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IT'S DRAWN AT KANEMATSU

WHAT'S EMA PROJECT
平成の絵馬プロジェクトという扉を開けた二人に、大絵馬への想いを聞きました。この二人がいなければ、恐らく立ち上がらなかったであろうプロジェクト。そして、その価値とは何か。
絵馬プロジェクトは無形の財産。
今、日本各地で伝統行事や文化財の保存、継承が難しく
なっています。そんななか、昨年行われた武井神社の御柱祭
行列を描いた大絵馬を奉納しようと、氏子町の枠を越えて
市民有志が動き出しました。

武井神社の大絵馬。
長野市中心部では、
武井神社、
湯福神社、
水内大社、
妻科神社
の順番で、
４社が７年ごとに交代で御柱祭を行っています。
とりわけ武井神社の御柱祭行列の様子は、これまでに奉
納された３面の大絵馬に克明に描かれています。いずれも

奉納する絵馬は形のあるものですが、
その完成までの過程

畳２枚分ほどの大きさに描かれていて、当時の町の様子や

は、
善光寺門前町の未来にとって無形の財産となるはずです。

風俗ばかりか、参加している人々の会話や息づかいまで伝
わってくるようです。また描いた絵師の思いや心意気も感
じることができます。
江戸、大正、昭和と引き継がれてきた絵馬に、このたび市

善光寺門前町では初めて御柱祭が行われた万延元（1860）年の行列。参加は12町村、総勢500名。
この13年前、善光寺地震で焼失した拝殿が4日前に完成し、喜びにあふれた御柱祭。

民の願いがこもった平成の絵馬が加わることは、門前町の
歴史にとってもこの上なく貴重なことです。
〈歴史の町長野を紡ぐ会

代表 小林玲子〉

過去を知り、今を未来へ伝えること。
御柱祭が行われた昨年、はじめてこの大絵馬の存在を知
りました。24年前の大絵馬を指さしながら当時を懐かしむ
大先輩方の姿を見た時、私の中でこの祭りやまち、長野の歴
史が一気に身近な存在へと変わった気がしました。

中央通りが拡張され、街並みが整備された後の大正15（1926）年の行列。参加は16町、約500名。
金砂子のすやり霞に包まれた、大正ロマンあふれる御柱祭。

これまでの大絵馬は、まちの賑わいがいきいきと表現さ
れている素晴らしい大絵馬ばかりです。しかし、御柱祭が行
われても大絵馬が奉納されていない時代もあり、大絵馬は
簡単に奉納されてきたものでないことも想像できます。
それでも、
私たちは平成の大絵馬をつくりたいと考えました。
大変なこともあるけれど、大好きで楽しい自分たちのまち
を、今を生きるたくさんの人の手で、未来へ伝えていこうと
すること自体が、私たち自身とまちとの距離を、もっともっ
と親しみのあるものにしてくれるはずだと思います。
平成の武井神社御柱祭の様子（平成22年）

〈絵馬プロジェクト

代表 宮本 圭〉

大正15年以来61年ぶりに行われた昭和61
（1986）年の御柱祭。参加は20町、総勢529名。
長野市がオリンピック招致に動き出したころ。行列の区切りはビルで、大きな開発前の御柱祭。

ARTIST INTERVIEW

OZ / 尾頭 / KEISUKE YAMAGUCHI
10年で200近いのライブペイントをこなしてきたアーティスト・OZ。約半年という長期間にわたり公開制作を行い、平成の大絵馬を完成させた「絵師」の想いとは。
最初に絵馬制作の打診があった時、どう感じましたか。

家で練習していました。自分にとってストレスがかからな

スイッチを入れ替えるわけです。そういう部分は皆さんに

い描き方を模索して、黙々と。本当はオフレコにしたいんで

もあると思うんですね。

もともと祭り好きだから、絵馬制作のためというわけでは

すが
（笑）
。
まぁ、
自分はこれまで我流で進んできたので、
「自

なく、武井神社の御柱祭も個人的に写真を撮っていたんで

分で何とかするぞ」
と、
家で黙々と鍛錬していました。

す。その後、僕が浮世絵を書いていたことを知っていた宮本
さんから
「このままでは平成の絵馬は制作されないかもし
れない。
OZさん、
描けますか？」と聞かれました。
「描けます

気持ちの部分ではどうですか？
「作品」対
「自分」というより
「大絵馬」対
「大勢の人たち、
その

絵馬にも二面性を
持たせたかった？

絵馬に関わった人たち、善光寺門前町の人たちに、
あえて「言葉」で伝えたいことは何でしょう。
実際に描いた人間は僕一人だけれど、みんなで描いていた
という感覚があります。制作中、何度か覗きに来てくれた人

