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序 章 熊谷の歴史と文化財の概要から捉える愛染堂保存修理事業

熊谷市の歴史の幕開けは、旧石器時代と考えられ、豊かな自然に恵まれる中で縄文時代から弥

生時代へと連綿とした人々の営みがあった。古墳時代には国指定史跡「宮塚古墳」をはじめ多く

の古墳が築造され、奈良・平安時代については、西別府に位置する国指定史跡「幡羅官衙遺跡群」

などの存在が確認されており、その当時の歴史を解明するための重要な遺跡に位置付けられてい

る。平安時代以降においては、多くの武士団が出現し、熊谷次郎直実、斎藤別当実盛など後世に

名を残す武士が活躍した。江戸時代には中山道の宿場町として栄え、秩父往還などの街道、さら

に荒川・利根川には渡船場や河岸があり、交通の要衝として発展した。妻沼には国宝「歓喜院聖

天堂」が建造され、日本を代表する装飾建築の美とその歴史を今に伝えている。近代、多くの先

覚者たちが、産業や文化など多方面で活躍し、熊谷地域の発展の基礎を築いた。昭和時代以降、

本市は県北の雄都としての誇りとともに周辺の地域との調和を図りながら、躍動的な産業の発展

と芸術文化の振興が進められた。

本市の歴史を今に伝える多様な文化財と文化遺産はかけがえのない存在であり、様々な政策と

関係があるとともに、郷土の文化振興を進める役割を担っている。近年の熊谷市における文化財

の分野では、妻沼聖天山本殿「歓喜院聖天堂」の国宝指定や、常光院の仏画「絹本著色阿弥陀聖

衆来迎図」の重要文化財指定、「西別府祭祀遺跡出土遺物」及び「諏訪神社本殿」の県文化財指

定、熊谷うちわ祭「熊谷八坂神社祭礼行事」の市文化財指定などをはじめ、市内建造物や伝統芸

能に関する啓発や発信、市内遺跡発掘調査での様々な成果もあり、文化財保護の多様な取り組み

があった。

このような中、寶乗院愛染堂の保存修理事業は特筆すべき意味を持って取り組まれることにな

った。それは本市全体の文化遺産の保存とも関連した地域の信仰と有形の文化財保護の方向性と

密接に関係した多面的かつ複層的な内容を含んでいたといえる。

熊谷市の東部に位置する星宮地区は田園風景が広がり、星川や古宮水路などの水流が地域の風

景を形成している。域内には浄泉寺、梅岩院、古宮神社、三嶋神社などの古社寺や、板石塔婆、

石造物などの歴史・民俗資料が数多く残されている。各社寺が有する文化財も多く、その他、無

形の文化財としても池上獅子舞や下川上獅子舞などの伝統文化が継承されている。この星宮地区

の歴史文化の中に、寶乗院愛染堂の存在がある。愛染堂の歴史的解説は次章以降に委ねることに

なるが、星宮を象徴する文化遺産の一つであると表現することができる。

愛染堂及び安置された愛染明王像の継承は、地域の信仰と深く関わり熊谷市内外を含めた地域

への影響は多大なものであったが、昭和時代前半に盛んになっていた愛染明王信仰も染色業の衰

退とともに信仰集団に変化が見られ、信徒団体は減少した。檀家数が少ない中で地域を中心とし

た信仰の形態も変化し、縁日の開催も危ぶまれ、一旦は休止状態にあった。こうした状況ととも

に愛染堂の老朽化が見られ、２０世紀に入り、屋根の一部が落下するなど毀損状況は悪化してい

た。この建造物の保存不全に対して、現在も残る染色業者をはじめ地域の信仰者、熊谷市の商工

団体関係者を中心に愛染堂保存修理の要望が高まりを見せた。これに対して熊谷市は文化財保存

修理事業の実施を決定し、官民協働による保存修理委員会の運営により、寄附募集や工事計画の

策定・実施が進められた。その間、地元の立正大学など研究機関からの協力も得て、産官学、世

代を超えた愛染堂保護のためのコミュニティが結成されたのである。

この報告書ではこうした愛染堂・愛染明王の毀損から再生に向けての取り組みを可能な限り詳

細に集積することを目的としている。この報告書を通して愛染堂保存修理事業を振り返り、そし

て愛染堂・愛染明王への再認識を深めることで、今後の保存に向けての助力となることを期待し

ている。
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第１章 熊谷市星宮地区の歴史と熊谷市指定有形民俗文化財「愛染明王」「愛染堂」の概要

