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伊勢市と大阪市西淀川区、伊勢神宮と一夜官女祭の神饌と食文化
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ABSTRACT
This research is a part of a comprehensive academic survey aimed at clarifying the
Child's whereabouts history of the area and preparing documents of cultural heritage
studies. This paper scientifically considered Shinsen's food culture on Ise Grand Shrine,
Shinsen‐Tokowakazen and Itiyakanjo‐Maturi's.
Ise Grand Shrine, in the beginning of the Meiji period, the number of temples in the city was reduced
from more than 300 to 15. After that, in 1871 it was modified as a shrine for the Emperor and the

Imperial Family. In the Naiguu (Emperor Shinjingu), the location Naomiya (Emperor Palace): Uji
City Ise City Mie Prefecture Uji City Town 1, the Gekuu (Toyoshida Shrine): 279 Toyokawa cho, Ise
City Mie Prefecture. In the main festival God, the Naiguu: Amaterasu Pacific Omijin

(Amaterasu‐ōmikami) and the Gekuu : Toyouke‐Ōmikami. In founding, the Naiguu: Emperor
Suinin 26 years and he Gekuu: Emperor Yūryaku 22 years.The style of the main shrine is the only

Shin Ming structure.
Shakesen's items of shrine in the current shrine festival (Saishi) are as follows: ① rice with
Nigishine and Momigara, ②Arashine, ③ sake, ④ rice cake (mochi), ⑤ sea fish, ⑥ river fish,
⑦ wild birds, ⑧ water birds, ⑨ seaweed, ⑩ vegetables, ⑪ fruits, ⑫ confectionery, ⑬ salt,
⑭ water. Shinsen‐Tokowakazen, ①small pot, ②delicacies, ③cooked, ④pottery, ⑤steamed,
⑥ braised, ⑦ dressed, ⑧ vinegared, ⑨ raw vegetables, ⑩ Incense, ⑪ sweets, ⑫ single‐ pot.
Characteristic ingredients of Ise Grand Shrine will be in the following three fields. Seafood is ①
abalone, ②squid, ③paste, ④fish lion (Ionokitai), ⑤vermicelli, ⑥hard fish (bonito), ⑦koshiji
(yori), ⑧sword fish (toyo) and ⑨salmon. Seaweeds are①seafood (Moha), ②kelp (HIrome), ③a
sea pine (mil) and ④a vinaise (nori). Beans are ①Riko, ②Tachibana, ③persimmon, ④citrus
and ⑤chestnut. Rice cakes are ①rice cake, ②twist rice cake and③rice cake.
Nishiyodogawa Ward, Nosri Sumiyoshi Shrine festival at the northwest corner of Osaka city
was held on the 20th day of the New Year and 20th February of the Meiji 40‐20. Itiyakanjo‐
Maturi's is selected as an intangible folk cultural property of Osaka prefecture. Nozato's
Itiyakanjo ‐ Maturi's Shinsen's are (1) aroma, ② bean curd, ③ tofu miso sauce, ④ radish
octagonal cut, ⑤ carp castor body, ⑥ one fish and ⑦ catfish shredded miso seven.
This paper is a report of an empirical study that captures Ise Grand Shrine, Shinsen‐
Tokowakazen and Itiyakanjo‐Maturi's diversely as a stage deciding the fate of history.
1 / 16