はい。行列は真面目に描いた、

も、完成した絵馬を見た人も、近所のみなさん全員で描いた

じゃあ、観客は賑やかに、と。お

という感覚。普段、一人で制作している時には感じることの

よ」と答えつつ、
合格祈願とかの小さい絵馬だと思っていま

代表」として描かせてもらっている気持ちでした。だから、

祭りも二面性がありますから

ない感情ですね。制作は終わったけれど、絵馬はこれからま

した。実物の大絵馬を見て驚いたけれども、執着心も生まれ

自分の満足で済ませられるものではない。でもそれは自分

ね。決まり通りに行列している

ちの人たちと一緒に時間を過ごし

たんですよ。あれだけ多くの人数が描かれていることと、と

にとって
（プレッシャーというより）エネルギーとなってい

人とお祭りを楽しんでいる人、
祭

ま す。そ し て、僕 に と っ て

りわけ江戸の絵馬を見て、
時間の重みを感じました。

ました。地域に貢献するという意味でも、アウトプットの仕

りの二面性を絵馬にも残したかっ

も特別な存在であり続

方を見ても、
寄付を募るというのも、
「大絵馬プロジェクト」

た、
という思いはあります。

けると思います。

江戸、
大正、
昭和と3枚の絵馬がありますが。

は新しい制作のカタチだと思います。

絵馬を前にして、自然と帽子を取ってしまった。美術とは別

完成した瞬間、
素材選びには大分時間をかけたと聞いています。 何を思いましたか。

ものだと思いましたね。願いが込められている、人の思いが

板は製材所まで見に行って、白馬の杉の赤身を選びました。

僕自身は自分の身を削ったという感覚が

込もっているものだな、
と。

そこにアクリル性の保護材を薄く塗りました。にじみ防止

本当に強かった。そして、制作が終わった

の目的もあります。江戸、大正の絵馬は岩彩
（日本画を描く

と同時に、絵馬が
「生まれて、進み始めた」と

画材）を使っているのですが、平成の絵馬は自分が使い慣れ

感じたんです。時計の針がガッチャンと動き始

やはり江戸の絵馬が発しているものは群を抜いていました。

これまでの作品に臨んできた気持ちと、今回の
絵馬に臨む気持ちとでは、違いはありましたか。

ているアクリル絵の具にしました。画材店やメーカーにも

めた感覚がありました。僕は筆納めをしたあの時、

これまで制作を公開している期間は、長くて１週間でした。

耐久性が増している新素材であることを確認して
「50年は

あの場にいた7名を、一生忘れることはないだろう

大絵馬では半年もの間、細かい作業を続けるわけですから、

大丈夫、
色は変わらない」とお墨付きをいただいたんですが、

と思います。

普段やっているライブペイントとは筆の持ち方ひとつを

描いている最中、宮本さんが
「100年、150年と残るものだ

取っても違いました。色を入れて、観客一人ひとりを書いて

から」
と言い出して
（笑）
。

いく時、下書きなしで一発で書き込むんです。相当、集中し
て書き込むわけですね。そこにはかなりのエネルギーが注
ぎ込まれています。
描いているうちに、
「作品を完成させる」
という意識から、
「奉納する」というふうにチャンネルが変
わっていきました。

約半年という長期間にわたって作品を手がける
うえで、技術的な難しさはありましたか。
描く線の太さ、
筆圧を毎日均一にしなければなりません。
実は、

画面には妖怪や魑魅魍魎が現れ、
最後には、描いている
自分自身を描き入れるなど、
遊び心を大事にしていますよね。
遊び心を入れていいものかどうか、観客を書き込む時に悩
んでいたんです。人には二面性、表の顔と裏の顔が天秤にか
かることが多いですよね。僕は本名を含め三つの名前を
使っています。それは僕の三面性でもあり、その使い分けで

p r o f il
絵馬師

OZ/尾頭/山口佳祐

山生まれ山育ち
幼少のころより何かを作ることを好み、
2006年までの20年
間を長野で過ごす。
その後、
新潟県長岡市へ拠点を移し、
2001年からライブペイ
ン
トを200本以上こなしながら、
店舗内外装、
展示会等の企
画や出店を行う。
現在は東京都品川区在住。
原始循環思想を軸に万物は円を描きそのイメージは肉体を
通し増幅し続け独自の手法を用い表現し創りはじめる。
自然
の中、
木々や土に触れ、
私は大地に溶け込んでゆく。
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御柱祭、そして絵馬の制作には多くの人たちが携わってきました。絵馬に描かれた人の数だけでも約1500人に上りますが、間接的に関わった人も含めれば、本当に多くの人たちの想い
があります。ここでは様々な立場、役割、年齢の方々から絵馬に対する想いをうかがいました。

