戸の海上での突然の嵐に遭遇した神功皇后が、船中で祈りを捧げたとこ
ろ、「船の苫を海に投げ、その流れのままに船を進めるように」とのお告げにより友ヶ島に無事入港できたことを感
謝し、持ち帰った三韓渡来の宝物を先述の二神に奉納した。
淡嶋神社の起こりは、その昔、神功皇后が三韓（1-3 世紀・朝鮮半島南部の馬韓（後の百済）・弁韓（後の任
那・加羅）・辰韓（後の新羅）出兵からお帰りの際、瀬戸の海上で激しい嵐に出会った。沈みそうになる船のなか
で神に折りを捧げると、お告げがあり、「船の苫（とま）を海に投げ、その流れのままに船を進めよごその通りに船
を進めると、ひとつの島にたどりついたのが、友ケ島である。この島には、少彦名命と大己貴命が祭られていて、
皇后さまは助けてくれたお礼の気持ちを込めて、持ち帰ってきた宝物をお供えた。その後、何年か経ち、神功皇
后の孫にあたられる仁徳天皇が友ケ島に狩りにこられ、そのいきさつをお聞きになり、そこで、島では何かとご不
白由であろうと、お社を対岸の加太に移され、ご社殿を新しくお建てになったのが、加太談嶋神社の起こりとされ
ている。神功皇后（息長足姫尊）が懐妊の身で、遠征を行った時、赤白の帯下に悩まされ、薬草を試みたところ、
平癒したという伝承。神功皇后が少彦名命の雛型を奉納したことにより、お雛様の神とされた。人の病に御利益
のある神社として有名である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
主祭神の社殿位置は、正殿：少彦名命（ｽｸﾅﾋｺﾅﾉﾐｺﾄ）、相殿左方：月讀命・大己貴命（ｵﾎﾅﾑｼﾞﾉﾐｺﾄ）及び相
殿右方：息長姫命である。鎮座地は、当初加太の沖合いの友ヶ島のうちの神島（淡島）に祀られ 仁徳天皇５年
３月３日に現在の地へ遷座された。少彦名命は、医薬の神であり、神徳が強調され、さらに婦人病に効果があり、
拝殿内外には多くの雛人形が奉納されている。豊臣家との関係が深かったため、拝殿には桐紋がある。
伝承によると、淡嶋神は、少彦名命ではなく、天照大神の６番目の娘の「婆利塞女(ハリサイジョ)」であり、住吉大
神の妻だったが、婦人病を帯下の痼疾があったため棄て去られ、ここ加太の地に流れ、祀られたという。そのた
め、婦人病やお雛様の神と呼ばれている。
参道を進み、右手に曲がると、朱塗りの拝殿がある。拝殿には多くのお雛様が奉納されている。拝殿左手に、
幾つかの摂末社があり、それぞれにも奉納品が多い。境内社には、皇霊神社・大日霊神社・月読神社・恵美須
神社・楠神社・大山咋神社・地護神社・住吉神社・春日神社・大杉御崎神社などがある。
拝殿横の末社には、下着や張形があり、僊使殿（センシデン）には、蛙の人形、稲荷には、狐などの奉納品が
多くある。淡嶋神社系統の神社は日本国内に約 1000 社余りあるが、当神社はその総本社であり、和歌山県内
4

5

でも屈指の歴史を誇る。淡島神は住吉神の妃神で、婦人病にかかったため淡島に流され、そこで婦人病を治す
誓いを立てたとする伝承もあるが、これは、淡島が住吉大社の社領となっていたことによる後世の附会と考えられ
ている。
このことにより、淡嶋神社は、婦人病を始めとして安産・子授けなど女性に関するあらゆることを祈願する神社と
なった（ただし、加太淡嶋神社では、少彦名命が医薬の神であるからと説明している）。江戸時代には、淡島願
人と呼ばれる人々が、淡島明神の人形を祀った厨子を背負い、淡島明神の神徳を説いて廻ったため、淡島信
仰が全国に広がった。
創祀年代や鎮座の次第不詳、仁徳天皇５年３月３日に現在の地へ遷座、延喜６(９０６)年２月７日従五位上、
天正１３(１５８５)年、秀吉の紀州征伐で兵火全焼した。現在の社殿は、豊臣秀吉の紀州征伐で焼失したが、その
後に浅野幸長が再建、紀州徳川家初代・徳川頼宣（ﾖﾘﾉﾌﾞ）が修復を加え、さらに江戸時代末期に第 10 代・徳
川治宝（ﾊﾙﾄﾐ）が造営、昭和 54（1979）年に現在の新社殿となった。