第１節 星宮地区の歴史

天正１８年（1590）忍城主・成田氏から引き継ぎ、松平家忠の領地となる。

天正２０年（1592）松平忠吉の領地となる。

慶長 ５年（1600）１２月、幕府の直轄領となる。

寛永１０年（1633）忍城主・松平信綱の管轄地。その後、栃木壬生城主で忍城を兼ねた阿部氏が、

忠秋以降の９代正権まで約１８０年に及び支配する地域となる。

文政 ６年（1823）松平忠堯の領となり子孫が幕末まで支配を担う。

第２節 明治以降の星宮地区

明治 ２年 忍藩に属し、忍県、熊谷県以後。

明治 ４年 １１月、埼玉県となる。

明治２２年 池上、下川上、上池守、下池守、皿尾、中里、

小敷田の７ヵ村が合併し星宮村となる。

昭和３０年 ７月２０日、町村合併促進法により、行田市

に編入したが、同年１０月 1日、池上、下川上

が熊谷市に分離合併。

（右図 出典『熊谷市郷土文化会誌 第 45 号』星宮特集号）

第３節 「星宮」地名の起源

（１）７ヵ村合併の際、「北斗妙見信仰」（北極星・北辰への信仰）に基づき、７つの村を北斗七星

に見立てたことによる地名がついた。

（２）村内に数多くのお宮が星のごとく所在していたのでこの地名が生まれた。

（３）７ヵ村合併の際、村内を流れる星川と古宮の地名（神社・水路など）の星と宮を取り「星宮」

とした。

以上三説の伝承があるが、「星宮」地名の起源は（３）が有力説とされている。

また、大字の地名の由来・名義としては、「池上」は中世、埼玉郡内にあった池上郷の遺名を村名

としたもの、「下川上」は昔あった上川上郷が元荒川の変流により３つの村（上川上村、下川上村、

大塚）に分かれた際、上川上村の対応する呼称として下川上村と称したものといわれている。
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第４節 熊谷市指定有形民俗文化財 「愛染明王」