名入れ

Step 10

額受制作

から、自分たちのまちの「今」に想いを巡らせることができ

れた御柱祭が絵馬として残ることで、多くの人たちが参加

奉納までの月日を、神聖な気持ちで過ごしました。歴代の絵

たことが、実は大きな収穫だったと思います。先ずは24年

した事実や、そのときの様子をこと細かに後世の人へ伝え

馬を絵解きした私ですが、
この度の体験を通して、
また新たな

後、私たちはどんな気持ちでこの絵馬を見返すことになる

る事ができますし、次世代の人にとっては貴重な資料にも

気持ちで平成の絵馬を絵解きで広めていく決意です。

のか今から楽しみです。

なるので本当にありがたいことだと思います。

NYから門前へ越してきた額縁職人です。門前は古い家が多

門前で百年続く箱山ふとん店の４代目です。大絵馬の額座

福島で生まれ、京都、郡山、長野、大阪、名古屋そして再び長

く、今住んでいるのも大正時代の長屋です。町の雰囲気にも

布団１組を奉納しました。
「ふとん」はみなさんにとって日

野と移り住んできました。長野市内だけで、善光寺門前が

惹かれました。今回は絵馬の額縁を制作しました。オーダー

常生活必需品で人様に見せるものではありません。
『額座布

４ヶ所目の住所になります。根無し草的な生き方をしてき

メイドなので、アーティスト OZさんと意見を出し合いな

団』は全く逆で、多くの方の目に触れるものをお守りするも

た僕が、町並みや、ここに住む人たちの温かさと大らかさに

がら仕事ができて良かったです。額縁に合う木のサイズが

の、歴史に残るものだと妄想しながら製作していました。門

魅了され、人生で初めて「終（つい）の住処」にしたいと思い

中々なかったり、額が大きすぎて工房に入らず、苦労しまし

前におけるふとん屋の存在意義みたいなものを大絵馬に教

ました。子や孫はこの街を出て行ってしまうかもしれませ

た。しかし、100年以上残るものに携われて光栄です。OZさ

えてもらいました。これからもふとん屋として、門前でのお

んが、24年後または48年後、子や孫にこの平成の絵馬の「絵

んの絵を上手く引き立てられるといいと思います。

まつりごとを蔭ながら支えていきたいですね。

解き」
を
“自慢げに”
するのが夢です。

亀崎祐也

額座布団
制作

つぶさに拝見できました。真摯に取り組まれる姿は崇高で、

YUYA KAMEZAKI

S t e p 09

ければならないと思っています。そして、皆の想いが込めら

五十嵐康夫
（八人会）

額制作

嬉しいですね。御柱祭が続いていって欲しいし、守り伝えな

年後、若しくは自分たちが生きていない過去や未来の視点

YASUO IGARASHI

S t e p 08

ジェクトは絵馬奉納が目的ではありましたが、24年後、48

はっとする感動でした。今回、尾頭さんが絵馬を描く過程を、

り やく

安斎高志

S t e p 07

斎藤吉睦

色入れ

それを見て尊いと思う人の姿も尊いのです」と仰いました。

ご

TAKASHI ANZAI

S t e p 06

24年分ため込んだ御 利 益 を、皆さんにお分かちできれば

箱山正一

筆での
下書き

武井神社の祢宜として、御柱祭に馬に乗って参加しました。

命よりも、ずっとずっと遠い未来まで残ります。このプロ

SHOICHI HAKOYAMA

S t e p 05

絵馬に描かれた人や建物、まちの様子は、きっと私たちの寿

モリヤコウジ

板を絵馬用に
加工

昨秋、東京の小石川善光寺を訪れた時のことです。住職が
「よく絵馬には合掌する姿が描かれます。
それは尊い姿ですが、

KOJI MORIYA

S t e p 04

YOSHIMUTSU SAITO

絵馬の
板を選ぶ

宮本圭

S t e p 03

KEI MIYAMOTO

鉛筆での
下書き

小林玲子

S t e p 02

REIKO KOBAYASHI

スケジュールや
構図を決める

MAKING

S t e p 01

西鶴賀で育った「八人会」の皆で御柱祭に参加しました。約20年前、西鶴賀の竹山稲荷神社の祭りで、八木さん（故人）が御神

埼玉在住ですがこの街が大好きで何度も遊びに来ています。

輿の木頭会の16代目会長を務めた時に、役員をやっていた8人が仲良くなったのが結成のきっかけです。年齢はバラバラ

私はいつか、自分の子供や孫と一緒にこの大絵馬を見に来

です。その後も八人会は色々なお祭りに参加してきました。絵馬の中で着ている祭はんてんは、大正時代の絵馬に描かれて

たいです。彼等にこの大絵馬に描かれている長野の街並や、

いる西鶴賀町若衆のはんてんの復刻版です。今回の御柱祭のためにつくりました。長野ではつくってくれるところがなくて、 大好きな地域住民のみなさんのこと、当時、日本でどの様な
Step 11

絵馬奉納

東京の業者に頼みました。抜き型からつくった特注品です。昔は町ごとに祭はんてんがあったけれども、最近はなくなって

事が起こっていたかなどを直接伝えたいのです。その時を

きたのが寂しいですね。現在、２人亡くなって６人の「八人会」ですが、平成の絵馬に描いてもらって嬉しいですね。
何十年に

迎えたら
「あの大絵馬に描かれているカラフルな帽子の人

一度のお祭りを描くことで、地域の絆も強くなるし、後世に残せます。絵馬は、次の代に残していくためにも必要なものだと

は俺だぜ」と胸を張って言えるよう、
まずは今を精一杯生き

思います。

抜いていきたいと思います。
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