表 3-1.和歌山県和歌山市、淡嶋神社の和文詳細資料
少彦名命（ｽｸﾅﾋｺﾅﾉﾐｺﾄ）、大己貴命（ｵﾎﾅﾑｼﾞﾉﾐｺﾄ）、息長足姫命（ｵｷﾅｶﾞﾀﾗｼﾋﾒﾉﾐｺ

1

主祭神

2

神社創建

創祀年代は不詳、仁徳天皇５年３月３日に現在の地へ遷座創建。

延喜式神

加太神社 紀伊国 名草郡鎮座。

3

ﾄ）（神功皇后「Empress Jingū」）を祀る。

名帳

4

配祀神

江戸時代は「粟島大明神」と称した。

5

社格等

旧郷社 明治６年４月郷社 式内小社。

6

例 祭

7

鎮座地

8

交通手段

9

位 置

10

電話・FAX

073-459-0043

11

本殿/拝殿

本殿王子造、雛藏・神輿舎。本殿の様式は流造檜皮葺である。

12

境内社

13

鳥 居

参道にある。

14

別 名

加太神社。

15

国 宝

金銅造丸鞘太刀（神功皇后の御奉納）、大円山形星兜（護良親王の御奉納）。

16

石燈籠

参道の坂の周辺にある。

2 月 8 日：針祭（針供養）、3 月 3 日：雛祭、4 月 3、4 日： 春の大祭、7 月 1 日、7 日：
たなばた祭、7 月 31 日- 8 月 3 日： 夏祭、10 月 3 日：秋の大祭（甘酒祭）。
〒640-0103 和歌山県和歌山市加太 118（高さ 4.9m）。
南海加太線加太駅から徒歩で 15 分。
北緯 34 度 16 分 25 秒、東経 135 度 4 分 0 秒。

皇霊神社・大日発神社・月読神社・恵美須神社・樟神社・大山咋神社・地護神社・住吉
神社・春日神社・大杉御崎神社。

3-2.淡嶋神社の英文由来と現在
Worshipped Gods is Okinagatarashihime-No-Mikoto: Empress Jingūo. The position of the main
shrine's goddess is Tadashi Tadashi: Sukunahikona-No-Mikoto, left side: Sukunahikona-No-Mikoto,
Ohonamuzi-No-Mikoto and Kono Right: Okinagatarashihime-No - Mikoto: Empress Jingūo. The
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sanctuary is secured in the Kamijima (Awashima) of Tomogagashima off Koshita off the coast at the
beginning and moved to the present place on 3rd March, Emperor Nitto. Sukunahikona-No-Mikoto
is a god of medicine, emphasis on the virtue and furthermore has effect on gynecology.
Many dolls are dedicated to the inside and outside of the castle.Because the relationship with the
Toyotomi family was deep, there are paulownia in the hall. According to the tradition, Mr. Awashima
was not "Sukunahikona-No-Mikoto" but the sixth daughter of Amaterasu Ogami "Harisaijo" and was
the wife of Sumiyoshi Ogami, but because he was suffering under the Belt, it was abandoned, It
flowed to the place of Kota, it was enshrined.
Therefore, it is called a god of lady's disease or a doll. Proceed on the approach path and turn right
and you will find a courtesy vermillion. Many dolls are dedicated to the shrine. On the left side of
the hall of worship there are several Setsumatsusha, each with many votive items.
For Keidai sha, there are Emperor shrine / Dainichi-hatsu Shrine / monthly shrine / Ebisu shrine
/ kusunoki (camphor) shrine / Oyama god of shrine / Erotic shrine / Sumiyoshi shrine / Kasuga shrine
/ Oosugi misakijinja. There are underwear and dildo at the end of the shrine beside the hall. There
are frog dolls at the hall, and in the shrine there are dedicated items such as foxes. Awashima Shrine
(There are about 1000 shrines of Awashima shrine strain in Japan, but this shrine is its total
headquarters and boasts one of the best in Wakayama prefecture.
Awashima-no-kami is a Princess Sumiyoshi, a goddess of Sumiyoshi, who was swept away by
Awashima because she was suffering from gynecological illness, there are also traditions that it made
a vow to cure lady disease. This is considered to be a future association due to the fact that
Awashima became the company of Sumiyoshi Taisha. Awashima Shrine became a shrine praying
for everything related to women, including gynecologic diseases, births and child giving. In the Edo
era, people called Awashima-gannin pretended Shikisaku who dedicated the doll of Awashima
Meigami, preached the Shinto of Awashima Meigami, and spread around Akashima faith across the
country.
Go on to the present place on 3rd March, 5th Emperor Nitto, 5th year of Yuri 6th (906) February
7th Subordinated to the 5th place, Tensho 13th (1585) Hideyoshi's conquest of Kishu I burned down
the warhead. The current shrine was destroyed at Kishuu-Seibatu of Toyotomi Hideyoshi. After
that, Asano Yoshinaga rebuilt, Kishu Tokugawa family's first generation·Tokugawa Yorinobu festival
added restoration. Furthermore, it was built by Tokugawa Harutomi, the tenth generation in the late