「愛染明王」の概要

本像は、寶乗院愛染堂（熊谷市下川

上）の本尊として伝来したもので、大

同元年（８０６）、日本一木三体の一体

（その他、陸奥国、筑紫国）として造

立されたとの伝承が語り継がれている。

造立の年代については、彫刻の様式

からすると、伝承とは異なるが、江戸

時代前期の造立と解釈しておくことが

妥当と思われる。おそらく江戸の秀逸

なる仏師の手によるものと推察できる。

像高は、髪際高（髪際までの高さ）で

約三尺六寸（１.０９メートル）を計り、

像高１.４５メートルを誇る。台座と合

わせると、半丈六（２.４２メートル）

を超える大きさとなる。この種の大型

の愛染明王像としては、東京五島美術

館所蔵の愛染明王像（像高１.０３メー

トル：鎌倉時代）や鎌倉覚園寺所蔵の

愛染明王像（像高１.０８メートル：南

北朝時代）などがあるが、本像はそれ

よりひと回りも大きく、大きさの点で

は、全国的にも類稀な例である。

仏像の細部に目を向けると、三目六

臂の仏相であり、表面の赤色は実在の

日光の輝きを示している。三目の怒相

は三界（宇宙）の邪悪を払う形相を示

している。六臂の中において左の上手

の拳は、願望を成就することを、右の

上手に蓮華を持つのは汚れを払い円満をもたらすことを意味している。右の中手には五鈷杵（ごこ

しょう）と、左の中手には金剛鈴を持っており、これらは衆生からの救済を願う形仏相である。左

の下手には金剛弓、右の下手には金剛箭（こんごうや）を持ち、これは煩悩などを払い、悲観厭世

の妄心を射抜くことを示している。毛髪の逆立相は魔縁降伏の相を示し、頂に獅子冠は、七曜の吉

凶逆転を予期させるものである。

本像は、近世仏像彫刻の優れた作例の一つであるといった美術的価値をもつとともに、染色業者

による愛染信仰の本尊としての歴史的、民俗的資料価値を有している。愛染明王は、サンスクリッ

ト語では「ラーガ」、「ラーガラージャ」、「マハーラーガ」と称せられている。「ラーガ」とは赤を意

味し、愛欲に例えられている古代インドの神の名である。ラーガの当初の意味は、染付け、着色で

あり、それが転用し愛着や執着の意味をも持つようになった｡ラーガは、色の中に置いても赤色を示

すことが多く、このことが、愛染明王像の身体の色が赤く着色されていることと関係があるように

思われる｡また、日輪を表す円形をしている光背においても、赤色となっている。

[熊谷市有形民俗文化財：1988年（昭和 63）11 月 3日指定]
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第５節 熊谷市指定有形民俗文化財 「藍染絵馬」
あいぞめえ ま

「藍染絵馬」の概要

藍染めを業とする紺屋が商売繁盛、技術向上のため奉納した絵馬。紺屋での作業風景などが詳細

に描かれている。染色関係の絵馬には、天保年間の紺屋の絵馬など４枚あり、熊谷市有形民俗文化

財に指定されている。その中の１枚「藍染の図」には、藍場に甕が２０余り並び、７人の男女がお

のおの違った作業に励んでおり、糸染めの手順に従い、最初の染めから、絞り、染め、絞りといっ

た各人の仕事の様子や服装を見ることができる。他の絵馬には、浸染めする人、庭先で商談するす

る人、意匠に工夫をこらす人、屋外で引き染めをする人といった多様な職人の構図が描かれており、

その多様さから、染色業に関連する愛染明王に対する信仰の一面をうかがうことができる。

[熊谷市有形民俗文化財：1986年（昭和 61）１月１日指定]

紺屋（天保年間）61.0×92.5cm 藍玉作り（明治 16 年）113.0×122.0cm

藍染めの図 31.5×42.0cm 紺屋（天保 10 年）90.6×120.0cm
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第６節 尾高藍香（惇忠）直筆の奉納額

