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石垣島新川の村落祭犯と祭場

石川恵吉

はじめに

石垣島市街地の西端に位置する新川は、宝暦 7(1757)年に隣邑の石垣村より

分村独立した集落である。ムラでは『アラカーj と称する。集落の立地は、北西

側にそびえる標高 197mのマイシダキ(前勢岳)を背にして、竹宮町の島影を一

望できる海岸(かつては、鹿田盛浜、新川浜、長崎浜と呼ばれる浜が広がってい

た)を前にする。集落の人口は、 8，952人(平成 25年 4月現在)。主な産業は、

農業で水稲、甘薦、および畜産を中心とする。また、海岸沿いに居住する糸満系

漁民による漁業も盛んである。

このような豊かな土地柄を背景に、現在も新川集落には、衣・食・住の民俗事

象、信仰、言語、人生儀礼、年中祭記、芸能といった様々な文化が、人々の営み

のなかに息づいている。そのなかから本稿では、村落レベルの祭杷習俗を理解す

るための予備的報告として①祭場、②祭把組織、③年中祭記をとりあげ、その過

去と現在を祭把の現地調査と聞き取り調査を基に記述する。その上で、村落祭把

の特徴を整理してみたい。

なお、本稿の調査は、平成 23(2011) ~25 (2013)年に亙って実施したもの

である。また、聞き取り調査で得た証言は、被取材者(集落に住む古老ら)の意

向により本文中での実名ならびにイニシヤルの記載は省いた。写真は筆者の撮影

によるものである。

[ 1 ]祭椙

祭把を構成する祭場は、(1、儀礼を執行する祭場〉と (2、儀礼に付帯する祭

場〉に大別される。なお、儀礼を執行する祭場については、更に (1)井戸、 (2)

御様、 (3)墓、 (4)神家、 (5)海岸、 (6) 岡、に分けて記す。

後述する祭場の所在地点については、本稿の『新川集落における村落レベルの

祭場分布図j をご参照いただきたい。

1、儀礼を敏行する祭場

(1)井戸

井戸のことを『カーJまたは「ナーJと称し、集落には共同井戸ならびに個人
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所有の弁戸が数十ヶ所存在する。代表的な井戸に、マイミジィカー(1if!.iK井戸)、

アラマリナー(新生井戸)、マイチ イパカー(只乙姥)1:戸)、マキラカー(立.喜良

井戸)、プードーカー (プード一井戸)等が挙げられる。なかでも、村治;然侃で機

能する井戸は、 (マイ ミジィカー)と〈アラマ リナー〉の 2ヶ所である。同)1:戸

とも、祭犯においては神出現を意識する湯として必要な怠味をもっている.

① マイミジィカー(前水井戸)

前勢岳の南YAυ¥iu糸酒造の南西隅)に{立i置する。現住、井戸の入り口や周辺

の環境整備がされている。井戸には、香炉の台Eli(7、8年前まではシャコ貝の香

炉が位かれていた)が位かれ、 i兵のn砂が感られている。現在もm仰の対象とな

っている(写真 1診照)。

新川m落の水元としてffi仰され、雨乞いの際にlよ向井戸を拝した。また、 l日暦

6月に行われるユーニガイ(世願b、)では、水元のや11(水の主の事11)に対する《ミ

シャグノξーシィ》をn:乙姥御織より泌惜している。後述の⑥ミジィヌヌシィヤー

とも繋がりがある。

② アラマリナー(新生弁戸)

長崎御織の西方、約 150mに{立位する。問弁戸は、ウリ カー(下り井戸)の一

種で、階段を下り て水を汲む構造である。階段を 2、3段下ると右側lに珊JNI石製

の香炉が 11!i位かれている。また、井戸の北側lにも長方形の石製香炉が l基置か

れている(写真 2重量!m。

f新JIIJとい う名物:は、この井戸名にちなんで名付け られたとされる。

問弁戸は、 tlll弁戸といわれ長崎御織と然がりが深い。|百l御織での祭舵は、は じ

めに向井戸で祈願を行い、や1 1 を í~IJ級までお矧 き している。 ま た、 そ こで汲んだや11

水は、かつて御泌へ持ち仰りオンヤー内の各香炉に献じていた。現在は、 ;11:戸の

枯渇やチィカサ(女性神役)のさ主位(不在)などの状況から神水をiSjJ.以へ持ち帰

ることはしていない。

(写真 1 ..，イミジィ カー) {写点 2 アラマリナー)
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(2)御録

沖縄諸地域と同様に、新川集落にも数ヶ所の〈御搬〉が存在する。御織のこと

を『オンJと称し、集落にはナーシィキイオン(長崎御織)、マイチイパーオン(真

乙姥御掛)、フータキヤーヌオン(大器家の御撮)、シーヌオン(後の御掛)、トー

ヤーヌオン(唐家の御搬)、ムトゥメーラヌシューヌオン(本宮良の主の御掛)と

6つの御搬がある。そのうち村落祭杷で機能する御織は、〈ナーシィキイオン〉と

(マイチイパーオン〉の 2ヶ所である。

③ナーシィキイオン(長崎御織)

『琉球国由来記~ (1713)には、

通称:インヌオン

長崎御撮神名 神ガ根

御イベ名 スキヤアガリ

此織、由来不相知

石垣村

と記され、王府時代の七御織機1 の一つに位置付けられている。

長崎御織の成立に関して、次の説話が伝承されているので紹介しよう。

半農半漁を営む長崎家の祖先は、漁のたびに樹木の生い茂る森(現在の長崎御

撮付近)の辺りを行き来していた。ある時、その森林の中で不思議な火の玉が現

れるのを目撃する。長崎家の祖先は、これを神の火ではなし、かと思い、恐る恐る

そのあとを探し求めたところ、そこには珍しい夫婦石があった。以来、この夫婦

石を神の依代である霊石に違いないと考え、長崎家の祖先は毎日その場所を訪れ

深く信仰し始めたのである。そんなある年、収穫が皆無に近い程の不作に見舞わ

れる。しかし、このような凶作にも関わらず長崎家の農作物だけが、驚くほどの

豊作となった。この奇異な体験を通して長崎家の祖先は、これは霊石によりつく

神の加護によるものだと悟り、新穀の御初と御神酒を供えて感謝するようになっ

た。その話を聞いた村人たちも、一斉にその聖所を信仰するようになり、以後、

漁を営む者も旅をする者も祈願を行い、霊験に恵まれた。そこで村人は、一層尊

信の念を抱くとともに、神の霊徳に感謝して一社を建立し、御級として信仰する

ようになったのである。 *2

その他、王府時代の役人が沖縄島への上国に際して、旅路の航海安全を同御撮

*1 美崎御掛・宮鳥御搬・長崎御搬・天川御難・糸数御撮・名蔵御掛・崎枝御織の 7

つの御掛を f七御搬Jと呼ぴ、貫納船が沖縄島へ上国する際に同御撮で安全祈願(立
願・結願)が行われていたとされる (r八重山島旧記Jr南島 第一樹~ 1976、『掛々

旧式Jより)。
勺八重山歴史編集委員会編『八重山歴史~ 1954、p.168を基に筆者がまとめた。
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の神に祈願していたことが伺える史料に『石垣家文書』の『立願文Jがある(現

在、計 7枚の「立願文J(1855・1860)が残っている)。

立願文

長崎御撮御いへの御前

旅中歳日毎参詣之事

(略)