Edo period, and became the current new shrine in 1979 (Showa 54).
表 3-2.和歌山県和歌山市、淡嶋神社の英文詳細資料
1

Worshipped
Gods

Sukunahikona-No-Mikoto, Ohonamuzi-No-Mikoto, Okinagatarashihime-No-

2

Shrine
Foundation

Emperor Nintoku

3

Engishiki

Mikoto：Empress Jingūo.

Kota shrine, Kii-no-Kuni（Kii Province）, Nagoya-gun serenade
6

7

Zinmyouchou
4

Haishishin

5

Rankings

6

Annual
Festival

Edo period called "Awashima Daimyojin"
Gōsha, Shikinai shōsha
2/8：Hari-matsuri（Hari-Kuyō）、3/3：Hina-matsuri、4/3、4： Spring Great
Festival、7/1、7： Tanabata-matsuri、7/31- 8/3： Natsu-matsuri、10/3：Aki no
taisai (amazake-sai)
〒640-0103 Kazuta Wakayama City Wakayama prefecture 118.

7

Chief Priest

8

Shrine Site

9

Latitude

10

TEL・FAX

073-459-0043

11

Shrine
Pavilions

The main hall Oji, the style of the main hall is castle cypress roof.

Height 4.9 m
15 minutes on foot from Kota Station on the Nankai Kota Line
Northern latitude 34° 16 minutes 25 seconds, east 135 ° 4 minutes 0 seconds

Emperor shrine / Dainichi-hatsu Shrine / monthly shrine / Ebisu shrine /
12

Keidai sha

kusunoki (camphor) shrine / Oyama god of shrine / Erotic shrine / Sumiyoshi
shrine / Kasuga shrine / Oosugi misakijinja

Other Name

Kada-jinja(shrine)
Gold copper core scalpel sword（Emperor Jingūo's dedication）、

13

kokuhō

14

Torii

It is around the approaching slope

15

Tōrō

It is around the approaching slope

Odori Yamagata Storm（Prince Moriyoshi's dedication）

４.淡嶋神社の社殿
4-1.淡嶋神社の本殿と拝殿

写真 4-1.社殿の正面遠方と側面からの撮影

写真 4-2.社殿の本殿屋根

写真 4-3.拝殿の内部部分

写真 4-1 は、社殿の正面遠方と側面からの撮影。写真 4-2 は、社殿の本殿の屋根。写真 4-3 は.拝殿の内部部分
である。奥にある白い社には、以前は徳川家より奉納された雛人形が入っていましたが現在は古い雛人形のみを納

めている。(紀州徳川家 10 代藩主・徳川治宝が建立)。
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写真 4-4.社殿の正面遠方

写真 4-5.拝殿にある素晴らしい人形の光景

写真 4-6.拝殿の天井部

写真 4-4 は、社殿の正面遠方より撮影。写真 4-5 は、拝殿にある素晴らしい人形の光景。写真 4-6 は、拝殿の
天井部。

写真 4-7.社殿の側面部分

写真 4-8.人形の末路

写真 4-9.奉納された人形

写真 4-10.社殿側面の人形

写真 4-7 は、社殿の側面部分。写真 4-8 は、人形の末路。写真 4-9 は、奉納された人形。写真 4-10 は、社殿
側面の人形である。

写真 4-11.境内の 2000 体の人形の置物

写真 4-12.タヌキの人形

写真 4-13.階段の人形

写真 4-11 は、境内の 2000 体の人形の置物の風景。写真 4-12 は、タヌキの人形。写真 4-13 は、階
段の人形である。
4-2.淡嶋神社の摂末社
8
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末社(まっしゃ)：ご祭神と八百万の神をまつり、安産・子請授・婦人病等、女性の願いが、叶う所である。