尾高藍香 筆 共進 成業 唯頼 冥護

明治 21 年（1888）

明治２１年（１８８８）に掲げられた額

には、世界遺産「富岡製糸場」の初代場長

の尾高惇忠の筆名「藍香」を目にすること

ができ、当時の製糸・織物業との深い関わ

りも推察できる。西武藍商の名からも、明

治時代以降、藍染業を中心とした業界団体

からの大きな支援があったことが分かる。

表面には、「明治２１年３月８日 共進 成

業 唯頼 冥護 西武藍商等謹白 筆尾高

藍香」と記されている。「共に進みて業を成し、唯（ただ）冥護に頼る」と記され、藍染業の発展に

ついて仏の加護を祈念して奉納されたものと推察される。尾高藍香は、天保元年（１８３０）下手

計村（現在の深谷市下手計）に生まれ、通称、新五郎 惇忠と称し、藍香と号した。青淵（渋沢栄

一）とは従兄弟にあたり、「藍香ありてこそ 青淵あり」と後の人々は称えている。

第７節 愛染明王を支えた信仰と渋沢・尾高との関わり

愛染明王と信仰

本尊の「愛染明王」と「藍染絵馬」は、熊谷市下川上地区にて時代を越えて保存されてきた。江

戸時代以降、「藍染」と「愛染」の関わりから、関東一円の多くの染色業者などが参拝し、養蚕、織

物業者をはじめ、花柳界・木遣り等の額、算額が奉納され、庶民信仰の文化遺産として今に伝えら

れてきた。これらは愛染堂・愛染明王が関東一円からの信仰を受けていたことが分かる歴史的な資

料としても評価できる。

愛染堂と渋沢栄一・尾高惇忠の関わり

額の願主には、養蚕や藍玉の一大生産地だった現在の深谷市域の地名が見えることから、商売繁

盛や業界繁栄の祈願を行っていたことが分かる。その中には、尾高の従兄弟である渋沢栄一の義弟

の市郎や、栄一の伯父で養蚕の改良に力を尽くした渋沢宗助の名前を見ることができ、尾高・渋沢

家の人々を筆頭に現在の市域を越えた交流があったことを明らかにする遺産といえる。

第８節 愛染堂内の奉納額と絵馬群

江戸時代中期以降、愛染堂は染色業者からの信仰や「愛染」から見て取れる恋愛成就の願いが込

められてきた。愛染堂内には奉納額や絵馬が複数掲げられ、その信仰の様子が垣間見える。また、

欄間に組み込まれた彫刻も秀逸で、肉彫りなどの技術が見られる。これらは愛染堂に伝わる多くの

想いや技術を今に伝えている。

愛染明王奉納額 大正７年（1918）

奉納者の銘板。埼玉県、群馬県および関東

近郊、更には江戸の町名も見えることから、

関東一円からの奉納を受けていたことが分か

る。染物業から花柳界、木遣り、とび職など

幅広く信仰されていたことを示す額である。
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算額 明治 15 年（1882）

池上の数学者・夏目算儀の門人である内田馬次

郎を発願主とした奉納算額で、愛染堂内の正面裏

側に置かれている。総檜製の大きな額は上部には

３問の和算、下部には多くの門弟の名と奉納者名

が記されており、師の名声と偉大さがうかがえる。

和算は、図が描かれ、円周を求める計算方法や、

立体の体積を求める計算方法などの記述が推定さ

れる。

（上額拡大図）

堀越雪 兆 筆 騎馬 天保 14年（1843）
ほりこしせっちょう

幕末の文人画家で著名な堀越雪兆（紅澤）が、

騎馬の様子を描いたもので生き生きとした姿がう

かがえる。旧栗原村の紺屋長右衛門他１１名によ

り奉納された絵馬である。地元世話人の名前が額

外に見える。武士の装いも特徴的で、彩色の残り

も良好である。

頼朝院宣拝戴 明治 14 年（1881）
よりともいんぜんはいたい

大将と武士の姿が彩色鮮やかに残る額の右下に

「官軍勝利」とある。「六孫王篠崎八幡宮」や笹竜

胆の家紋などから、清和源氏の流れを汲む源頼朝

公の源平合戦での陣地の様子を描いた奉納額と考

えられる。左下には、奉納者の「北埼郡南篠崎村 杦

田治郎吉」の名と、額裏には１２名の地元世話人

の名前が見える。

算額 大正 9年（1920）

池上の数学者・夏目算儀の門人である持田保次

郎を発願主とした奉納算額。題字は林有章（幽嶂）

が揮毫したものである。上部に１問の和算と、そ

の下には近隣の門人名が小川勘六によって記され

ている。なお、夏目算儀の墓碑は池上の梅岩院に

建立されている。
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小槻正信 画 紺屋奉納絵馬 昭和 61 年（1986）

武州飯能の絵馬師・小槻正信により詳細に紺屋

での作業風景が描かれた奉納絵馬で、願主は羽生

市小松の紺屋中島安男である。

額裏には「この絵馬は、初代鶴吉が明治初年に

氏神の小松神社に奉納したものにて、その当時の

様子を忠実に復原した。昭和六十年夏、四代目康

夫の羽生市無形文化財保持者認定を記念して奉納

するものである。（六十一・一・二十六）」と記さ

れている。

岩田霞岳 筆 伊勢神楽絵馬 明治 13 年（1880） 武家屋敷を描いた絵馬

孔子の図 天保 2年（1831） 愛染明王 明治 15 年（1882）

棟札

（左から）

・平成２８年９月１８日「愛染堂平成の大修理」落慶記銘

・享保１１年１０月１１日「愛染堂建立」入佛記銘

・昭和５３年９月「愛染堂改修」上棟記銘
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第２章 愛染堂保存修理事業に向けた協議と実施報告