2

In this article, we gathered relevant information on Shinto shrine, grasped the outline of the
scale and form of the survey, and revealed the fact that they showed the phenomenon of the
constituent elements. It is important to consider the position and problems of the shrine in
relation to the history of residents' development and history of environmental change. Future
research subjects will organize findings on preservation of shrines and environmental problems.
Furthermore, because it was a short investigation, there are not many unexplained matters.
Although we plan to continue the survey in the future, we have arranged the findings of the results so far
for the time being.
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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。本論文は、伊勢神宮、神饌常若善と一夜官女について、神饌の食文化を科学的に考察し
たものである。伊勢神宮は、明治初年には、市内の寺院数は 300 以上から 15 にまで減らされ、その後、1871
年には天皇・皇室のための神社として改変された。内宮（皇大神宮）の所在地は、三重県伊勢市宇治館町 1、
外宮（豊受大神宮）の所在地は、三重県伊勢市豊川町 279 である。主祭神は、内宮：天照坐皇大御神（天照
大御神）と外宮：豊受大御神で、創建は、内宮：垂仁天皇 26 年と外宮：雄略天皇 22 年、本殿の様式は唯一
神明造である。
現行の神社祭祀における神饌の品目を順に記すと、①和稲(にぎしね)（籾殻(もみがら)をとった米）、②荒
稲(あらしね)をとる米、②白絞（しらしめ）、③酒、④餅(もち)、⑤海魚、⑥川魚、⑦野鳥、⑧水鳥、⑨海藻、⑩
野菜、⑪果物、⑫菓子、⑬塩、⑭水と定められている。神饌常若善は、①小鉢、②珍味、③炊合せ、④焼き
物、⑤蒸し物、⑥鯛めし、⑦向付、⑧酢の物、⑨生野菜、⑩番の香、⑪水菓子、⑫一人鍋であり、伊勢神宮
の特徴的食材は次の３分野になる。すなわち、海産物は①鰒、②烏賊、③いりこ、④魚腊（ｲｵﾉｷﾀｲ）、⑤胎
貝、⑥堅魚（ｶﾂｵ）、⑦興理（ﾖﾘ）、⑧刀魚（ﾄｲｵ）と⑨鮭であり、海藻類は、①海菜（ﾓﾊ）、②昆布（ﾋﾛﾒ)、③海
松 (ﾐﾙ)と④紫菜(ﾉﾘ）で、豆類は梨子、橘子、柿、柚と栗、餅類は搗き餅、捻り餅と勾り餅である。
一夜官女は、大阪市の北西端にある西淀川区野里住吉神社で、昔は正月 20 日にとり行われた。前日に
氏子が当家（頭屋）に集まって神饌を調整し、７台の夏越桶に分納しておき、祭礼当日子の中から選んだ７
人の一夜官女がこれを神前に供えた。野里の一夜官女は、大阪府指定民俗文化財（昭和４７（1972）年３月
に指定である。風水害と悪疫で「泣き村」と呼ばれた野里は、岩見重太郎氏が大きな「狒々」を退治して救っ
たと伝え、村の災厄除けの祭りとして今に伝えで、明治４０（1907）年２月２０日に改められた。神饌を入れる
桶は元禄１５（1702）年に作成されたもので、三善貞司氏は「大蛇退治から狒々に変わったのは、明治 44
（1911）年刊の加藤玉秀著の『岩見重太郎』（立川文庫）からと指摘している。
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野里の一夜官女祭の神饌は、①和え物（あえもの）、②小豆だき、③豆腐味噌たき、④大根八角切、⑤鯉う
す身、⑥鮒（ふな）一尾と⑦鯰（なまず）筒切り味噌だきの７種類である。本稿は、歴史の命運を決定づけた
舞台としての伊勢神宮、神饌常若善と一夜官女を多角的にとらえた実証研究の報告であり、ここでは、神
社神饌の関連資料情報を収集して、調査の規模と形態等についての概要を把握し、構成要素の現象を示
した事実を明らかにした。住民発達史や環境変遷史との関わりで、神社がどのような位置づけや問題点を有
しているかという検討が重要である。今後の研究課題として、神社の保全と環境問題などについて、所見を
整理したい。さらに、短時間の調査であったため、未解明の事項が少なくなく、今後も調査を継続する予定
であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整理した。

2.伊勢市と大阪市西淀川区の環境
２‐1.伊勢市の環境
地方：東海地方。面積：208.35km2、総人口：125,934 人（推計人口、2017 年 10 月 1 日）。人口密度：604 人/km2。隣
接自治体：鳥羽市、志摩市、度会郡南伊勢町、度会町、玉城町、多気郡明和町。市の木：オヤネザクラ。市の花：なし。
伊勢市（いせし）は、三重県南東部に位置する都市である。市域の大半は旧度会郡であり、一部に旧多気郡域を含む。
概要：伊勢神宮の鳥居前町として発達した都市で、「神都」の異名を持つ。江戸時代には「お伊勢まいり」の街として多
数の観光客が訪れ、現在も伊勢志摩の中心都市となっている。伊勢神宮では 20 年に一度、社殿を建て替え神座を移
す「神宮式年遷宮」が催行され、街に活気をもたらすことから「伊勢の町は遷宮のたびに新しくなり、20 年ごとに活性化
する」と言われている。直近の式年遷宮は平成 25（2013）年に開催された。
地理：志摩半島の北東部に位置する。市の北部は平地（伊勢平野の南端）であり、伊勢湾に面している。南部は標
高 100m‐500m の丘陵・山地が広がる。中心市街地は伊勢神宮 外宮（豊受大神宮）の周辺に形成。市街地を外れた
森の中に、伊勢神宮 内宮（皇大神宮）が位置する。「伊勢市」と称する以前は「宇治山田市」と称しており、内宮周辺が
宇治、外宮周辺が山田に当たる。地形：川：宮川、五十鈴川、勢田川。山：朝熊ヶ岳、高倉山、鼓ヶ岳、前山、神岳、虎
尾山（高台）、倉田山、鷲嶺、京路山。
歴史：伊勢神宮は、江戸時代には「お伊勢さん」として民衆に親しまれたが、明治初年には、市内の寺院の数は 300
以上から 15 にまで減らされ、1871 年には御師が廃止、神域にあった民家も破壊されるなど、民衆から隔絶した、天皇・
皇室のための神社として改変された。「皇紀 2600 年」にあたる 1940 年（昭和 15 年）には、約 800 万人が参宮のために
当地を訪れた（当時の市名は宇治山田市）。大戦末期には、6 回の大規模な空襲を繰り返し受けた（宇治山田空襲）。
1946 年（昭和 21 年）11 月 20 日には伊勢志摩国立公園に指定された。市名の由来：宇治山田市からの市名の変更は、
当地が伊勢神宮の門前町で、江戸時代から「お伊勢まいり」と呼ばれてきたことが要因とされる