写真 4-14.大国主社

写真 4-15.少彦名命社

写真 4-16.聖者の人形

写真 4-17.淡嶋神社宝物殿

写真 4-14 の大国主社(ｵｵｸﾆﾇｼｼｬ)：祭神の少彦命名とともに国つくりを行った大己貴命(大国主命)をお祀る。
写真 4-15 の少彦名命社は、裁縫の道を初めて伝えた神様である。行事は一年の間に納められた針を本殿にて、

祓いを受けた後、針塚に納め、塩をかけ、土に返すことで、針の労をねぎらい、さらなる上達を祈る祭りである。
針祭（針供養）。針供養の神社としても有名で、同神社境内には針塚が建てられており、毎年２月８日午前 11 時
より全国から集められた針を供養する。（淡嶋神社しおり）。写真 4-16 は、聖者の人形-聖者の依り代 - 魂の人形。
写真 4-17 の宝物殿：地下１階、地上２階建て、徳川家より奉納された雛人形や宝物を展示・保管している。

写真 4-18.浄火場と灰になった人形

写真 4-19.顔ハメ

写真 4-20.紀文の帆柱

写真 4-18 の浄火場はお祓いを受けた人形を燃やす所。 写真 4-19 は、顔をハメるための穴がくりぬかれた
看板である。写真 4-18 の紀文の帆柱(きぶんのほばしら)は、紀国屋文左衛門のみかん船の帆柱。願い事を唱
えながら、この柱の穴をくぐり抜けると、願い事が叶うと言われる。

5.淡嶋神社の鳥居と燈籠

写真 5-1.神社の鳥居

写真 5-2.本殿に向かう光景

写真 5-3.社殿側から光景

写真 5-4.正面の巨大な鳥居

9

10

写真 5-5.神社の角燈籠

写真 5-6.神社の円燈籠

写真 5-7.角形状の燈籠

写真 5-8.円形状の燈籠

写真 5-5 は、神社の角燈籠である。写真 5-6 は、神社の円燈籠である。写真 5-7 は、角形状の燈籠である。写
真 5-8 は、円形状の燈籠である。

６.おわりに
６-1.淡嶋神社の雛祭（雛流し三月三日）・仁徳天皇五年・スクナヒコナ祭
美しい日本の行事、雛まつり。親は、わが子の健やかな成長への願いをお雛様に込める。。幼い日の思い出
が鮮やかによみがえてくる。男びな女びなの始まりは、淡嶋神社のご祭神である少彦名命と神功皇后の男女一
対のご神像であるとされています。また、雛祭りが三月三日になったのは、友ヶ島から対岸の加太へのご遷宮が、
仁徳天皇五年三月三日であったことから。雛祭りの語源も、スクナヒコナ祭が後に簡略化されて、ヒナまつりと言
われる。歴史ある淡嶋
神社には、長い時代
を静かに生き抜いて
きた見事な雛人形
が、数多く残ってい
る。この多くは、紀州
徳川家から奉納され
たものである。姫君誕
生のおりに、その初節
句には必ず一対の雛

写真 6-1.淡嶋神社の雛祭（雛流し三月三日）

人形が奉納され。古文書には、姫君たちの名前である寛姫様・菱姫様・芳姫様献上の記述も見られる。今も、そ
の雛人形には、親のやさしい思いが息づく目本の行事、雛まつりとは、子の健やかな成長への願いを込めてい
る。とくに、女性には，うれしい行事が雛まつり。幼い目の思い出が鮮やかによみがえる。男びな女びなの始まり
は、淡鴫神社のご祭神である少彦名命と神功皇后の男女一対のご神像である。雛まつりの語源は、友ケ島から
対岸の加入へのご遷宮が、16 代仁徳天皇（270-310）５年３月３日である（写真 6-1）。