同御織は、現在、ウプ(霊域)勺、カンヌミチィ(神の道)、オンヤー(拝殿)、

神庭、鳥居から構成され、御掛の周囲は石垣で固まれている(写真 3参照)。コ

ンクリート製の鳥居をくぐると、神庭が広がり、テリハボクやクワノハエノキ等

の樹木が御撮を覆う。瓦葺きのオンヤーは、コンクリート造りで一部木造となっ

ていて、ウプに繋がるように出入口が設けられている。また、ウプに向う出入口

の上部には『長崎撮Jと書かれた木製の属額叫が掛けられ、それを挟んだ左右

には神棚が設けられている。左側の神棚(図 1: d)は、『龍宮の神」に対するも

ので、円形状の無軸薬陶器の香炉 1基、白紬薬陶器の花瓶 1対、湯呑茶碗 1対、

コップ 1個が置かれている。対して右側の神棚には、円形状の無紬薬陶器の香炉

が 2基置かれ、その内、左の香炉(図 1:e)は『ニーヌファ(子の方角)の神J

で、右の香炉(図 1: f) は『於茂登の神Jに対するものである。また、香炉の

他に、金属製の花活 2対、湯呑茶碗 2対、コップが 2個、置かれている。その他、

オンヤ一入り口の右角隅に設置された台の上には、円形状の白紬薬陶器の香炉が

1基置かれている(図 1: g)。この香炉は、 fトゥラヌファギシュクオン(寅の

方角の地域御掛)J *5 へ向けての御通しに使用されている。

オンヤーからウプまでは、コンクリート造りのカンヌミチィが設けられ、澗の

入り口手前には石燈簡が、カンヌミチィを挟んで左右に 2基ずつ配置されている。

また、石燈飽からウプを囲むようにしてチィピナージィナ{藁の根元を 7、5、3

勺神霊の宿る霊石や樹木、或は墳墓地がある霊域。別名 fイピJともいう。男性禁
制である。
川 「長崎識Jの扇額のほかに、沖縄県教育庁文化牒編『御撮 御扱信仰習俗分布調
査 (ß) 一宮古諸島及び八重山諸島一~ (1985)では、『拝殿の中央iこ「長崎撮j、そ
の上部の桁に『祈応j、その左右に『般穂j、『仰光jの扇額が掲げられている。』との

報告がある。筆者の調査では『長崎掛Jと書かれた扇額のみ現存しており、前掲の他
の扇額は見当たらなかった。詳細不明である。

吋平得集落(石垣市平得地域 105 番地)に所在する。『八重山嶋大阿母由来記~ r地
城御いベ由来之事Jには、沖縄島にある掛之御掛の御イベ 3体の内 1体を、八重山に
移したことが記され、さらに、悪鬼納嘉那志(おきながなし。首里王府文は中山王)
を拝むことや在番等が着任した際も初めに拝むことなども述べられている。首里王府
や蔵元の公事との関係が深い御織である。

-4・



オンヤー
{鍔殿}

i 紳. J 

a、靖国の怖《の香炉

b、仮鮒脚珊〈の香炉

c、保茂監梯衿〈の香炉

d、情臨時持への香炉

e、〈初コ方角の怖 h の香炉

f、慨即納〈の香炉

g、舗の方角。湖蛸繍骨〈の師通1Ji書炉

ム石櫛E

〈図 1 長崎御織の各香炉の配置図〉

本ずつ順次突出させ、左よりにないあげた注連細)が張られており、カンヌミチ

イの途中右側には、 fコンクリート製の香炉 1基、左側には、菊田石の香炉 1基

置かれている。これは、チィカサを終えたひとの香炉であるj 句という。

ウプには、コンクリート製の小さな綱が設けられ、澗内には、 3つの香炉が置

かれている。左の香炉(図 1: a)は『飽宮の神j に対するもので、中央の香炉

(図 1: b) は『長崎御織の神j に対するもの、右の香炉(図 1: c) は「於茂

登の神Jに対するものである。また、洞の壁には通し穴があいていて、その後方

には珊瑚石灰岩の霊石がある。盤石の周囲は、プロック積みで因われている。

ムラの古老によると長崎御掛の神は、安南からいらした神であるとも聞いてい

るという。また、集落の人々は問御織を「農民の御掛Jとして意識している。

長崎御織のトクニムトゥ(宗家)は、フータキヤー(大樹家)とされる。

④マイチイパーオン(真乙姥御畿) 通称:アンヌオン

『琉球国由来記』には、記録されておらず、御搬の創建年代なども不明である。

*6石垣市教育委員会編『石垣島四ヵ村のプーリィ~民俗文化財地域伝承活動報告書

......J 2000、p.87
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マイチイパー(真乙姥)とは、霊威高い女性の名で、弘治 13(1500)年のオ

ヤケアカハチの乱の際に、沖縄島へ引き楊げる王府軍が、無事に凱旋できるよう

にと美崎山に参詣した。その功より王府から上国が命じられ、尚真主によってイ

ラピンガエ(永良比金)川の神職が受託されたのである。この霊威高いマイチ

イパーを葬った墳墓地が、のちに御搬として崇敬されるようになった。

ここで同墳墓地が、御織化される由来謂が伝承されているので紹介しよう。

石垣集落にあるウーニヤー(宇根家)のウーエ・トウジ(宇根通事)は、航海

術にたけており貫納船の船頭として有名であった。ある年、沖縄島への上国の途

中、逆風にあい唐国に漂着し、 3年間の滞在を経てようやく帰島することができ

た。その問、宇根通事の安否を心配する本妻や妾らは、マイチイパーの墳墓地に

毎日参詣し無事に帰郷することを願った。また、祈願の際、無事帰郷したあかつ

きにはマイチイパーの横墓地を御織として尊信することと、婦人の綱曳きを行い

感謝の意を表わすことの 2つの願掛けを行った。すると、祈願の甲斐あり無事に

帰ってきたのである。帰島に狂喜した本妻や妾はあり合わせの綱をとって綱引き

を行い、願解きをした。また、願掛けの通り、マイチイパーの墳墓地を清掃し、

拝所として礼拝したのである。帰郷した宇根通事は、神井戸として御織の北東隅

に井戸を掘り、再度の航海には、石燈縄 2基を大和から持ち帰り、記念として寄

進奉納したのである。句

その他、役人が沖縄島への上国に際して、旅路の航海安全を同御畿の神に祈願

していたことが伺える史料に『石垣家文書』の『立願文Jがある(現在、計 8枚

の『立願文J(1857・1885)が残っている)。

立願文

真乙姥御雛御いへの御前

旅中歳日毎参詣之事

(略)

同御掛は、現在、ウプ(墳墓地)、オンヤー、神庭、鳥居から構成され、御織

の周囲は、石垣で固まれている(写真 4参照)。チィカサによるとオンヤーのこ

とを別名「カンシロ・ウイシロ(神城・上城)Jとも呼ぶという。コンクリート製

の鳥居をくぐると神庭が広がり、神庭の左側には、樹齢推定 200年から 300年の

オオパアコウが繁茂する。瓦葺きのオンヤーは、四方に出入口が設けられ、壁は

コンクリート造りである。オンヤーの北側は、墳墓地に繋がるように聞かれ、壁

円八重山諸島における女性神役組織のー神職名である。神役には職階があり、頂点
をホーJレザー(大阿母)としてイラピンガニ、チィカサ、パギチィカサなどと続く。
吋注 2、同書。 p.169を基に筆者がまとめた。
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面上部に『真乙姥鎌J(明治 23(1890)年改立)旬、右側に「平和光J、左側に