第１節 愛染堂の毀損状況

寶乗院「愛染堂」平成２６年２月時点における現状

平成２６年２月７日、市指定文化財「愛染明王」及び「藍染絵馬」の収蔵施設である「寶乗院愛

染堂」（下川上）の状況確認を行った。現在、市指定有形民俗文化財「愛染明王」は、愛染堂に隣接

する下川上自治会館に移動し、安置されている。地元住民の他、熊谷染の藍染業者を中心に厚く信

仰されていた愛染明王であるが、産業構造の変化に伴う「熊谷染」の染色業者の減少などに伴い、

愛染堂への参拝者が少なくなり、また縁日がなくなるなどの状況が窺える。

また、平成１０年頃から愛染堂の屋根部分の崩落が顕著になった。愛染堂が該当する指定文化財

の収蔵施設の修理については、その費用が多額であり管理者の負担に堪えない場合、全体費用に対

する４分の１の額を市から補助する制度がある。このことについて、管理者である實相院の宮﨑憲

田住職に伝えているところではあるが、檀家の減少などに伴い、管理者の費用負担の目途が立って

おらず、修理工事等の実施は難しい状況にある。なお、宮崎住職は改修のための実行委員会を準備

しており、この立ち上げに向けて羽生の染物業者らから協力をしたいとの声も挙がっている。また、

現在のお堂を復元することについては、多額の費用が要することが考えられるほか、現在のお堂全

体の復元は文化財収蔵施設の保存修理補助の枠を超越していると解釈することが妥当であることか

ら、お堂（収蔵施設）を小規模にして建て替えるなどの方法も選択肢の一つであると考えられる。

現在、外部の毀損に徐々に悪化していると推察される。内部には、愛染明王の台座や絵馬が残さ

れており、今後これらの外部への移動が必要であると思われる。欄間彫刻も江戸中期以降の作であ

ると推定され、再建時には再利用するなどの方法も考えられる。
（報告：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹）

平成 26年 2月 10日
毀損部後方から

毀損部外側から

毀損部内側から
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隣接した自治会館に移動した愛染明王像

愛染堂内部に残された台座

愛染堂内部に掲げられた奉納額

愛染堂内部の欄間彫刻
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第２節 愛染堂保存修理計画に係る埼玉県補助事業をめぐる協議

日時 平成２６年３月２４日（月）午後１時３０分

会場 埼玉県北部地域振興センター

県出席者

埼玉県北部地域振興センター副所長 石川勉

地域調整幹 工藤孝一

地域振興担当主任 八木原千恵

市出席者

熊谷市市長公室長 建川崇嗣

熊谷市教育委員会社会教育課主任 山下祐樹

産業分野関係者（染物関係）

野川染織工業株式会社代表取締役 野川雅敏

有限会社横田伊三郎 横田透

概要・意見等

市指定文化財「愛染明王」及び「藍染絵馬」の収蔵施設である「寶乗院愛染堂」が経年による劣

化や毀損が見られることから、その修繕に向けてどのような運営が可能か、埼玉県ふるさと創造資

金補助金の利用が可能か、情報共有としての打合せを行った。

熊谷市の文化財修理費補助金については、全体費の４分の１（上限５００万円）補助の制度があ

る。ふるさと創造資金は、そのような市町村の補助支出に対する２分の１の費用を県から市町村へ

拠出する制度である。また、文化財の修理という点より、その後の公開活用を目指した補助制度で

ある。なお、来年度より補助金の額の下限が設定され、２００万円以上の補助が可能となる（全体

費４００万円以上）の事業が対象となる。

このふるさと創造資金は、あくまで市の補助支出に対して（文化財の場合は上限５００万円の額

に対して）なされる補助制度であることから、例えば、愛染堂の保存修理に３,０００万円掛かると
した場合、残りの２,５００万円は所有者などが負担する必要がある。また市の文化財であるため、
修理費としての国県からの補助は見込めない。その約２,５００万円を管理者（實相院・檀家など）
が負担することに向けて、藍染業者などが協力し募金を集める予定である。

