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第 82 回日本社会学会大会 報告レジュメ当日配布版      2009/10/11 

伝統芸能の伝承と地域社会 ―三重県鈴鹿市肥田

ひ だ

町の獅子舞伝承を題材に― 

千葉県立鶴舞看護専門学校 平山 眞 

はじめに 目的と方法 

 本報告においては、三重県鈴鹿市肥田町における獅子舞伝承を事例として取り上げ、その概略を示

しつつ、20 世紀後半からの大きな社会変動の中でのその変遷を辿り、地域社会と文化伝承の関係につ

いて考察を加える。 

 民俗芸能に関する研究は民俗学を中心として進められてきたが、1980 年代以降、例えば橋本裕之

［2006］、上野誠［2001］、澁谷美紀［2006］らにより、「信仰の呪縛」「祭との同一視」などとい

った言葉で表現されるような民俗芸能研究全般の本質主義的偏向性が指摘され、そこで無視されてき

た伝承者や、彼らを取り巻く環境などに注目することにより、その乗り越えが試みられている、とい

うのが現状であると考えている。本研究もその流れの中に位置し、地域社会の変動の中で獅子舞伝承

が辿ってきた道のりを、住民サイドの視点で描き出すことを主眼にしている。 

 さて、鈴鹿市肥田町においては、同町に鎮座する宇気比

う き ひ

神社の春秋例祭において、獅子舞が奉納さ

れる。それ以外に演じられる機会は基本的にない。これには現在、小学生から約 50 歳までの男性 20

数名からなる獅子舞保存会のメンバがあたるのだが、20 世紀後半における産業構造の変化や人口流動

といった社会変動の波を大きく被り、後述のように一時は途絶、その後復活はしたもののその存続を

巡って議論が闘わされるなど、幾多の変遷を経てきている。鈴鹿市は 2005 年に市内の伝承団体を集め

た「獅子舞サミット」が開催されるなど、非常に獅子舞が盛んな地域である。それでもなお、後継者

不足、産業構造の変化などにより、途絶に至った例も数多く見られる。以下では、社会変動の中で幾

度か廃絶の危機をくぐり抜けてきた獅子舞伝承が、何故に可能であったのかについて、考えてみたい。 

 ところで、報告者は、2007 年 3 月から 2008 年 9 月までの約 1 年 6 ヶ月の間同地に居住し、この地の

住民の日々の営みを目の当たりにしてきた。また獅子舞保存会にも加入させていただき、獅子舞伝承

の場である例祭前の 2 週間前後の練習に加わり、その中で獅子舞の習得や後継者育成などについての

苦労話などを聞きつつ、2008 年の春秋例祭では実際に獅子舞を舞うという機会を得ることができた。

また、つい先だって行なわれた本年 10 月の例祭を参与観察している。本報告で提示されるデータは主

として、こうした実体験や、保存会メンバからの聴き取りに基づいている。 

 

1. 三重県鈴鹿市肥田町について 

1-1 概略 

 鈴鹿市は三重県の北勢地方に位置し、四日市から鈴鹿市にかけ主として高度経済成長期に誘致され

た工場群の存在を背景とする第 2 次、第 3 次産業従事者が中心を担う地方都市である。 

 肥田町は鈴鹿市の北東部、伊勢湾岸から 3km ほど内陸に入った地点に位置する、伊勢街道の両側に

作られたかつては農業を主生業としていた集落である。2007 年 6 月末の世帯数は 171 戸、人口は 522

人（男 256 人、女 266 人）となっている（住民基本台帳による）。全体として戸数や人口は増加傾向

にあり、少子高齢化もさほど進んでいるとは言えないのだが、これについては特に 1990 年代以降分

譲・建築が進んだ一戸建て住宅数十棟（地番を冠して「X 番地」などと呼ばれる。プライヴァシィを

考慮し以下このように記載する。）及びアパートの居住世帯の存在が大きい。 

 

1-2 肥田町の自治組織 

 三重県内では地域毎の自治組織を「自治会」と称している。肥田自治会は西・北・南という三つの

組に分かれており、各組はそれぞれ更に西（1 組、2 組、8 組、10 組、11 組）、北（3 組、4 組、12

組）、南（5 組、6 組、7 組、13 組）と細分化される。元々8 組からなっていたのだが、X 番地などに
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新たな住宅が増えたためにこれを 10 組から 13 組の 4 組に分け、西北南組にそれぞれ 2 組、1 組、1 組

ずつ割り振った、ということになる。8 組までを旧来の肥田住民、10 組以降を新住民とするなら、自

治会加入の 121 戸のうち前者は 84 戸、後者は 37 戸である。自治会の活動には神社祭祀や各種宗教講

なども含まれており、その維持・継承には約 3 分の 1 を占める新住民の存在が大きな意味を持ってい

る。 

 

2. 獅子舞の伝承 

2-1 肥田町の獅子舞 

 肥田町の獅子舞は宇気比神社の春秋例祭時に奉納される。秋の例祭は春よりも規模が大きいので大

祭とも呼ばれる。獅子頭は大きいものが一体と、現在は主として練習で用いられる小さいものが一体

所有されている。同町での獅子舞は頭を持つ役＝「頭

かしら

」と、胴体部分を表わす油単（オキヌなどと呼

ばれている。）の後部に入る「後舞

あとまい

」役の 2 名、及び頭部に鶏の形を模した冠を被り、扇子やササラ

を持って獅子と対決、あるいは統御する人物を体現する「口取り」の計 3 名で舞われる。これは肥田

町周辺の地域でもほぼ同じ形をとっている。 

 お囃子は 4 名の笛（篠笛）と 1 名の太鼓（左右両面打ち）によって奏される。同町で伝承されてい

る演目としては、「ででんこ」、「舞出し」、「飛び扇」、「咥え扇」、「角

すみ

扇」、「華の舞」があ

る。このうち、華の舞は春の例祭では奉納されない。また、秋の例祭には肥田町住民の家を一軒一軒

回って玄関前で舞われる「門

かど

舞」、及び特定の家の前で舞われる「二十銭」という演目がある。 

 