『五福神j と書かれた木製の扇額が掛けてある。左右の扇額の下部には、神倒が

設けられ、神棚の壁面中央部には円形状の通しの穴が 1ヶ所ずつあいている。

左側の神棚(図 2: d) は、『天地水の神・般の神」が把られ、「ヤマヌヌシイ

(山の主)Jと呼ばれるチィカサが拝するという。神棚には、円形状の白紬薬陶器

の香炉 1基、自紬薬陶器の花瓶 1対、湯呑茶碗 1対、コップ 1個、燭台 1対が置

かれている。また、左側の神棚下の左壁際に設置された台には、円形状の白軸薬

陶器の香炉が 1基置かれている(図 2:f)。この香炉は、「ニーヌファヌミジィ

ムトゥ(子の方角の水元の神)Jへ向けての御通しに使用されている。

右側の神棚(図 2: e) には、 f世の元の大主・大神(真乙姥の神)Jが杷られ、

『ユーヌヌシィ(世の主)Jと呼ばれるチィカサが拝するという。神棚には、円形

状の無紬薬陶器の香炉 1基、白軸薬陶器の花瓶 1対、湯呑茶碗 1対、コップ 1個、

燭台 1対が置かれている。また、右側の神棚下の右壁際に設置された台には、円

形状の白紬薬陶器の香炉が 1基置かれている(図 2:g)。この香炉は、『トゥラ

ヌファヌギシュクオン(寅の方角の地域御搬)Jへ向けての御通しに使用されてい

る。

回

4 紳彪 i 

a、僚の水元の神保茂登岳の水元神nr..q湖

通L;i菌炉

b、伊司t.*の神・農の柿《の香炉

c、q世σ尻のメ己主・7榊慎乙姥q)柿}".....の香炉

d、保地水の神.J.卸コヤ仲《の香炉

e、(世の元の大主・対T0高乙施の神Q)".....の香炉-

f、〈刊3方角の水元の伸《の繍昌司炉

g、舗の方角の地蛾御齢への鮪函し香炉

A、石盤飽

口、神の手水をλれる鉢

〈図 2真乙姥御織の各香炉の配置図〉

句麗書に『光緒十六年庚寅夏月吉辰憲章姓真栄里目差英可謹改立Jと記されている

(沖網県教育庁文化課編『歴史資料調査W 腐額・聯等遺品調査報告書J1983、p.41
より)。
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オンヤーと援する ウプは、中心に償墓地、 その周囲を砂地のi湿り道が囲み、そ

のまた周凶を石底で囲む術i告となっている。また、石湿の周聞を取り囲むように

チィピナージィナが張られている。ウプ内の右奥附にl立、 fァーリィ ミジィ ムトウ

(東の水元の伸。於茂主主岳の水元神)Jへ向けての御通し香炉{図 2:a)が置か

れている。ウプへの出入口には、 コンク リート造りの門が設けられ、 門口には、

円形状の石製待炉が 2t必i白かれている。左 (図 2:b) は「天地水の~III ・ 燥のやII J 、

右(図 2:c) ，立「世の元の大主 ・大神0'];乙姥のや11)Jの香炉である。

門口の手iI旬、左側には石t!!総 31i!i、右側には石舵飽 11孟と、カンヌ チョージィ

ミジィ (仲の手水) 寧叩を入れる長方形の鉢が 1鉢般fi'lされている。かつては、

同術I~献 と所紋の深い字恨家の者が、 !日貯の 1 日と 15 日にマイチイパカー O~乙

姥井戸。 別名 ・ウーニカー(字筏井戸)。字根通事が仰ったとされる井戸)から水

を汲みこの鉢を満たしていた。現在は、境内に水道が般怖された為、その水を使

用 している。

1'r乙姥御~îkのチィカサ(第 17 代世ヌ 主) 前塁慶子さんによれば、 同御織での

(:Lj.l'r. 3 -D:iII!.iiHI以〉 ('1JJT ~ 1'-t:乙Tltl叩搬)

(写真 5 天人の!，l;) {写.l.'!6 水の主家跡地iiIl道路}

"10点乙姥御wのチ ィカサ(lIIJm.さん)によると 、長}jJ移の鉢に人れ られたカンヌチ

ョージィミジィ l立、fゃl'般の下足を洗う水Jだと いう。
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祈願は、毎月旧暦 1日・ 15日(両日は、御撮の清掃も行う)と、年に 7回行われ

る祭事が主であるという。また、例外として新暦 1月に行われる八重山毎日駅伝

競走大会の必勝祈願と安全祈願を大会当日の早朝、字会役員及び選手らと共に行

っていることや集落の人々の個人的な事情で祈願を行う場合もあるという。

前述の長崎御掛に対して、同御搬は『士族の御掛Jとして集落の人々は意織し

ている。真乙姥御織のトゥニムトゥは、アンカーヤー(黒島家) * 11 、マイシィ

クルンシィンヤー(宮良家)・ 12、伊良皆家*13 とされる。

(3)菖

ここでいう〈墓〉は、実際に遺骨などは納められていないが、御縁と同質の性

格を有する聖所(拝所)のことである。

⑤ティンピトウヌハカ(夫人の葛}

マイミジィカーの前道路を隔てた畑の一角にある。基の中央に石碑が立ち、そ

の周囲は石積みがされている。石碑の手前には、円形状の金属製の香炉 1基と金

属製の花活 1対、白紬薬陶器の湯呑茶碗 1対が置かれている(写真 5参照)。土

地改良に伴い、現在の場所は、かつてあった場所から少し移動されていて石積み

も積み直されている。同所のことをハカ(墓)と称しているが、その経緯は不明

である。

ティンピトゥとは、天人の意で、弥軸神であると伝えられている。また、麦、

栗、黍、モロコシ、クワズイモの般物を島にもたらせた神であるという。事 14長

崎御織のチィカサがご存命の頃は、年に 3回、旧暦 1月のハチィニガイ(初願い)、

旧暦 8月のナカニガイ(中願い)、旧暦 12月のシィディガフー(感謝の願い)の

祈願が行われていたようである。

その他、天人にまつわる説話が伝承されているので、ここで紹介しよう。

ある日、島の貧しい状況をみかねた天人が、クワズイモを携えて集落を訪れた。

天人は、集落に住む 1人のお爺さんに、そのクワズイモを授け、『このイモを育

てて皆に分け与えなさい」と伝えて帰っていったという。しかし、そのお爺さん

は、人々に分け与えることもなく自らの畑で育て、 1人で食べていた。その話を

*11 ムラでは、アンカーヤーと伝承されているが、鎌倉芳太郎の調査ノートには、「ス
ムンヤー黒島善本J と記録されている(~鎌倉芳太郎 資料編{ノート篇)第二巻 民

俗・宗教~ 2006、p.170より)。
川 2 現在の瀬名波鉄工所にあたる。また、鎌倉芳太郎の翻査ノートには、 fマイアラ

スクンスンヤー(前新城目差) 宮良正博Jと記録されている(注 11、同書)。
* 13鎌倉芳太郎の調査ノートには、 fクモンスンヤー(小横目差屋) 伊良皆高勉j と

記録されている(注目、問書)。
* 14 rふる里を撮る/天人の甚J~八重山毎日新聞J 1999年 3月 11日付、参照。
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聞いた集落の人々は、そのイモを求めてお爺さんのもとへと通うが、維にも分け

与えようとはしなかった。そんなある日、天人は衣裳を変えて再びこのお爺さん

のもとを肪れる。丁度その頃、お爺さんはイモを食べようと鍋で煮ている最中で

あった。天人は、お爺さんに対して『そのイモが欲しし、」と伝えた。しかし、お

爺さんは f人にあげるイモはなし、j と返答したという。それを聞いた天人は、す

ぐさま帰っていった。すると、それまで煮ていたイモは、いくら時間を経ても煮

えることはなく、食べることのできないイモになってしまったという。再び島を

訪れた天人は、今度はある穀物を携えて登野城集落を肪れる。そして、そこで生

活をする者に、その穀物を与え、 fこれを育てて皆に分け与えなさ b、j と伝えて帰

っていった。その穀物を授かった者は、夫人の教えを守り集落の人々に分け与え

てその穀物を広めた。そのため、登野城集落には弥助の仮面が存在し、新川集落

には弥轍jの仮面が存在しないということである。

また、このような結果を招いたお詫びに、このイモの葉だけでも使おうという

ことで、各御撮の神に献慨する供物をクワズイモの葉で包むようになったという。

(4)神意

ここでいう〈神家〉とは、聖所(拝所)的要素の強い家のことである。御撮よ

り聖地度は高くないが、村落共同体の中でも重要な地位を占める神聖な場所であ

る。

⑥ミジィヌヌシィヤー(水の主意)