2‐2.大阪市西淀川区の環境
地方:近畿地方にある大阪市は、面積 14.22km²。総人口 95,518 人（推計人口、2017 年 10 月 1 日）。人口密度 6,717
人/km². 隣接自治体 隣接行政区:大阪市（福島区、此花区、淀川区）、兵庫県尼崎市である。区の花：サザンカである。
歴史：淀川が運ぶ土砂が堆積して土地が形成された。古代は難波八十島とも呼ばれ、多くの島に分かれていた。御幣
島・姫島などの地名は、この地が島だったことの名残だとされる。古代には、現区域付近一帯は住吉大社の領地だった
といわれる。中世までは漁業を主としていたが、江戸時代以降は新田開発がおこなわれ、漁業とともに農業がおこなわ
れるようになった。明治時代後期以降、地域に工場が進出した。昭和時代（1930 年代頃）から重工業地帯となった。一
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方で昭和 25（1950）年代以降は公害が深刻な社会問題となっている。その後 1970 年代以降は大工場の撤退が相次
ぎ、跡地には、住宅開発がおこなわれている。昭和 18(1943）年 4 月 1 日には大阪市の 22 区への分増区および行政
区境界見直しが全市的に実施された。これに伴い、淀川以南の区域、および淀川以北の東海道本線以東の区域を他
区に分離することになり、現行の区域となった。

3.特殊神饌の献供を行う神社
神饌とは、神に召し上がり物として供える飲食物。ミケともいう。ミケは御食の義で、神酒はミキという。神饌
は米、酒、塩、水が基本で、これに野菜、果物、魚貝類などもいっしょに供える。毎朝夕、神饌を供えることを
日供(にっく)という。祭りのときは、より多くの品目の神饌を供する。明治以降、神饌は生物を供えるようになっ
た（生饌）が、もとは人間が実際に飲食できるように調理して供えた熟饌ものである。現行の神社祭祀におけ
る神饌の品目は、これを供する順に記すと、和稲(にぎしね)（籾殻(もみがら)をとった米）、荒稲(あらしね)（籾
殻のついた米）、酒、餅、海魚、川魚、野鳥、水鳥、海藻、野菜、果物、菓子、塩、水と定められている。これ
を供えるには、三方または高坏に盛り、案（机）上に奉る。その台数は祭祀の大小によって異なる。明治以前
からの調理法が継承され、今日、特殊神饌といわれるものには、伊勢の神宮における神饌をはじめ、春日大
社（奈良）の春日祭、下鴨(しもがも)・上賀茂神社（京都）の賀茂祭（葵(あおい)祭）、石清水八幡宮（京都）の
石清水祭、その他の神饌がある。これらによると、飯には粟の飯もある。酒は清酒も用いるが、特殊な醸造に
よる白酒・黒酒という濁酒もある。餅は鏡餅といって、円形の丸餅が多いが、切り餅や粟餅などもある。また、
魚貝類には鮑(あわび)、栄螺(さざえ)、煎海鼠(いりこ)などの品目もある。また、調味料としての滓醤(ひしお)
や箸も耳土器（箸台）の上に置いて供えられる。なお、『延喜式(えんぎしき)』には平安時代の神饌品目が記
されている。これらの神饌は、栄養価やカロリ‐の高いものが多く、また、その品目も多いことから、バランスの
とれた日本食といえる。
沼部春友：『日本大百科全書(ニッポニカ)』 、小学館。『世界大百科事典内の神饌の言及』。

3‐1.神宮の神饌の穀物
日本人は稲作の伝来以降、春に田を耕し、秋に収穫を得る生活を基盤とし、米には稲魂が宿ると考え、と
深い関わりを持って生活をしてきた。そのため、飯や、餅、酒などの米から作られる食物は神饌の中心として
頻出し「お神酒のあがらぬ神はなし」と評されるほどだが、特定の形式を有する儀式ではないため、穀物で
すら形式は統一されていない。米以外の穀物を神饌として奉げる地域も存在し、静岡県磐田市の八幡宮や
岡山県岡山市の吉備津神社などでも粟や黍を神饌として奉げる風習がある。
これらは土
壌や水源な
どの要素の
他に、稲作の
定着以前の
食文化を残し
ているとして、

写真 3‐1.米から粉末状に加工された餅と神酒の神宮の神饌

民俗学的に
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貴重な事例とする説もある。写真 3-1 の米は「粢（しとぎ）」と呼ばれる粉末状に加工され、発酵させては酒に
なり、熱を加えては餅になり、中国大陸の唐から油を用いた調理法が入って以降は、「餢飳（ぶと）」や「糫餅」
もある。

