左義長まつり
（例年3月14日・15日に近い土・日曜日に開催）
とよとみひでつぐ

近江八幡は織田信長亡きあと豊臣秀次が八幡山城を築き、
それにつれて安土から移住した人々を中心に開かれた町です。
しんちょうこうき

それゆえこの左義長まつりのルーツも安土にあり、
「信長公記」には毎年正月に安土城下にて左義長まつりが盛大に繰り
いしょうかび

広げられ、信長自身も異粧華美な姿で躍り出たと記されています。
ひむれはちまんぐう

町民は、日牟礼八幡宮例祭「八幡まつり」の荘厳さに驚き、開町による新進気鋭の喜びを込め、厄除け、防火の由緒ある
ご神徳を仰ぎ、左義長を八幡宮に奉納したと伝えられています。

Sagicho Festival to recognize Spring in Kokoku

SAGICHO FESTIVAL
(Held every year on the Saturday and Sunday closest to March 14th-15th)
With the construction of the Hachimanyama Castle by Toyotomi Hidetsugu after Oda Nobunaga passed away,
Omihachiman, was established as a town mainly by people who moved from Azuchi.
Therefore, the Sagicho Festival has roots in Azuchi. It is written in the Shincho Koki (Chronicle of Oda Nobunaga)
that the Sagicho Festival was a major event held every New Years at the Azuchi Castle and Nobunaga himself took part
in the dancing in a glamorous manner.
It is said that the town people were surprised at the brilliance of the Hachiman Festival at the Himure Hachimangu
Shrine so they dedicated Sagicho floats in honor of the Hachiman Shrine filled with their newly found joy of establishing
the town to pray to the gods to ward off evil spirits and prevent disasters.

近江八幡左義長保存会

Omihachiman SAGICHO preservation group

滋賀県近江八幡市為心町元9（白雲館 内）

http://www.omi8.com

Omihachiman SAGICHO FESTIVAL
A Wondrous Event

天下 の奇祭

おうみはちまん

近江八幡観光物産協会

国選択無形民俗文化財

National Selected Intangible Folk Cultural Properties
Omihachiman Tourism Association

TEL 0748 32 7003
FAX 0748 31 2393

社団
法人

初日の午後は、
日牟礼八幡宮に参集した十数

昔から現代へ

基の左義長による市内渡御が行われます。午
義長を見られるのもこの時だけです。
また、山

左義長の風景

車の出来栄えを競う審査があり、優勝、準優勝

Sagicho Past and Present

後12時から2時の間、馬場に勢ぞろいした左

など各賞が決められます。
In the afternoon of the first day, there is an imperial
procession of dozens of Sagicho floats gathered at
Himure-Hachimangu Shrine.
The period between 12:00 and 2:00 in the afternoon
is the only time to see the Sagicho floats all
together at the riding grounds. There is a competition
for the dashi centerpiece with the best workmanship
including prizes such as first and second place.

■明治40年頃（大杉町）
1907 (Osugi-cho)

■大正11年（西元町）
1922 (Nishimoto-cho)

■昭和2年 1927
大正天皇崩御で定置の左義長

■昭和12年 1937
初めて優勝旗のできた年

Stationary Sagicho for the passing
away of the Taisho Emperor

Year of the first championship flag

二日目は、それぞれが町を練り歩き、午後
からは神社の境内などで「けんか」
と呼ば
れる左義長同士の「組み合わせ」が繰り広
げられ、エキサイティングなシーンを見る
ことが出来ます。
From the afternoon on the second day, the
floats parade around town and they perform a
kumiawse clashing of floats called a kenka in
which Sagicho floats come together in places
such as the shrine grounds. There are plenty
of exciting highlights to see here.

左義長の制作

祭りのクライマックスは、二日目の夜
午後8時より境内で順次左義長に奉火され、燃え盛る炎の周囲で女装した若衆が「ませ、
ませ」の掛け声と共に

毎年1月中旬頃から始まる左義長づくりは、毎晩各町内

乱舞する様は織田信長の気性を想像させるに余りあります。

で手間や経費を惜しまず行われます。左義長の本体は
新ワラで編んだ高さ約3メートルの三角錘のたいまつ
です。その上に竹を立て細長い赤紙や薬玉、巾着、扇な
どで飾られています。
また、左義長の中心に据え付けら
れた「だし」はその年の干支にちなんだものを海の幸
（海産物）や山の幸（穀物類）
で作られています。

Production of Sagicho floats
Production of Sagicho floats starts around mid-January every
year and is carried out every night in each community without
sparing any effort or expense. The actual Sagicho floats
include 3 meter high triangular spindle torches made with
new straw. Bamboo is placed on the top of this and the float
is decorated with items such as long thin red paper, decorative
paper balls, purses and fans. The dashi centerpiece in the center of the Sagicho float depicts the Chinese zodiac of that
year and is made with blessings from the sea and land (marine products and crops).

The festival climax on the second night
From 8:00 at night, the floats are lit on fire one after another while a group of young men dressed as women chant
“mase mase”. The wild dancing brings to mind the vitality of Oda Nobunaga.