ミジィヌヌシィ(水の主。水元の神)が杷られている家のことである。現在、

絶家しているため、その跡を確認することはできない。旧暦 6月に行われる豊年

祭*15 では、水の主の神に対する《ミシャグパーシィ》を、真乙姥御織のオンヤ

ーから御通しという形で演唱しているが、かつては、同家で行っていた。また、

同家跡地の前道路では、毎年、綱曳きが行われている(写真 6参照)。

同家について喜舎場永陶(1975) は、

男綱引を西方に移して引くわけは f水元Jの神女の宅が今現に綱引きして

いる場所にあったので『水元の神前」で世願の綱引をしたところが豊作にな

ったので、以後はその習わしになって今日にいたっている。*16 

と、ユーニガイの綱曳きで使用される祭場(真乙姥御掛から 300m程西側の地点)

* 15 旧暦 6月のユーヌシュピ(世の首尾)からユーエガイの期間をムラでは「フーリ
イj 或は『プーリィ J と呼び{豊年祭〉を意味する。以下、豊年祭と記す。
・16喜舎場永均『新訂増補 八重山歴史J1975、p.170
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には、かつて水の主の家があったと述べている。

古老によれば、 「マクタヤー(只久間家)の現敷地の西側に~;n:土l!てで出来た

水の主家があり、拝む易所があったj という。また、 f現在はミードクンヤクシャ

(女役者。女性祭配組織)の内、シジ-γヤク(姉役)に当たる 2人が水の主とい

う役を司っているが、かつてはこの水の主家から、水の主がi!liまれて、その家か

ら出てきたj と裕る。後mの写真 11に写る山里フジさんが、 I泣後の水の主のや11

役であったとのことである。

その他、 ある古をは同家周辺の状況について「現住のマクタヤー及びタカナヤ

ー(河川家)のがl道路を隔てた場所には、かつて穆蒼とした小必い丘があった。

その丘の上には易見石が立っていたj ともおす。

(5)湾岸

洋上iillか彼方に人々の(J(QIするFJ!必郷が存在するという他界鋭(エライカナイ

観)は、新川m絡においても確認できる。新川では、集落の南方海洋にある拝所 ・

ナーイから南西方向の海上に向かい祈願を行っている。

⑦ナーイ

長崎御淑か ら南方にが~ 200m下った海岸に位位する。同所に制や香炉はない(写

tn参照)。長崎術l獄のユーヌシュピ(1!!:の首尾)、ジュングヮジィタプJピ(十月

祭べ)、タニドウリィ(徹子I孜)の祭掛として使用され、儀礼の際は、同所から南

西方向の海上に向かい祈願する。 同所- ~Wは、かつてナーシィキィパマ(長崎浜)

と呼ばれる浜であったが、現在は埋め立てられている。そのため、今日では鎚j予

際において儀礼は行われている。

ナーイとは、 fナーサン(長い)Jと「イン(村正)Jが接続し、変化したものと

思われるが、終結に{主む人々もその怠りとをよく知lらず、「ナーイ Jという単語も死

35になりつつある。だが、然記執行の際は、この地をナーイと意際して呼んでい

(写真 7 ナーイ〉 (写真 8 フック綴聞の頂にill立された

rlド1喝之碑J}
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る。

古老によれば、海端において「ヤナカジ(悪い風)、ヤナハナシィキィ(悪い

風邪)、牛馬の病気(疫病)などの悪疫をムラに入れないでくださいJと述べて同

所から悪疫を追い械うという。

また、次のようなエピソードもある。先代のチィカサ・崎枝キヨさんが同所で

祈願をしようとしているときのこと、羽衣を纏った美しい天女が海の彼方から現

れた。チィカサがそこで願うと羽衣を櫨った天女はすぐさまひっくり返り、鬼に

変身したという。この鬼はそのあと海の彼方に戻っていった、という話である。

その他、同所の前の海には、湧水が湧いていたという話も伝承されている。

(6)岡

こんもりとした岡のことをムラでは『ムリイ j と称する。

⑧フックン=ムリィ(フック惜岡}

集落の西端に位置する。旧暦 9月に行われるウシィンマヌヨイ{牛馬の祝い)

の祭場。『牛馬之碑Jと書かれた石碑が立ち、コンクリート製の香炉が碑の根元に

置かれている(写真 8参照)。

村落レベルで行う同祭把の始まりは、明治 27(1894)年に遡り、当時はハン

ナーカー(ハンナ一井戸)の南西に位置する小高い岡(通称・ジィーダカムリィ)

で行われていた。しかし、大正 14(1925)年、距離の問題や道路の不備等の事

情により集落後方に位置するウマパ(馬場)の東側(一段と高い場所)に新たな

碑を建立して祈願を行うようになった。また、昭和 16(1941)年、同所西側に

赤十字病院が建設されるということで現在のフック嶺岡に碑を移転させた、経緯

がある。*17 

2、儀礼に付帯する{していた)祭場

ここで採り上げる祭場は、主に(豊年祭〉の儀礼に付帯するものである。豊

年祭は、年中祭胞のなかで最も盛大な祭記である。

①ウマパ(鳳場)

競馬場のこと。赤十字病院跡地(新川 435・7番地付近)からやーじ商庖の北

東側一帯に位置していた。現在は、住宅開発が進みその跡を伺うことはできない。

かつては、松林が繁茂する広場で、普段は集落の住民らが自らの愛馬を持ち寄

り、足の速さを競わせて楽しんでいた場所であった。ウマパでは、競馬の他に松

* 17入嵩西消佐『八寿を迎えて・新川村と共に・J2001、p.184
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の椴校を利用して、盛年祭に使用する大綱の製作や旧l跨9月のウシインマヌヨイ

の祭場として活用されていた。また、入潟西m佐 (2001) は f競馬を主体に、新

川村の文化遺産である南風ぬ島カンタ一線、イリクヌ太鼓、クームッサ一、七月

念仏踊り空宇の保存縦承の為に、毎年|日暦 7月お盆の笠日に同馬場で開催されてい

た。その{也、恒例のfi年祭の大綱作りも馬場を使用し、新川村に於いては大変ill

要な場所であった。J・18 と述べている。

大綱製作は、戦後アーラチィンマーセ一、 イーラチィン7 ーセーへと場所を移

す。

②アーラティンマーセ一、イーラチィンマーセー

市街地を抜ける Y字路(もしくはX字路)の分岐点に石患を積み回 し、アコウ

やガジュマノレなどの樹木を植えである所をチィンマーセーという 。ホ19 ムラの出

入り口になる星通所である。両チィンマーセーは、集結の西端部に位置している(写

真 9、10参照)。

アーラ(東)チィ ンマーセーは、元底l1組の前に{立!ll・20 して、イーラチィン

マーセーより東方にあることからそう呼ばれている。一方、イ ーラ(西)チィン

マーセーは、やーじ閥!日狗に位位し、アーラチィンマーセーより西方にあること

からそう呼ばれている。

かつては、盛年祭に使用する大綱の製作を行う祭場であった。アーラチィンマ

ーセーでは級制を、イーラチィンマーセーでは雌綱を作った。

.18注 17、問，Ifo p.1l2 

・19 宮城信男『石Jli.;lrJ'8刊Id2003、p.573
吋0 平成 21 年度以近~l*型新川線街路改良工事 (ffi 4 J二区)の道路鉱狼lこl'ドって、
本来の場所から来日。lへ数メー トル移動している。また、将1みlillした石Jliは、数回程iみ
iITされている。
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最寄りの意。祭杷全般の準備を執り行う祭場である。ピギドウンヤクシャ(男