3‐2.特徴的食材
穀物以外の食材では海産物や野菜が多く、鳥を奉げる神社も少なくないが、獣肉を奉げる神社は限られ
る。 『延喜式』第七巻祗七に記載された大嘗祭の品目によると、神酒の他に、海産物・海藻類・果実・豆類・
餅類おこし米などが奉げられたと記録されている。第五巻祗五の斎宮の品目には、米、栗、白酒、黒酒、油
などに加え鰒、堅魚、烏賊、螺（さざえ）、年魚（あゆ）、鮒などの記録があり、この内、堅魚、年魚、鮒につい
ては、煮た堅魚、塩煮の年魚、醤煮の鮒など、調理方法の記録もある(表 3‐1）。
表 3‐1. 『延喜式』第七巻祗七に記載された特徴的食材

3‐3.神具と神饌について
神具は、神棚の祭祀に用いられる道具・器具。神饌は、神棚に供
える供物で、御饌（みけ）や御贄（みにえ）とも云う。本来は神棚も神
具に含まれるが、ここでは，神棚以外の神具や神饌を説明。神鏡：円
形の薄い鏡で、鏡を支える台と共に用いる。三方：神饌や神酒・水の
お供えに用いられる木製造りの台である。神器：神様にお供えする
神酒や水や塩の器で、白色の陶器で作られる。※米・塩‐平瓮、神
酒‐瓶子、水‐水器などがある）。榊立て：榊をお供えるための白色陶
器製の花立て。灯明：三本の脚をつけた灯明皿または燭台。御幣：

写真 3‐2.神饌(鰹、昆布とスルメ)

神道の祭祀で用いられる幣帛の一種で、2 本の紙垂を竹または木の幣串に挟んだもの。祖霊舎（御霊屋・神
徒檀）：神棚が神を祀りするものに対し、ご先祖の霊を祀るための祭壇。神饌には、生のままお供える生饌と、
調理してお供えする熟饌とがある。熟饌の調理には、火打ち石や舞錐式などで起こした神聖な炎のみを使
用する。神棚では、米や塩、水、海藻、清酒、野菜、鯛、鰹節、果物などを供えする（写真 3‐2）。
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写真 3‐3.神具と神饌の、三方が 5 台の場合と三方が 6 台の場合
写真 3‐3 は、神具と神饌の、三方が 5 台の場合と三方が 6 台の場合である。神饌とは、御饌（みけ）とも
言って、お祭りなどで神様に献上するお食事である。神様にお食事を差し上げておもてなしをして、そのお
下がりを参列した人たちでいただく行為・「神人共食」（しんじんきょうしょく）が、日本の祭りの特徴である。

写真 3‐4. 神具と神饌。神様に献上するお食事
写真 3‐4 は、神具と神饌。神様に献上するお食事である。お供えする品目は、主食としてのお米を始め、
お酒、お餅、海魚、川魚、野鳥、水鳥、海菜、野菜、お菓子、お塩、お水を基本としつつ、地元の産物が捧
げられ、お祭りの軽重によって種類・数が増減する。また地域によっては、歴史的に特別な由来のある神饌
が捧げられるなど、我々が長い歴史の中で育んできた食文化が反映されている。また、神社では、定期的な
大きなお祭り以外にも、お日供として毎日、神饌を捧げるお祭りが行われる。家庭での神棚へのお供えも、こ
れに準じて、お米、お酒、お塩、お水を基本として、その時々に応じて餅やお菓子、魚や野菜を供えてみて
はいかがでしょう。（『お宮と私たち』135 頁・『神道辞典』205 頁参照）。
図 3‐1 は、特殊神饌献供の神社の東経の比較である。神社名と東経（度分）において、最大東経の神社
は、青森県の諏訪神社（141 度 22 分）であり、次は、千葉県の香取神宮（140 度 31 分）で、その次は、富山
県の加茂神社と島根県の美保神社は 137 度 08 分と 137 度 18 分である。最小東経の属す神社は、宮崎県
の銀鏡神社（131 度 15 分）、熊本県の阿蘇神社（131 度 06 分）と福岡県の和布刈神社（130 度 57 分）であ
る。最大東経は 141 度 22 分、平均東経は 135 度 68 分、最小東経は 130 度 57 分である。
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図 3‐1.特殊神饌献供の神社の東経比較

図 3‐2.特殊神饌献供の神社の北緯比較

図 3‐2 は、特殊神饌献供の神社の北緯の比較である。神社名と北緯（度分）について、最小級の北緯は、宮崎県の
銀鏡神社（32 度 15 分）であり、熊本県の阿蘇神社・福岡県の和布刈神社・滋賀県の日吉大社・三重県の伊勢神宮、奈
良県の談山神社・奈良県の春日大社・奈良県の率川神社の順に大きくなる。その反対は、石川県の白山比咩神社、富
山県の加茂神社と青森県の諏訪神社(40 度 28 分)である。 最大北緯は 40 度 28 分、平均北緯は 34 度 91 分、最小北
緯 32 度 15 分である。