６-２.淡嶋神社の雛流しの神事
三月三日は、朝から神社のなかは人々の熱気でむせかえります。それぞれの思いや願いと共に、関西はもとり
10
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日本全国から境内に女性たちが集まってきます。そして、日が高くのぼった正午、ひな流しの神事がおごそかに
始まります。人形に願い事を書き、人形とともに舟に乗せます。「幼い日、あの人形と遊んだなあ」「嫁に行った娘
が幸せでありますように」・・・女性の思いのたけをすべて込めた人形で、雛流しの舟はいっぱいになっていきま
す。
穏やかな春の海に紙吹雪がまかれ、神の国へと続く
道ができます。そこへ、本殿でお祓いを受けた人形を
満載した白木の舟がしずしずと進んでいきます。舟に
ぎっしりと積み上げられた無数の人形たちは、先導す
る舟に引かれ、沖へ沖へと向かっていきます。波のま
にまに揺られて、浮かんでは沈み、波間に見え隠れ
する人形たち。キラキラと輝く海面を進む、黄金色や
朱色のあでやかな着物をまとった人形たちは、まるで
生きているようです。心が澄みわたる瞬間が訪れ、手

写真 6-2.淡嶋神社の雛流しの神事

を合わす人、俳句や短歌を詠む人、シャッターを切る人、たたずむ人、涙ぐむ人・・・ひとりひとりの思いが神の国
へと流れていく（写真 6-2）。
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淡嶋神社の年表
和 暦

西暦

年

表

仁徳天皇５

317

仁徳天皇５年３月３日に、現在の地へ遷座。

神亀 0４

727

渤海使が初来日。日本は 渤海との関係を強化して、新羅を牽制する。

天平 0３

731

この年には、畿内に惣管、山陽道・山陰道・南海道に鎮撫使をおいて、新羅に対する戦時体制
を強化した。そうした状況で、朝鮮半島への航路を司る宗像三女神が宇佐神宮に祀られた。

延喜 0６

９０６

２月７日、淡嶋神社が従五位上に叙任。

延長 05

927

この年、成立の『延喜式』神名帳では、紀伊国名草郡に「淡嶋神社」と記載され、式内社に列して
いるほか、『紀伊国神名帳』では「従四位上 淡嶋神」と記載されている。

天正 13

1585

羽柴秀吉の紀州征伐で兵火全焼。豊臣秀吉の命を受けた豊臣秀長による和歌山城築城開始。
古代からの名勝地「和歌浦」に対して、秀吉が「和歌山」と命名。

慶長 05

1600

関ヶ原で徳川氏に味方したの浅野幸長が、紀伊国和歌山 37 万 6,000 石をあたえられ、和歌山
城に入城。

慶長 08

1603

江戸時代は 1603-1868 年の 265 年間の時代。江戸時代には、淡島願人と呼ばれる人々が、淡
嶋明神の人形を祀った厨子を背負い、淡島明神の神徳を説いて廻ったため、淡嶋信仰が全国
に広がった。徳川家康が征夷大将軍となり、江戸に幕府を開いた年から、徳川 15 代将軍の徳
川慶喜が大政奉還により、幕府としての権限を朝廷に返上した年までの期間である。

元和 05

1619

播州藩主・浅野長明（浅野幸長の弟）の安芸・広島藩への移封を受け、徳川家康の十男の徳川
頼宣が、紀伊和歌山 55 万 5 千石で和歌山城に入城し、紀州徳川家を創設。

明治 06

1873

近代社格制度において、郷社に列した。

昭和 20

1945

和歌山の大空襲、旧国宝和歌山城天守焼失。

昭和 33

1958

和歌山城天守を再建。

昭和 54

1979

浅野幸長が再建、紀州徳川家初代・徳川頼宣が修復を加え、さらに、江戸時代末期に第 10 代・
徳川治宝の造営を得て、現在の新社殿となった。

平成 09

1997

中核市に指定。神社：淡嶋神社、紀州東照宮、和歌浦天満宮、玉津島神社、日前神宮・國懸神
宮、伊太祁曽等がある。

平成 28

2016

9 月、供養のために同神社へ納められた数百体の人形をユニバーサル・スタジオ・ジャパンが開
催する「ハロウィーン・ホラー・ナイト」（en: Halloween Horror Nights）「祟 TATARI ～生き人形の
呪い～」というイベントに貸し出した後、異論がでた。
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