役者。男性祭把組織)およびミードゥンヤクシャのシジャヤク(兄・姉役)に当

たる者の住居(シジャヤクは両組織に 2人ずついて、その内の 1人の住居)をム

イノレと称する。ムイ Jレの選定には、屋敷の間取り及び前庭が広いことやクモーヤ

ー(大工家)より西方に設置することなどの規定がある。

豊年祭の期間中、ピギドウンヤクシャのムイルでは、手先の器用な人が数人集

まり旗頭の製作や道具・衣裳の準備がされ、また芸能の練習も行われた。その他、

ユーニガイの前夜は同所の前庭でシィクミ(予行演習)も行われた。昭和 23(1948)

年に、ピギドウンヤクシャという組織は解消されるが、それ以降もマフタネー*21

域内の民家を指定してムイルは設置されていた。昭和 30(1955)年のヤームリ

ィヤー(山盛家)での設置を最後に、以後公民館へと祭場は移る。

一方、ミードウンヤクシャのムイルは、現在も毎年設置されていてユーヌシュ

ピに献撰するプンヌスー *22の調理場や豊年祭のプガリノーシィ(慰労会)等の

場として使用されている。

[2]祭罷組織

祭把組織は、御撮の祭把を主宰する (1、神役組織〉と、集落の成員で構成す

る (2、一般組織〉から成る。神役組織は、御織に属するチィカサを中心に構成

される。一般組織は、基本的に上からミードウンヤクシャ・ピギドウンヤクシャ、

ウヤジュー(親衆。古老)、フダニン(札人。生産人)で構成される(されていた)。

しかし、集落に住む人々の生活様式の変化や多様な価値観の個性化に伴って、

今日ではこのような組織形態も変容している。一般組織に至っては、近代化の波

に押され解消された役柄もある。具体的にはピギドウンヤクシャがそれにあたり、

昭和 23年頃を最後に同職は字会(自治組織)の役員に移管された。また、婦人

会という組織も新たに加わった。ここでは、先述した基本的な(かつての)祭館

組織について概観する。

1、神役組織

(1)チィカサ

御搬の神を飽り、神と人間を繋ぐ女性神役(神女)。ムラでは『チィカサj と

称する。チィカサは神事の際、カンヨージィ(神響。別名・カンジーファー)、カ

ンサジィ(神鉢巻)、チョーキン(自朝衣)、コーパコ(香箱。線香と米の入った

.21東から西へのびる市道 4号線の北側付近に居住する百姓(農民)地域の呼称。ム

ラでは fマフタJ又は『マフタネーJと呼ぶ。主に石垣中学校西側に面する 5町内を
中心とする地域。
.22 7種類の野菜や海草を味噌で和えて 9つの器に盛り付けた神慢のこと。
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長方形の木箱)の 4点を持参する。普段の祈願は、カンヨージィを髪に挿してチ

ョーキンをまとい、コーパコを前にして拝みに臨む。カンサジィは、旧暦 6月の

ユーニガイのみ頭に巻く。任期はおよそ 25年から 30年。就任は、神託が降ると

カンピラキ(神聞き)と称する就任儀礼を行い、就任から一定の期間を過ぎると

カンヨイ(神祝b、)を行う。そして、引退の際はカンシュピ(神の首尾)を行い、

役を終える。紙幅の都合上、ここではカンピラキとカンヨイの内容についての概

略を記す。

カンピラキは、前任のチィカサとともに御嫌に飽り、カンフチィ(神口)、ニ

ガイフチィ{願い口)と呼ばれる祈りのことば(呪詞)や祭杷の内容をはじめ、

儀礼に関する様々なことを伝授される。そして、前任のチィカサにカンヨージィ

を挿してもらい、チョーキンを着せてもらうと晴れて就任となる、という。

カンヨイは、自宅の庭に茅葺の小屋(通称・トゥマヤー(苫家))を仕立て、

そこで 3日開館る。その際、牛 1頭を潰して、頭、四足、尻尾を献ずるとともに、

牛肉を使用したプンヌスーを供える。 3日間のお飽りが終わると、芭蕉の葉で舟

を作り、牛の頭、四足、尻尾さらにプンヌスーの御初を載せて、南西方向の海*23

に流すという。

長崎御畿

平成 15(2003)年に先代のチィカサ・崎枝キヨさんが他界されて以降、現在

までチィカサの継承は途絶えている。そのため、同御織に何人のチィカサが属し、

どのような役割を担っていたのか、ということについて今のところ確認すること

はできな"'0しかし、昭和 36(1961)年から約 1年間に亘り調査された『のろ

調査資料J(1990)には、同御織の神役組織について『山当り、世の主、水の主、

シダウ役、カマンガ一、各一名Jと記録され、また『山当り・世の主は譜久盛ナ

ベマと本家の上原サカイとが共有している。j と記されている。昭和 40(1965) 

年に撮影された写真には、座する 7人のチィカサが写っている(写真 11参照)。

これらの資料からも複数のチィカサが同御搬に属していたことが確認できる。

真乙姥御畿

第 17代ユーヌヌシィ(世の主)にあたる前里慶子さんが専任のチィカサとし

て、現在、年中祭肥を司る。『のろ調査資料』には、『山当り(1人)、世の主(1 

*23長崎御繊のチィカサ(崎枝さん)のカンシュピは、冨崎灯台の麓にある湾(西方

に聞けるようにできた湾)から南西方向に向けて舟を流したという。
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企 {写真 11 長崎御以のチィカサたち (ru~lJ在から、崎校キヨさん、 不明、 裕久盛

ナベマさん、 lI3ぬノプさん、長崎さん、我謝ハツさん、IJJ1]¥フジさん(水の主)。立

後列は、ミードウンヤクシャ 並びに字会役只の併さん))

昭和 40(19G5)年似彬(寸'.).'ilJ，占供 ・淡月JI君氏)

企 {写Jl12 ミシャグパーシィ儀礼を行う点乙姥御滋のチィカサたち{央、 宇部氏

ヨシさん. 1三II可、 n境q.'，光さん)) 

平成 3 ( 1 991 ) 年後l~ (1J.ι工総供:石川絢子氏)
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人)、カマンガー(1人、司の補佐役)、ケライ(1人)、シダウ(1人)、アンス

サリ(ウキィディのアンと称す。ホールザ一、即ち大阿母のお伴をする)J *24 と

複数の神職名が記録されている。また、前里さん自身も『各香炉によって専任の

チィカサがいたj と述べていることから、かつては多くのチィカサが同御織に属

していたことが伺える。また、世の主はプーリヤー(黒島家)の父方の系統より

誕生し、その他、同家の氏子のなかから「ティーナラピJと称する神役も出る(出

た)という。

平成 6(1994)年のショングヮジィニガイ(正月願い)において、真境名光さ

んから仲桝成子さんへヤマアタリの代替わり "'25 が行われ、宇都宮ヨシさんから

前里慶子さんへユーヌヌシィの代替わりが行われている句6 。

2、一般組織

(1 )ミードゥンヤクシャ

女役者の意。マフタネーに住む婦人らで編成される女性祭記組織。主に長崎御

搬における祭肥の単備やチィカサの補佐役を務める。ムラでは「ミードゥンヤク

シヤJ又は『ヤクシヤJと称する。上からシジャヤク、ナカヤク、ウトウドゥヤ

クに分かれ、各 2人ずつの計 6人で組織される。マフタネーに住む婦人のなかか

ら人選され、年齢階梯によって昇進していく。任期は 1年。旧暦 10月のジュン

グヮジィタカピに始まり、翌年の旧暦 8月のハチィングヮジィニガイ(八月願い)