図 3‐3 では、特殊神饌献供の神社の東経と北緯の関係を考察したものである。特殊神饌献供の神社の東経と北緯
の関係を究明するため考察方法として、次のような２変数（東経と北緯 Y）の曲線回帰方程式を与えられる。こ

こで、X は東経で、Y は北緯、決定係数は R2 である。
Y(北緯) = 0.03 東経 X2 -7.97 東経 +539.5 ……決定係数(R2 =0.7301) …測量値……(3‐1)
決定係数は 0.7301 である。

図 3‐3.特殊神饌献供の神社の東経と北緯との関係

図 3‐4.特殊神饌献供の神社の標高

図 3‐4 は特殊神饌献供の神社の標高。神社名の標高として標高 10ｍ以下の神社は富山県の加茂神社 1.6ｍ、福岡
県の和布刈神社 3.9ｍ、三重県の伊勢神宮 7.2ｍである。標高 40～90m 間の神社は、千葉県の香取神宮 39.8ｍ、京
都府の北野天満宮 55.3ｍ、奈良県の率川神社 74.3ｍ、京都府の賀茂別雷神社 85.8ｍと老杉神社 88.9ｍである。標高
100ｍ以上の神社は、奈良県の春日大社 119.1ｍ、京都府の石清水八幡宮 123.9ｍ、石川県の白山比咩神社 145.3ｍ、
滋賀県の日吉大社 167.4ｍ、宮崎県の銀鏡神社 249.8ｍ、奈良県の談山神社 480.5ｍと熊本県の阿蘇神社 515.0ｍで
ある。統計分析の結果、最高 515.0ｍ、平均 122.2ｍと最低 1.6ｍがわかる。
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4.伊勢市、二見浦から身を清める伝統的お伊勢神饌
伊勢神宮において所在地は、内宮（皇大神宮）：三重県伊勢
市宇治館町、外宮（豊受大神宮）：三重県伊勢市豊川町であ
る。主祭神は、内宮：天照坐皇大御神（天照大御神）と外宮：豊
受大御神で、創建は、内宮：垂仁天皇 26 年と外宮：雄略天皇
22 年で、本殿の様式は唯一神明造である。別名は伊勢神宮
で、札所等は神仏霊場巡拝の道特別参拝、写真 4‐1 は、伊勢
神宮の皇大神宮御正官である。

写真 4‐1.伊勢神宮の皇大神宮御正官
神宮のあわびは、鮑・蚫・鰒と書く。鰒調製所の歴史は古く、
起源は約 2000 年前に倭姫命が志摩の国を巡られていた時、
国崎の海女（あま）が鰒を差し出した時からである。国崎の木造
平屋建ての調製所は、潔斎場と呼ばれる身を清める。また、調
製所のさらに高い所には鰒干場があり、現在でも昔の手振りそ

写真 4‐2.神宮の鰒調製所

のままに、身取鰒、玉貫鰒が調製される（写真 4‐2）。

神宮の干鯛（ひだい）は、お祭りにお供えされる神饌（しん
せん）の中で、海の幸の中で鯛は大切なものであり、干鯛は、
生鯛の内臓を取り除き、塩水につけた後、晴天の日に 2 日間
ほど乾燥させ、平安時代の天皇の食膳品目にも見られる。神
宮では篠島（しのじま）の中手で伝統と由緒のままに調製され
た干鯛が、三節祭と呼ばれる大切なお祭りに供えする（写真
4‐3）。

写真 4‐3.神宮の干鯛の調製

神宮の土器調製所は、多気郡明和町蓑村にある。この付近は神
代の昔、高天原（たかまのはら）から埴土「につち」を移したという伝
承があり、良質な粘土に恵まれ、皇大神宮御鎮座当時から土器を
作ってきたと伝えられている。現在でも土器調製所では、様々なお
祭りに使用される素焼（すやき）の土器を年間約 60,000 個調製して
いる。神宮では一度使われた土器は再使用せず、細かく砕いて土
写真 4‐4.神宮の土器調製所

に返すことになっている（写真 4‐4）。

4‐1.二見浦の御塩殿
潮の香につつまれて塩の道を行く二見浦は、白砂青松の景勝地でもある。その昔、倭姫命（ﾔﾏﾄﾋﾒﾉﾐｺﾄ）
が美しい風景を二度振り返ってご覧になったことから「二見」と呼ばれ、ご巡行の途上で定められたお宮があ
る。写真 4‐5 は、二見浦の夫婦岩で、写真 4‐6 は、二見浦の小さい洞穴である。五十鈴川畔の神宮御園では、
神饌となる野菜や吸物が清浄栽培されており、河口近くの御塩浜がある御塩殿神社（写真 4‐7）では、神事に
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欠かせない御塩が固められ、古式通りに作られている。御塩殿神杜は、皇大神宮の所管社で御塩殿鎮守神
である。写真 4‐8 は、御塩殿裏手の倭姫命の御塩焼所（左）と没入所(右)である。