今回のふるさと創造資金の活用、熊谷市の市民協働事業を利用するなど、様々な可能性を考慮し

ながら、平成２７年度の実施に向けて、県としても市としても何らかの実行委員会組織を設立する

ことが必要となる。愛染堂に興味ある藍染業者などからは、愛染明王を始め、市指定文化財の「藍

染絵馬」の公開など、修理工事だけに留まらない公開活用事業が求められている。県としては、今

回のふるさと創造資金に採択に向けて、群馬の世界遺産を目指している富岡製糸場関連遺産と関わ

りを持つ文化遺産の活用が可能であれば、更なる産業振興の可能性が広がるように考えている。ま

ずは、愛染明王などについて、広く市民向けの啓発が可能か、見学会などの開催を含めて、文化財

担当で検討してほしい。
（報告：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹）
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第３節 愛染明王の一般公開及び今後の愛染堂保存修理事業の展望に関する情報共有について

日時 平成２６年５月２７日（火）午後６時３０分

会場 熊谷市役所３０３会議室

参加者

熊谷市産業振興部長 建川崇嗣

熊谷市総合政策部企画課主幹 長谷川秀明

熊谷市教育委員会社会教育課主任 山下祐樹

染色業者

野川染織工業株式会社代表取締役 野川雅敏

有限会社横田伊三郎代表 横田透

概要

６月２１日開催予定の愛染明王一般公開について

横田：市教委が指定文化財の仏像等の一般公開を企画することが、本市において余り例がないの

で、文化財の情報発信として市民受けはよいのではないか。

野川：一般公開の企画において、仏像の解説等を行うと共に、今後の修理委員会を立ち上げるた

めの最初の行事として、染色業者としても募金・寄付金等の案内をできたらと考えている。

建川：５月３０日の定例記者会見の時に、一般公開について案内するとよいのではないか。また

当日の具体的な流れなどについては、地元等と調整する必要があるだろう。

愛染堂の保存修理事業の展望について

野川：現在、所有者の實相院住職及び地元の下川上地区相談役である内田茂氏に相談し、工事に

必要な所有者負担分への寄付金集めの話をしている。そして、實相院住職を委員長とした修理委員

会設立に向けて根回しを行っている。その組織化に向けて、染物業者の組合に投げ掛けながら全面

的なバックアップを取る。これに併せて、各業者などから寄付金や募金を集めて、工事事業の実施

に向けて動き出せたらという段階に至っている。工事見積額は２,５００万円であり、市の文化財関
連施設への補助金５００万円を引いた、２,０００万円については手堅く集約できる展望である。
長谷川：先般の熊谷市誕生１０周年記念事業の中に、愛染堂の保存修理工事は含まれていなかっ

たが、なぜか。

建川：諸事情あると思われるが、検討委員会があるので、まず俎上に上げる必要があると思われ

る。

（＊愛染堂の改修については熊谷市誕生１０周年記念事業として計画したが、保存修理員会などの

組織や事業費の裏付け、実施時期などについて模索中であるため、保存修理に向けた所有者の組織

の見通しが立った段階で、本記念事業への提案を行う予定である。なお、本件については情報提供

として企画課に提出している。）
（報告：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹）
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第４節 市指定有形民俗文化財「愛染明王」及び「愛染堂」の一般公開