で役を終える。現在、長崎御織のチィカサが空位のため、主に同組織が祈願を行

っている。

また、同組織を下支えする集団に〈婦人部〉がある。婦人部は、婦人会とは異

なりマフタネーに住む婦人を中心に構成される。主な役割は、ユーヌシュピに献

候するスーの仕込みならびに盛付け作業への参加、ユーニガイの奉納芸能への出

演などがある。

シジャヤク

2人。姉役の意。 70歳以上の者が担う。現在、長崎御撮のチィカサが空位のた

め、年中祭飽の願い口はシジャヤクが唱えている。また、豊年祭ではミジィヌヌ

シィの役を 2人が担う。その他、シジャヤク宅はミードゥンヤクシャのムイノレと

なり、新暦 1月に行われる婦人部の新年会、ユーヌシュピに使用するス一作り、

豊年祭のサンダミ(収支決算)及び慰労会などの場として提供される。

事 24 中山盛茂・富村真演・宮城永昌『のろ鯛査資料~ 1990、p.167
*25ヤマアタリに就任した仲桝さんは、その後 1年足らずでチィカサ職を退いている。
理由は、同御織の後継ぎではないという神託が降りたためであるという。
*26仲唐平八 f平成 5・6年度祭事関係記録新川字会J1994 
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ナカヤク

2人。中役の意。 50歳から 70歳程度のものが担う。一人は夫婦健在の者、一

人は未亡人や離別している者から人選して役にあてることが多い。豊年祭では、

ナカヤクの内、夫婦健在な婦人が、アヒャー綱の儀礼のプノレ棒(貫棒)を貫く役

を担う。そのため、以上のような人選を行っている。

ウトウドウヤク

2人。妹役の意。 30歳から 50歳程度のものが担う。ヤクシャのなかでも主に

下働きを務める。

(2) ピギドウンヤクシャ

男役者の意。マフタネーに住む人々で編成される男性祭杷組織。集落の代表で、

主に年中祭認に参加する。任期は 1年。ムラでは「ピギドウンヤクシヤ j あるい

は「ムラヤクシヤJと称する。昭和 23年頃までは、上からシジャヤ夕、ナカヤ

ク、ウトウドウヤク、キュージィニンに分かれ、各 2人ずつの計 8人で組織され

ていた。しかし、昭和 23年以降、集落の祭事執行がマフタネー主体(農民主体)

から字会主体へと変わったことをきっかけに同組織は解消され、役職は字会役員

の会長、副会長へと移管された。現在、同組織が存在しないため、ここでは当時

の経験者からの聞き取りをもとに役目の一端を記述する。

シジャヤク

2人。兄役の意。主に 70歳以上の者が担う。豊年祭のミシャグパーシィ儀礼で

は、最前列に座して《ミシャグパーシィ》の歌謡をうたうとともに、チィカサと

のやり取りを担う。

ナカヤク

2人。中役の意。 50歳から 70歳程度の者が担う。豊年祭のミシャグパーシイ

儀礼では、シジャヤクの後列に座り、共に歌踏をうたう。

ウトウドゥヤク

2人。弟役の意。 30歳から 50歳程度の者が担う。豊年祭では供物の準備等に

徹し、次年度のナカヤクに昇進するため、儀礼の手順や歌揺を覚える。ミシャグ

パーシィ儀礼では、ナカヤクの後列に座す。歌謡はうたわない。

キュージィニン

2人。給仕人の意。 30歳前後のものが担う。ムラのなかでも品行方正な青年が
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役に選ばれる。祭記における種々の準備を行う。豊年祭では、型を担いで各戸を

廻り、フパナグシ(初穂酒)やグシャークマイ(五勺米)を回収する役を担う。

現在の給仕人とは性格が異なる。

(3)ウヤジュー

親衆の意。古老のことをいう。フダニンを解かれた者で、 50歳以上の者が属す

る。しかし、現在は平均寿命が伸びたことから主に 70歳以上のものが成ってい

る。主な役割は、ムラ行事全般の顧問役で、年中祭把の日取り決めやフパナアギ

(初穂上げ)、ユーニガイ、シィシイマチィリィ(獅子祭り)、ウシィンマヌヨイ

等の祭偲への参加、豊年祭の芸能や歌の指導及び助言、サンダミや反省会への参

加などがある。

(4) フダ=ン

札人(生産人)の意。 16歳から 49歳までの人々が属する。しかし、現在は 70

歳以下の人々をそう呼んでいる。ムラ行事では、準備から裏方までの仕事をフダ

ニンが担う。豊年祭では、かつて若い男性は各控所で使用する薪取り、女性は控

所での茶汲み等の仕事もあった。 *27 また、各戸を巡って稲葉を回収する役や裂

を担いで酒を徴収する役もあった。

近年、同組織に対する意識は希薄化している。

[3]年中祭iB

V次の月日は、すべて旧暦である。なお、新川集落の 1年間の祈願は、 8月の八

月願いから始まり、翌年 6月の豊年祭(世の首尾、初穂上げ、世願b、)で終了

する、という農耕暦に依拠する考え方が基本的にある。しかし、本稿では 1月

から月 JI聞に整理した。

V日取りは、干支に則り選定される。基本的な選定方法は次の通りである。

集落の災厄被いや住民の健康祈願といった村落共同体に関わる祭把(正月願

い、二月崇ペ、八月願い、十月崇ベ)は、庚、辛、甲、乙のいずれかの日を当

て、農耕に関する祭把(草葉願い、草葉物忌、中願い、畦の物忌、種子取)は、

突、壬のいずれかの日を当てる。また、 fフーリィ j 或は『プーリィ J と言わ

れる豊年祭(世の首尾、初穂上げ、世願い)は、突、甲の日を当て、牛馬の祝

いは、己丑の日を当てる。獅子祭りのみ、旧暦である。

以下に記す干支は、平成 23年度の日取りである。

V現在の祭把執行者は次の通りである。

*27注目、同番。 p.157
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長崎御織は、チィカサ、ミードクンヤクシャ、字会役員。真乙姥御織は、チ

ィカサ、字会役員の妻、字会役員である。

Vまた、両御掛のチィカサは毎月 1日と 15日に御織(主にウプ}内の滑掃なら

ぴに集落に住む人々の健康祈願と豊作祈願をしている(長崎御織はチィカサが

空位のため、現在は行われていない)。

1月 庚、辛 ショングヮジィニガイ(正月願い)

2月辛

奨

3月壬

祭場:新生井戸、長崎御殿/真乙姥御掛

…村人の健康祈願。両御織では、ユングムリィ(夜健り)が

行われる。長崎御掛は午後 7時頃から、真乙姥御織は午後 8

時頃から、線香、大酒(泡盛)、花米、掴米、決米、茶菓子

等を献懐して祈願する。また、各戸の婦人は夜飽り入りの夜、

香花(一重の重箱に米 1合、沖縄香 1巻、御祝儀を入れて風

呂敷で包んだもの)を携えて御搬めぐりをする。翌朝は、字

会役員の出席でアサエガイ(朝願い)の祈願を行う。

ニングヮジィタカピ(二月崇ペ)