写真 4‐5.二見興玉神社

写真 4‐6.二見浦にある

写真 4‐7. 河口近くの御

写真 4‐8. 御塩焼所

東側の二見浦の夫婦岩

海食洞窟と風化洞窟

塩浜がある御塩殿神社

（左）と没入所(右)

3．御塩焼固（ミシオヤキガタメ）は、毎年 10 月 5 日に御塩殿神社において御
塩殿祭が行われ、御塩焼固の安全と日本の塩業の発展が祈念され、その後５
日間で焼固を行う。が行う。荒塩は御塩殿で三角錐の土器につめて焼き固
め、堅塩に仕上げる。御塩焼固は 10 月と３月の二度行われる。①採鹹作業（ｻ
ｲｶﾝｻｷﾞｮｳ）、②荒塩作りと③御塩焼固（ﾐｼｵﾔｷｶﾞﾀﾒ）の三つに分けられる（写

写真 4‐9.御塩焼固

真 4‐9）。

表 4‐5.神饌には、生のまま供える生饌 神饌常若善の品禊 椿 こだわりの食材
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神様に献上するお食事～神饌
常若膳・椿の食材を表 4‐5 のように
表示した。写真 4‐10 は二見浦（神饌
常若膳 10 以上品）である。昼食は伊勢
神宮奉納食材を使用している。禊の地

は、二見浦から身を清める伝統的お
伊勢参り、神様にご挨拶し、神宮奉
納食材をふんだんに使った縁起の
良い料理を食し、運気も向上するた
めである。

写真 4‐10.神饌常若膳

表 4‐2.神饌には、生のまま供える生饌 神饌常若善の品禊 椿 こだわりの食材
1

岩戸の塩

伊勢神宮奉納、二見の天然塩

2

鮫のタレ

伊勢神宮奉納、伊勢地方ではごく普通に食べる習慣がある。全国的にはサメを
食べるのは珍しく、鮫の干物が伊勢神官に神饌として供えられる。

3

松阪牛肉入り
肉しぐれ

4

伊勢茶塩鍋

伊勢神宮奉納、料理長手作り 秘伝のタレで丹精を込めて煮込んだ牛肉しぐれ
である。
出し汁は、伊勢神宮へ奉納された伊勢茶岩戸の塩をベ‐スにし、伊勢鳥と伊勢
あられを使用した地域色豊かなお鍋である。

5

伊勢茶碗蒸し

伊勢うどん入りのオリジナル茶碗蒸、二見の産みたて玉子使用、伊勢鳥入り。

6

鯛の黄金焼

7

味噌焼き

伊勢島の自家製味噌焼き、味わいある鶏肉に自家製味噌を漬込み焼く。

8

アカモク

伊勢神宝奉納_、栄養価豊富で、今人気の海藻。

9

鯛めし

神饌に使用される鯛。二見産玉子を使用。

伊勢神宮奉納、お米「結びの神」使用、選ばれた農家の自信作。伊勢神宮式年
遷宮の年、平成 25 年に三重県で生まれた［あじわい米］。

10

伊勢たくわん

伊勢神宮奉納、三重ブランド認定証、宮川下流の平地にある伊勢市は、伊勢神
宮の御園国であったこと、沖積土が大根栽培に適していたこと、北西風が大根
の乾燥を早めたことから、たくわん作りが発達した。