2-2 獅子舞保存会の概略 

 現在の獅子舞保存会は、26 名から構成されるが（報告者を除く）、やや細かい内訳を書くならば以

下の通りである（2008 年度末）。 

 まず、年齢構成は、小学生 5 名、中学生 3 名、高校生 2 名、18-25 歳 3 名、26-40 歳 0 名、41-45 歳 8

名、46-55 歳 4 名、となる。20 代後半から 30 代後半が皆無、という極端な年齢構成を持っていること

は注目されて良いだろう。18 歳以上は全て社会人で、その内訳は会社員 12 名、自営業 2 名、公務員 1

名である。居住地としては、西組 1 名、北組 7 名、南組 4 名、X 番地等 8 名、矢橋

や ば せ

2 名、となっている。

この中で、矢橋というのは肥田に隣接する地区である。矢橋からの参入には、肥田町での人材難の他

に、同地の獅子舞が途絶えている、ということもその一因としてある。 

 担当する役としては、頭 10 名、口取り 6 名、笛 7 名、太鼓 3 名。口取りは基本的に子供の役なので

小中学生が担当する（ただし、最近復帰した HG さんは大人の口取り役として、ゆくゆくは教育係と

なるべく練習を積んでいる。）。頭と、将来的には頭を担当する可能性が高い口取り役に北組の者が

圧倒的に多いこと、小中高生 10 名のうち 6 名が X 番地、南組の 4 名は 2 名ずつ笛と太鼓に割り振られ

ている、といったところにこの伝承集団の特徴を見て取ることが出来るだろう。 

 保存会長の S さんは西組在住の会社員で、最年長である。2008 年度から同町の会計を勤めている。 

 

2-3 獅子舞の練習 

 獅子舞の練習は、宇気比神社の春秋例祭のそれぞれ約 2 週間前から開始される。場所は宇気比神社

の社屋内、時間は 19:30 前後から 21:00 前後である。子供達は 20:30 までなので、まず口取りを含めた

通し練習から入ることが多い。構成メンバの大半、特にお囃子については 1 名を除き全て社会人であ

るため、練習を欠席するか、あるいは遅刻になることが多く、特に開始直後は録音したお囃子での練

習になることもある。例祭が近づくにつれ指導するベテランの目も厳しくなっていくし、頭の動かし

方、腰の落とし具合、足の運び方といった細かいところにまでチェックが入るようになる。 

 なお、保存会メンバが集合しての練習は年 4 週間程度であるが、実際にはこれだけの期間で舞やお
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囃子を覚えられるものではない。独習のための練習用ヴィデオが存在し、覚えるまでの間、そしてま

た覚えたことを維持するために、メンバは普段からこれを利用するのである。 

 

2-4 獅子舞保存会の変遷 

 さて、肥田町の獅子舞は 30 歳前後のメンバを欠くという構成ながらも安定して維持継承されている

ように見える。但し、それには幾多の変遷があった。かつての担い手であった青年団が高度経済成長

期に入った時期に解散したこともあり、獅子舞も一旦中断している。休眠状態の中、1989 年に宇気比

神社の社屋を建て替えるにあたり、現保存会長 SS さんの父等が先頭に立って元々の青年団有志により

獅子舞保存会（以下、現行の保存会に対して「旧保存会」と記述）を発足させ、獅子舞を復活させた。

この時のメンバは平均 55 歳前後であったという。 

 しかし、1999 年春、旧保存会メンバが高齢になったことなどを理由に、これを解散しようという動

きが出てきた。投票が行なわれ、賛成 13、反対 2 で解散に決定。しかし、旧保存会の「長老たち」も、

「若いメンバでやるならそれも結構」、と言い、更には反対した 2 名が SS さんに（SS さん自身は反

対）、「SS さんが会長をやってくれ。人は集めるから。」と言い、その結果としてこの 3 名（内訳：

頭 2、笛 1）ともう 1 名（太鼓）を中心に人集めが行なわれ、現行の獅子舞保存会が発足したのである。 

 

3. 考察と結論 

 以上に述べてきたように、様々な変遷を経てきた肥田町の獅子舞伝承であるが、それは中間層を欠

くという年齢構成の偏り、練習参加者の慢性的な少なさ、将来見込まれる後継者不足、といった問題

を抱えながらも、活況とまでは言えないものの、比較的安定したものと言い得るであろう。そこには、

旧保存会副会長の父を持つ S さんが 1983 年以降愛知県から出生地である肥田町に復帰していること、

S さんと年齢の近い獅子舞保存に意欲的な 3 名が地元に残っていた、ということが大きく寄与している

と同時に、保存会の中心メンバが、その発足時の小中高生が進学や就職で次々に抜けていく中、X 番

地や隣接地区の子供達を勧誘し、育ててきた、という努力に預かるところが大きい。そこには、地域

社会、特にここでは同学年同士や先輩後輩同士、あるいは親戚づきあいといったネットワークが生き

ている地域社会の存在が文化伝承を支え、かつまた文化伝承の存在が地域社会の再編成・拡張に一定

の働きをするという意味での、相互作用とでも呼びうるものを見て取ることが出来るのである。 
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