日時 平成２６年６月２１日午前１０時～午後３時

会場 下川上自治会館

参加者

（一般公開協力者）實相院住職：宮崎憲田、下川上自治会長：宮本輝男、星宮公民館長：石川一夫、

愛染堂世話役：内田茂、野川染織工業株式会社代表取締役：野川雅敏、有限会社横田

伊三郎代表：横田透、星宮小学校長：矢嶋廣明

（主な来場者）熊谷市長：富岡清、熊谷市教育委員会教育長：野原晃、元衆議院議員：小島敏男、

市議会議員：加賀崎千秋、大嶋和浩、熊谷商工会議所会頭：藤間憲一、名誉会頭：木島

一也、織物・捺染組合関連：染谷政示、熊谷明美

（メディア）読売新聞：吉田昴、ジェイコム熊谷：塚越誠治

（現地対応）熊谷市江南文化財センター：森田安彦、山下祐樹

入場者：約４００名

概要

当日、来場者に対し、随時、愛染明王と愛染堂の解説を行った。また、一般公開協力者の顔合わ

せを行い、今後の展望等について意見交換を行った。

一般公開の後、野川・横田氏を中心に愛染堂保存修理員会の立ち上げに向けた準備調整を始めた。

それに対して、他の文化財保存修理に関わる保存修理委員会発足の方法などについて情報提供を行

った。その後、保存修理員会について、所有者の實相院住職からは、「自らが中心となる委員会とな

れば機動力が無いので、地元での委員会立ち上げをお願いしたい」との意見が出された。このこと

を、下川上自治会長の宮本氏に相談したところ、地元下川上の協力を得るためには、星宮の校区連

絡会会長の上原氏が現地事務局となることが好ましいとの提案があった。この意見を野川・横田氏

に伝えたところ、修理委員会の会長を、小島敏男氏に

お願いし、現地事務局については上原氏を中心に人選

できたらとのことであった。上原氏にこの旨を打診し、

検討してもらっている。

また、事務局を設定しないと寄付金等を集める上での

口座も開設できないとの話があがった。これに加えて、

副会長に、地元自治会との交流がある木島一也氏を考え

ている旨の意見が出された。

それぞれの意見等を総合的に整理すると、野川・横田

氏を保存修理員会の実働チームとして取りまとめ、会長

に小島敏男氏、副会長に木島一也氏、實相院住職の宮崎

憲田氏、寶乗院愛染堂檀家代表（確認中）、捺染組合関

係者などの４、５名。顧問に愛染堂世話役であった内田

茂氏、市議（松岡兵衛氏、加賀崎千秋氏）、埼玉建築士

会熊谷支部など。宮本自治会長は監事としての関わり方

を希望しているようである。また地元事務局を想定して

いる上原氏が実行委員長ないし事務局長として参画す

る方向を模索している。なお、教育委員会としては、文

化財保護に関する手続きの補助や識見の提供などを念

頭に協力していく予定である。

（報告：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹）

一般公開案内ちらし
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第５節 愛染堂保存修理委員会発足に向けての協議

日時 平成２６年８月２日（土）午後２時より

会場 星宮公民館ホール

次第

１ 開会

２ 全員自己紹介・挨拶

３ 議事

打合せ事項

ア 愛染堂の保存修理に向けた取組みについて（趣旨説明）

イ 委員会組織の設立について

ウ 規約及び役職について

エ 会計・総務の事務局について

オ 保存修理に向けた PRについて
４ 閉会

［資料］

愛染堂保存修理委員会規約（案）

（名 称）
第１ 本会は､愛染堂保存修理委員会（以下｢委員会｣という）と称する。
（目 的）
第 2条 委員会は、熊谷市指定有形民俗文化財「愛染明王」の収蔵施設である愛染堂の保存修理事業を実施
し、掛け替えの無い文化遺としての産愛染明王及び愛染堂を未来へ継承することを目的とする。

（事 業）
第３条 委員会は、第２条の目的を達成するため次の事業を行う。
⑴ 愛染堂の保存及び修理事業。
⑵ 愛染明王及び愛染堂を中心とした文化遺産の啓発を促進するための活動・事業の推進。
⑶ 愛染明王及び愛染堂についての情報発信事業。
⑷ 文化遺産の公開活用を通じた地域文化の再認識。
⑸ その他、委員会の目的達成に必要な事業の企画・推進。