11

生野莱

12

塩ようかん

生のまま供えられる生饌（せいせん）である。新鮮地野莱、自家製味噌。
岩戸の塩を使用した二見の名物。

表 4‐2 の食材は、生のまま供える生饌 神饌常若善の品禊「椿」こだわりの 12 種類の食材がある。

５.大阪市西淀川区、野里住吉神社の祭の神饌
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この論文は２００７年に「野里まちづくりを推進する会」と昭和 38（1963）年に大阪府教育委員会が発行した
大阪府文化財調査報告書『大阪府の民俗１』に掲載された「野里の一夜官女‐住吉神社の祭‐」を基にして
いる。当時は知られていない地元の文献や写真史料を主にして纏めた。この刊行物（以下報告書）は、江戸
時代に出版された書籍史料であり、●寛政 8(1796)年、少女に衣装を改めさせて神供を備える一夜官女と記
す。『摂津名所図会』、●文化５（1808）年、祭りの行列内容を記録、古の生贄の名残とし、野里村一時上臈
と記す。『摂陽落穂集』、●安政２（1855）年、祭内容を総括し、その由来を日本書紀にある日本武尊が殺し
た邪神の霊を鎮めるための生贄とし、野里上臈と記す。『摂津名所図絵大成』の三冊にある。◎文化３（1806）
年、江戸時代の柏の済は「野里の渡し」と記す。また他にも、「乃佐渡（のざと）彦が夢のお告げで、少女に神
饌料理を持たせて神社東の淵に行かせると、龍が出てきて神器を残したとし、野里御頭（おとう）祭と記す
『諸国図絵年中行事大成』。
この祭りの由来について、神社では、一夜官女は人身御供の名残りであると伝承している。すなわち、か
つで、野里は打ち続く風水害と悪疫の流行によって窮乏しており、神の託宣によって毎年一人の子女を唐
櫃に入れ、他の神饌とともに神社へ供えてきたという。その折、一人の武士が立ち寄ってか自身が身がわり
に唐櫃唐肺に入ると申し出て、村人はすべてをこの武士に任せた。翌朝、村人が行ってみると、唐階の周り
は血がしたたり、武士の姿はなく、血のあとをたどって行くと隣村に大きな「狒々・ひひ」が死んでいたという。
この武士こそが岩見重太郎であったとされている。その犠牲となった六人の子女の霊を慰め、また、岩見重
太郎によって救われた一人を加えて七人の子女を選んで、同じ形式によって，災厄除けの祭りを行ってきた
というのである。
神饌の種類・数量と調理法は、（岩井宏實と日和佑樹。2007）によると、神酒１升、御供飯は７個で、７個の
中で大が４個と小が３個で、「モッソウ（物相／盛相）」と呼ぶ。まず，新藳１束を用意し、２本ずつ取り出し、中
央 4～50cm 程を白紙で巻く、モチ米を炊いた御飯を、大モッソウの場合は、外径 15.3cm と高さ 14.8cm の筒
状の曲物に入れる。小モッソウの場合はやや小ぶりの曲物に御飯を入れ、円盤伏で中央から棒が突き出て
いる突き具で上から押す。すると高さ 10ｃｍくらいの御供飯かできる。その周囲の高さ 20ｃｍ、長さ 1ｍほどの
白紙で巻きつけ、先に用意した藳で鉢巻きする、大モッソウは７重、小モッソウは５重に巻き、藳の先端は上
の方へ立てる。鏡餅の１４個（７重)は一個（約 600ｇ）と決められており、昔は当家で搗いたが、今は市販のも
のを用い、神饌として用意されるものである（表 5-1）。

表 5-1.野里住吉神社、一夜官女祭の神饌の６種類と規定

以上が野里の地が淀川下流デルタ地域に位置している。その神饌品には海の物はいっさい用いず、川
魚である。楕円形の板の上には小さな口径の側板がのった形で、底板と開板とは樹皮をもって６カ所綴じつ
けられ、表 5-2 は、野里住吉神社、一夜官女祭の「夏越桶(ﾅｺﾞｼｵｹ)」入れる規定で等曲物の変遷を考える
上でも貴重な資料といえる。

表 5-2 は、野里住吉神社、一夜官女祭の「夏越桶(ﾅｺﾞｼｵｹ)」入れる規定
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丸葉柳を八角に削った50ｃｍほどの箸

丸葉柳を四角に削った４５ｃｍ程の楊子

散里の餅の丸い小餅を１０数個入れる

楕円形の曲物桶規模：深さ２４ｃｍ、長径６０ｃｍと短径４０ｃｍ

下部と中間二カ所に楊柳を廻した補強の楕円形の底板のサイズは、長径６８ｃｍと短径４４ｃｍ
神饌の内容は、白蒸し・鏡餅・小餅・串柿・大根煮・白菜煮・小豆煮・豆腐白味噌煮の他、鯉(二枚おろし）・鮒(生のま
ま）・鯰（白味噌煮）の川魚が添わる(写真 5‐1～5‐3)。 元禄１５（１７０２）年に作られた檜製の楕円形曲げ物桶七台は神
社にて保存中で、現在は、昭和５７（1982）年に複製された桶七台に上記神饌を入れ、曲げ物桶の中央に「龍の首」、
周囲には「御花（オハナ）」という紅白の御幣が立て並べられ、七台の桶と少女は神前に供えられる。毎年２月に悲しい
物語を伝える「一夜官女祭」が行われる。この地に伝わる人身御供の伝説を神事として伝えるもので、7 人の女児（一夜
官女）を迎えに行くため正装した行列が、野里神社から矢に当ったお家に向かう。家では、当矢の式（親子別れの盃）
が行われた後、7 つの膳（夏越桶）を設え、神社に赴くというもので、大阪府指定文化財となっている。桶；一人ひとりの
前に、鯉・鮒・鯰・餅・酒・小豆・干し柿・豆腐・大根・菜種菜が入った桶がつけられ、一夜官女は、行列に連れられて、
「区（まち）」を練り歩き神社へと向かう。写真 5‐1 は、大阪市西淀川区、野里住吉大社、一夜官女祭の 7 種類神饌