祭場:新生井戸、長崎御撮/真乙姥御掛

…稲の害虫融いならびに村人の健康祈願。旧暦 2月は、稲の

植え付けがほぼ終了することから、田植えの終了報告と稲の

成長祈願も共にされる。長崎御畿では、午前 7時頃から線香、

大酒、花米、掴米、洗米、茶菓子等を献傑して祈願する。真

乙姥御搬では、午前 8時頃から線香、大酒、花米、掴米、神酒

(白濁酒)、小魚、塩、にんにく、パラザン・ウキザン(藁

の芯を数本束ねて円形状に結わえたものに茶菓子等を献鎮

して祈願する。また、御織の鳥居に塩、にんにく、 黒綱、

紙垂を吊るしたチィピナージィナを張る。かつては、牛の肝、

にんにく、塩を吊るして集落の境目に張った。

フサパニガイ(草葉願b、)

祭場:新生井戸、長崎御掛

…稲の害虫蹴い。午前 7時頃から、線香、大酒、花米、掴米、

茶菓子、洗米等を献鰻して祈願する。また、チィカサの先唱

で字会役員は、一番鶏、二番鶏、三番鶏の鳴き真似をする。

フサパムヌン(草葉物忌)

祭場:新生井戸、長崎御掛

…稲の害虫蹴いならびに生育祈願。 2月のフサパニガイと同

様に、午前 7時頃から線香、大酒、花米、掲米、洗米、茶菓
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4月発

5月壬

子等を献慢して祈願する。また、チィカサの先唱で宇会役員

は、一番鶏、二番鶏、三番婦の鳴き真似をする。

同祭記を境に、インドゥミ(海留め)、ヤマドゥミ(山留

め)と称して、山に入り樹木の伐採を行うことや海に入り漁

をすることが禁じられる。

また、各国畑ではサンヌファ(申の方角。南西)の角に、

サン(長さ 1m程のススキ8本の葉先を十文字に結んだもの)

を立てて祈願する。

ナカニガイ(中願い)

祭場:新生井戸、長崎御搬/真乙姥御掛

…稲の生育状況の確認と今後の成長祈願。長崎御織では午前

7時頃から、真乙姥御掛では午前 8時頃から、線香、大酒、

花米、掴米、洗米、茶菓子等を献候して祈願する。

フルジィンムヌン(畦の物忌)

祭場:新生井戸、長崎御撮

…稲の害虫蹴いならびに生育祈願。午前 7時頃から、線香、

大酒、花米、洗米、茶菓子等を献慨して祈願する。また、今

年初めて収種したシィクマ(初穂)も共に献じて豊作感謝と

収穫の無事を願う祈願も行なわれる。このシィクマは、字会

役員(祭事係)が保管してユーニガイの五穀に使用する。

この日を境に、フサパムヌンからの禁忌が解かれて、山や

海に入ることが許される。鳴り物も自由となる。

6月 突、甲 ユーヌシュピ(世の首尾。豊年祭)

祭場:新生井戸、長崎御様、ナーイ/真乙姥御織

…農耕暦の結びの儀礼で、ユングムリィをして願解きをする。

また、クナチィユー(来夏世)の豊年も祈願する。長崎御搬

では午後 7時から、真乙姥御織では午後 8時から、線香、大

酒、花米、掴米、洗米、自餅、茶菓子等を献慢して祈願する。

祈願は主に 3回行われ、ユーネンニガイ(夜願い)、アサエ

ガイ(朝願い)、プンヌスーニガイ{プンヌスー願い)と称

する。プンヌスーニガイでは、神前にプンヌスーと神酒を献

じて祈願が行われる。各戸の婦人は、夜傭り入りの夜、香花

を携えて御掛めぐりをする。

夜傭り明けの朝、長崎御撤では、御掛での祈願が済むとナ

ーイに祭場を移し、ナーイニガイを行う。
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突 フパナアギ(初穂上げ。豊年祭)

祭場:新生井戸、長崎御撮

…収穫儀礼。稲の収穫が終了したことを神に報告し、今年 1

年が豊作に恵まれた事を感謝する。午後 1時頃から、線香、

大酒、小魚、花米、掴米、洗米、神酒、塩、パラザン・ウキ

ザン、ブパナ(初穂餅)、茶菓子等を献慢して、チィカサ、

字会役員、ウヤジュー、有志者らの参加のもと執り行う。ま

た、《ミシャグパーシィ》の歌縮もうたわれる。

甲 ユーニガイ(世願い。豊年祭)

祭場:新生井戸、長崎御掛/真乙姥御撮/水の主家(西の祭場)

一これから始まる 1年の豊穣を祈願する儀礼。真乙姥御鎌で

は、この目、線香、大酒、花米、神酒、塩、パラザン・ウキ

ザン、小魚等を献じて、午前 10時頃から同御組員のフパナア

ギの儀礼を行う。その際、《ミシャグパーシィ》の歌謡をう

たう。午後からは、ユーニガイの儀礼に移り、長崎御掛では

午後 1時頃から、真乙姥御搬では午後 3時頃から線香、大酒、

花米、掴米、茶菓子等を献傾して祈願する。また、この日は

旗頭が登場し、長崎御搬、真乙姥御獄、水の主家と祭場を移

動しながらスナイ(奉納芸能)や五穀の種子授けの儀、アヒ

ャー綱、チィナヌミン、綱曳き等の予祝芸能が盛んに繰り広

げられる。

7月 シィシイマチィリィ(獅子祭り)

祭場:新築住宅

…旧盆の送り日 (15日)に行う。災厄繊いならびに村人の健

康祈願。今年新築した住居に字会役員、ウヤジューらが集っ

て行う。男性主体の祭記である。床の間に、獅子頭 2体(雄・

雌)、太鼓、銅鍵を飾り、線香、大酒、花米、神酒、塩、天

ぷら等を献僻して祈願する。はじめに、ウヤジューのなかで

も年長の 2人によってフチィカザリィ(口飾。呪詞)が唱え

られ、そのあと、太鼓と銅鍵のリズムに合わせて《シチィン

グヮジィニンプジャー(七月念仏)))、《トタンギャーラ》、《ミ

リィクヌウタ(弥勅の歌)))、《ヤーラーョー》の歌謡をうた

つ。

ここで、昭和 55(1980)年に新川在住の大工武雄さんより獅子祭りの口飾を

採録した貴重な資料が、新川字会(祭事係)の保管する資料集のなかに収められ
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ているので紹介したい。同資料は、文学的価値もさることながら被取材者が他界

された今日、当時唱えられていた口飾を確認する資料であるとともに、同祭記に

ついての理解をより深化させる資料である。そのため今回掲載することにした。

なお、一次資料はカタカナ表記を基本に一部漢字を用いている。したがって、

本稿では、ムラの古老に音声確認を行い、カタカナ及び宛漢字による表記をひら

がなに置き換え、宮良嘗壮『八重山語葉.!l(1930)の表記法に基づいて再記述し

た。また、訳は筆者が新たに付した。

シィシイマチィリィヌフチィカザリィ(獅子祭りの口飾)

〈調章〉

しいしいぬかんぬまい

しいしいまちいりいゆ

あぎちいけんや

しいきうけーとーり

しちいんぐわじいなんが

しいしい みりいくぬ

まちいりいゆ

しーあぎそーや

むらじゅーゆ

かりー ちいけーたぽーり

ゃなかじいぬ く一ばん

しいまぬ すとーまかい

ばらしたぽーりてい

むらじゅ一かい

はなしいきいゅん

かからしたぽーんな

どうーがんじいーさ

あらしたぽーりてい

いいくとうたんがー

あらしたぽーりとうぬ

にがいゆー

〈訳)

獅子の神様

獅子祭りを

致しますから

聞き届けて下さい

(旧暦)七月に

獅子、弥鞠の

祭りを

して差し上げているのは

村中に

嘉例をつけてください

悪い風が来ても

シマの外へ

織ってくださって

村中へ

風邪さえも

揺らせないでください

体を頑丈に

あらせてくださって

良いことだけ

あらしてくださいという

願いです

8月 甲、乙 ハチィングヮジィニガイ(八月願い)