八幡堀周辺案内図

村雲御所瑞龍寺

Murakumogosyozuiryu-ji
Temple

Hachiman moat Guide Map

八幡山
（鶴翼山）

八幡山ロープウェイ

Mt. Hachiman

八幡公園

Mt.Hachiman Ropeway

Hachiman Park

豊臣秀次公銅像 ●

Miyauchi-cho

Hidetsugu Toyotomi Bronze Statue

日牟禮
八幡宮

図書館 ●
Library

Hachiman
Junior High School

音羽町
Otowa-cho

Omihachiman Station North Exit
Tourist Information

近江八幡駅
Omihachiman Station

八幡ステーションホテル
Hachiman Station Hotel

ホテルニューオウミ
Hotel New Omi

至国道８号線
For Route 8

伝統的建造物群 Important Preservation
保存地区
District Of Historic Buildings
観光案内所

Tourist Information

駐車場

Parking

トイレ

Toilet

ホテル

Hotel

JR琵琶湖線
バス停

Bus Stop

至安土城跡

Comfort In Omihachiman

Farmers' Market
Kitekana

For Azuchi-jo Castle Ruins

For Kusatsu

八幡中

出町

近江八幡駅北口観光案内所

For Nishinoko

コンフォートイン近江八幡

至草津

慈 恩 寺 町 通り

Kyoto Bank ●

ファーマーズマーケット
きてか〜な

Vories Memorial Hall
(Reservation Required)

Demachi

グリーンホテルYes近江八幡 Green Hotel Yes Ohmihachiman
ホテルはちまん Hotel Hachiman

京都銀行
ビジネス第一ホテル

●

●

● ヴォーリズ記念館
（要予約）

● 税務署 Tax Office

官庁街
Kanchogai

Business Daiichi Hotel

Jionji-cho-dori Ave
Borderless Art
Museum NO-MA

● 滋賀中央信用金庫

参和会

Sanwakai

ボーダレス・アート
ミュージアム NO-MA

Shigachuou Shinkin Bank

中村町
Nakamura-cho

Vories Gakuen

博 労 町 通り

八幡商業高校

Saiho-ji Temple Hachiman Commercial High School
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ヴォーリズ
学園
第一区

県道多賀

Taga Prefectural Route

Daiikku

Bakuro-cho-dori Ave

Nagahara-cho-dori Ave

西光寺

永 原 町 通り

Hachiman Community Centres

仲屋町
Suwai-cho

● GS

Kajiya-cho 鍛冶屋町

旧八幡郵便局
（ヴォーリズ建築）
●

Suwai-cho-dori Ave

Ishin-cho

● 八幡コミュニティセンター

Hachiman primary school
八商前
Hassyo-mae

Taga Tourism Parking

Former Hachiman Post Office
(Vories Architectural)

仲 屋 町 通り

為心町

Andrews Memorial Hall

Uwai-cho

アンドリュース
記念館

Shinmachi-dori

多賀観光駐車場

Hachiman moat

至 西ノ湖

白雲橋

Hakuun Bridge

魚屋町

Ishin-cho-dori Ave

新町通り

為 心 町 通り

Uwai-cho-dori Ave

八幡小

Shinmachi-dori Ave

小幡上筋
Obatakamisuji

新 町 通り

●

Municipal Museum

26

Association of Museums

大杉町 Osugi-cho

白雲館
● 郷土資料館 Local Museum
Hakuun Hall
旧伴家住宅
● Former Ban
MACHIYA INN
Family Residence
市立資料館
●

Municipal Obata
Tourism Parking

Honmachi-dori Ave

Ikedamachi Western Style
Residential Section
(Vories Architectural)

Ikedamachi-dori Ave

池田町洋風住宅街 ●
（ヴォーリズ建築）

本 町 通り

池 田 町 通り

本町

Honmachi

Obata-cho-dori Ave

本願寺八幡別院

紫竹会

●

Dainiku

● かわらミュージアム

八幡堀

Museum of History and Folklore
●
● 歴史民俗資料館

市営小幡
観光駐車場
小 幡 町 通り

Shichikukai

Kansai Urban Bank

〒

Hongan Hachiman
Branch Temple

関西アーバン銀行

Obata-cho museum mae
小幡町資料館前

新町 Shinmachi

魚屋町通り

Sagicho Museum

Ganjojuin Temple

願成就寺

左義長資料館

Tamaki

池田町

喫茶瓦亭 ●

Coffee Shop Kawaratei

Kangoro Nishikawa Residence

Vories Statue

第二区

Himure
Hachiman-gu shrine

旧西川家住宅 ヴォーリズ像 西川甚五郎本宅
●
●

玉木

Ikedamachi

十區会

明治橋

Former Nishikawa Family Residence

Meiji Bridge

Daijyuikku

新町浜

Shinmachihama

第十一区

Jyukkukai

豊年橋和船乗り場口
（水郷めぐり）
Hounenbashi Wasen Boarding Point
(Suigomeguri)

宮内町

ビジネスホテル
西ノ庄
Business Hotel
Nishinosyo

至彦根

For Hikone