調理である。写真 5‐2 は、本宮の鎌田宮司の神事である。

写真 5‐1. 大阪市西淀川区、野里住吉大社、一夜官女祭の 7 種類神饌調理

写真 5‐2.本宮の鎌田宮司の神事
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写真 5‐3.大阪市西淀川区、野里住吉大社本宮、一夜官女祭の宮司、神殿の神饌と神社へ向かう行列

図 5‐1.一之膳

図 5‐2.二之膳

図 5‐3.三之膳

図 5‐4.四之膳

図 5‐1 の一之膳は、左から真菜あえもの、小豆だき、豆腐味噌、大根八角切と上段は（大盛糟・目７）である。
図 5‐2 の二之膳は、左から鯉うす身、小豆だき、鮒一尾(丸ごと) と上段（大盛糟）である。図 5‐3 の三之膳
は、左から鯰筒切り味噌だき、豆腐、鯉頭付と上段は（小盛糟・目 5）である。図 5‐4 の四之膳は、左から鯉う
す身、2 小豆だき、3 鮒一尾(丸ごと)と、上段は（大盛糟）である。

図 5‐5.五之膳

図 5‐6.六之膳

図 5‐7.七之膳

類似写真

図 5‐5 の五之膳は、左からナマズ筒切り味噌たき、豆腐、鯉頭付と上段は（小盛糟・目５つ）である。図 5‐6 の六
之膳は、左から鯉うす身、小豆だき、鮒一尾(丸ごと) と上段は（大盛糟）である。図 5‐7 の七之膳は、左からナマ
ズ筒切り味噌たき、豆腐、鯉頭付と上段は（小盛糟・目５つ）である。

表 5‐1.神饌調理の報告は、1980 年大阪府神道青年会編を参照
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表 5‐1 の神饌調理の報告は、1980 年大阪府神道青年会編のものである。「あえもの」は一之膳のみである。
小豆だきは一之膳・二之膳・四之膳・五之膳にある。豆腐味噌たきは一之膳・三之膳・五之膳・七之膳にある。
大根八角切は一之膳のみである。鯉うす身は一之膳以外にすべてにある。鮒一尾は二之膳・三之膳・四之膳・

六之膳にある。ﾅﾏｽﾞ筒切り味噌だきは三之膳・五之膳・七之膳にある。

６.おわりに
別名:野里住吉神社の所在地は大阪府大阪市西淀川区野里 1 丁目 15‐12 で、位置:北緯 34 度 42 分 34.6 秒 東
経 135 度 27 分 46.1 秒である。住吉大社の敷地であるから主祭神:底筒男命・中筒男命・表筒男命・神功皇后である。
社格等:旧村社で、創建は永徳 2（1382 年）、例祭:夏祭 8 月 1 日 で、主な神事:一夜官女祭 2 月 20 日である。

神宮神田の栽培品種は、うるち米ではチヨニシキ・イセヒカリ・みえのえみ・キヌヒカリ、あきたこまち・ナギ
ホ・ニシホマレなど、もち米では神楽糯を栽培いる。その他、保存品種として瑞垣原種・瑞垣 1 号・2 号・3 号・
瑞垣糯を栽培しており、神田では多くの品種を育て、また田植えは時期をずらして行う。それは、天候不順
や台風などの被害を最小限にとどめるためである。神田では、稲の育成の節目に豊かな稔りを願うお祭りも
行われている。４月には神田下種祭、５月には神田御田植初、９月には抜穂祭が、古式ゆかしく行われる。
諸外国の多くが岩塩であるのに対して、わが国の塩は国土の四方が海に囲まれていることを活かし、海水
から採取したものが主流である。海水から効率よく塩を採ることが追及される中、神宮では昔ながらの入浜
(入りは間)塩田法を用いて作られる工程は、採鹹作業、荒塩作りと塩焼固の三つに分けられる。採鹹（さいか
ん）作業は毎年７月下旬から８月上旬の土用の頃、御塩浜で、鹹水と呼ばれる高濃度の塩水を採取する。御
塩浜は海水と淡水が混じる場所にあり、その理由は、①海水に少し淡水が和合した方が良い塩ができること
により、鹹水は約１週間かけて採取される。②荒塩（あらしお）作りは採取された鹹水を御塩汲入所に運び、
すぐ隣にある御塩焼所において鉄の平釜で炊き上げて荒塩にする。この作業は、交代で火を焚き続けなが
ら、一昼夜かけて行われる。

謝 辞：文作成時には、大阪市西淀川区の野里住吉神社宮司の鎌田義昭様と関西大学校友会西淀川
支部の副支部長兼幹事長の西山正明様に助言を頂きました。さわに、査読には大阪経済法科大学の関係
各位に感謝申し上げる。
(2017 年 12 月 1 日受稿、2018 年 1 月 25 日掲載決定)
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別表 1.特殊神饌の献供を行う神社（2015 年現在）
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別表 2.伊勢神宮御料地
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