祭場:新生井戸、長崎御織/真乙姥御搬
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…農耕暦の始めの祈願で、両御織ともユングムリィを行い今

年の豊穣と村人の健康祈願をする。長崎御級では午後 7時頃

から、真乙姥御掛では午後 8時頃から、線香、大酒、花米、

掴米、洗米、茶菓子等を献傑して祈願する。各戸の婦人は、

夜健り入りの夜、香花を携えて御掠めぐりをする。

長崎御嫌では、夜飽り明けの朝願いでクングヮジイクニチ

イ(九月九日)の祈願と、苧の豊作を願うアッコンヌニガイ

(芋の願い)の祈願も合わせて行う。そのため、クングヮジ

イクニチィの祈願では、各香炉の花瓶に菊を 1輪挿すととも

に、菊の葉を 1枚浮かべた菊酒を献傑する。また、アッコン

ヌニガイの祈願では 5個から 7個の芋を神前に供える。

真乙姥御織では、 6月のユーニガイで使用した五穀の種籾

をチィカサが事前にほぐして持参し、神前に献じて植える。

己丑 ウシィンマヌヨイ(牛馬の祝い)

10月乙

11月 壬

祭場:フック嶺岡

…牛馬の繁昌と無病息災の祈願。午後 3時頃から字会役員、

ウヤジュー、畜産農家の人々が集って祈願する。男性主体の

祭杷である。供物は、主に線香、大酒、神酒、白餅、塩、小

魚である。はじめに、ウヤジューの中でも年長の 2人が口飾

を唱え、そのあと参加者全員で《フサギヌウシィナーマユン

タ(冨崎の牛なーまユンタ)))をうたう。

ジュングヮジィタカピ(十月崇ベ)

祭場:新生井戸、長崎御緑、ナーイ/真乙姥御搬

…集落の災厄誠いならびに村人の健康祈願。長崎御撮では、

午後 2時から線香、大酒、花米、掴花、音色米、茶菓子等を献

慢して祈願する。真乙姥御掛では、午後 3時から線香、大酒、

花米、掴花、神酒、小魚、底、にんにく、パラザン・ウキザ

ン、茶菓子等を献銀して祈願する。また、ニングヮジィタカ

ピと同様に、長崎、真乙姥両御織の鳥居にチィピナージィナ

を張る。長崎御撮では、御掛での祈願が済むとナーイに祭場

を移し、ナーイエガイを行う。

タニドゥリィ(種子取)

祭場:新生井戸、長崎御織、ナーイ

…稲の播種祭。午前 7時頃から、線香、大酒、花米、掴米、

神酒、小魚、塩、にんにく、干瓢の妙め物、綬米で作った白
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イパチィ、楠米で作った赤イパチィ等を献慢して祈願する。

また、チィカサの先唱で字会役員は、一番鶏、二番鶏、三番

鶏の鳴き真似をする。御織での祈願のあとナーイに祭場を移

し、ナーイニガイを行う。

かつては、ソージィムリィ、ンナティナ一、ヤドゥレーと

呼ばれる共同首代や各戸の苗代でも祈願されていた。

その他、臨時的な祭配に{雨乞b、〉がある。『アマエガイ(雨願い}J或は『ア

マグイ{雨乞い}Jと称する同祭把は、主にシナアゲ(砂上げ)とピータキ(火焚

き)の儀礼から成る。シナアゲは、各戸総出で集落の前の浜から砂を運び、御織

の境内に山積みにする。その砂山を皆で取り囲み《雨乞いの歌》をうたう。それ

でも雨が降らない場合は、ピータキの儀礼に移る。前勢岳の西方にあるムイパカ

の頂上に登り火焚きを行う。それでも効果がない場合は、チィカサらが「オモト

テラスの神水を汲み、それを御搬の神に捧げて降雨を祈った。J*28 という。

まとめ

以上、村落レベルで機能する祭場、祭組組織、年中祭偲をみてきた。これらを

基に祭胞の構造を体系的に示すと図 Sのようになる。

ここで、その他の特徴も含めてまとめると次のことがいえる。

①年中祭肥のサイクルは、農耕暦と旧暦が重層的に交わる形で成されている。

②年中祭認の日取りは、主に干支を基準に定めている。(獅子祭り〉のみ旧暦で

ある。

③村落祭偲は、 (1)農耕(主に稲作)に関する祈願、 (2)村落共同体に関する

祈願、 (3)牛馬(畜産)に関する祈願、の 3つを要素としている。

④その中でも農耕に閲する祈願は、主に御織で行われている。

⑤しかし、各御搬(長崎、真乙姥両御搬)の有する性格は、必ずしも同一ではな

い。というのも、年聞を通して行われる種々の祭記は、基本的にその祭杷の

有する主旨に沿った呪詞を祭司者が唱えて祈願する。だが、その呪詞や祭肥

形態は、主に農耕に関する旨{農作物の順鯛な生育の守護を神に依頼するも

の)と村落共同体に関する旨(生産者である住人の健康と集落の繁栄を神に

依頼するもの)の両義性を帯びた形で、実際は成立している。そのことに注

目して両御繊の年中祭偲や儀礼の場で唱えられる呪詞の形態をみてみると、

長崎御織は、農耕に関する祈願が一義的なものとしてあり、その上に村落共

同体に関する祈願が副次的な形で重なりあって成立している。それに対して

*28注 17、問書。 P.175、参照。
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其乙姥御織は、その逆で、村落共同体に関する祈願が一義的なものとしてあ

り、その上に農耕に関する祈願が副次的な形で重なりあって成立している。

この特徴から、長崎御織は、農耕に関する祈願を主眼とした性格をもっ聖地

であり、真乙姥御織は、村落共同体の構成員や村落全体に関する祈願を主眼

図 3
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様{世の首尾〉、〈十月崇ベ〉、〈種子取〉の祭胞に限り、同所で祈願をする。

とした性格の型地であると位置付けられる。また、それは御撮の成立由来から

も裏付けることができる。

⑥年の折目(始めと終わり)に当る祭把は御織で夜飽りをする。具体的に農耕

暦の始めの〈八月願b、〉と結びの〈世の首尾〉、旧暦の始めの(正月願い〉で

ある。
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⑦{厳b、〉を目的とする祭胞は、祭場(御畿を中心とする祭場と御殿以外の祭

場)によって、その目的を叶える手段が異なる。御識を中心とする祭場では、

チィピナージィナを張り、海岸でも祈願をする。それに対して、御掛以外の

祭場では、獅子頭を飾るとともに銅鐸や太鼓を叩いて、旋律を有する歌揺を

うたう。

@旋律を有する歌稲や芸能の演唱を伴う祭偲は、農耕暦の終わりにあたる〈世

の首尾〉から始めの(八月願い〉までの期間に集中している。

今回、村落祭肥に限定してまとめたが、その他に個人(家)レベルの祭杷も集

落にはある。また、本稿で採り上げた個々の祭記についても詳細な調査・記録を

しなければならない。今後の研究課題として本稿を閉じる。
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新川集落における村落レベルの祭場分布図

石そjl 
(1)儀礼を執行する祭場

① マイミジィカー

② アラマ リナー

③ ナーシィキイオン

@ マイチイパーオン

@ ティンピ トゥヌハカ

(2) 儀礼に{寸紡する(していた)然掛

A ウマパ跡地

B アーラチィンマーセー

C イーラチィンマーセー

@ ミジィヌヌシィヤー跡(前道路)

⑦ ナーイ

③ フックンニムリィ
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