（組織及び事務局）
第４条 委員会は、目的に賛同する者によって組織し、事務所を熊谷市下川上地内事務局内におく。
２ 前条の事業を推進するため、必要に応じ小委員会を設けることができる。

（役 員）
第５条 委員会に次の役員を置く。
会長 １名。副会長、幹事長、幹事、監事、会計、総務、各若干名。
２ その他、委員会の同意によりその他の役員を置くことができる。

（役員の選出）
第６条 役員は総会において互選により選出する。
（役員の任務）
第７条 役員の任務は次のとおりとする。
⑴ 会長は委員会の代表者として会務を統括する。
⑵ 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代理を務める。
⑶ 幹事長は会務及び事務局を統括する。
⑷ 幹事は、会務全般を補佐する。
⑸ 監事は事業・運営・会計に係る遂行内容の監理を務める。
⑹ 会計は事業遂行に要する財務会計の執行に務める。
⑺ 総務は事務局運営に要する庶務全般の執行に務める。

（役員の任期）
第８条 役員の任期は１年とする。但し、再任は妨げない。
（顧問並びに相談役）
第９条 委員会に顧問並びに相談役をおくことができる。
２ 顧問並びに相談役は、会長が推薦し、総会において承認を得る。

（総会及び会議）
第１０条 委員会の会議は、総会及び役員会とし、会議の招集は会長が行う。
２ 役員会は原則として第５条に定める役員をもって構成し、必要に応じて随時招集することができる。

（経 費）
第１１条 委員会の経費は、団体協力金及び補助金、その他の収入をもってあてる。
（会 計）
第１２条 委員会の会計は、熊谷市会計事務規則及び熊谷市契約規則に準じ委員会事務局が担当する。
２ 委員会の会計年度は､４月１日から始まり翌年３月３１日に終わる。

附則 この規約は、平成 年 月 日から施行する。
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第６節 愛染堂保存修理事業に向けた寄附募集及びＰＲに関する協議

日時 平成２７年８月４日（火）午後６時００分

会場 熊谷市役所

参加者

愛染堂保存修理委員会、会長：木島一也、事務局：野川氏・横田氏、建川産業振興部長、

長谷川主幹（企画課）、山下主任（江南文化財センター）

概要

報告：熊谷市経営戦略会議で各部課への募金募集の依頼を行った。庁内での啓発を進めていると

ころである。配付バッチが不足する可能性もあり、保存修理委員会に対して追加の提供をお願いし

た。

木島会長：熊谷警察署にも募金の依頼をしたところ、良好な反応を得て、募金を預かっている。

各銀行に募金箱の設置を依頼したが、内規等の関係で多くは難しいとの反応を受けた。行員による

自主的な募金に委ねた。八木橋百貨店には既に設置済みであり、さらに多くの店舗に設置してもら

えるよう PR を続けている。熊谷ロータリークラブでは１万円以上の寄付案内を行い、既に納金も確

認されている。

市長から要望に係り

経営戦略会議の際に、市長から、愛染明王を一般公開し、募金箱を設置することで、更に多くの

募金が集まるのではないかという指摘があった点について、協議を行った。

これについては、一般公開の場所の確保や、展示に向けた運搬の必要性、公開における防犯上の

課題などをクリアする必要があり、委員会には予算上の余地がほとんど残されていないことからも

難しいという見解が挙げられた。

ただし、代替案として、等身大のスクリーンパネルを作成し、市内外で啓発を行いながら、募金

の趣意書を配布する方法もあり得るのではないかという話になった。江南文化財センターで参考見

積を徴取することになった。（市の文化財の啓発用として、以後使用を想定）

市役所管理職に対する現地案内ツアーについても、その方法等を検討することになった。また、

PR大使の土田彩花さんの効果的な活用についても、今後、木島会長と共に市長訪問し、募金活動の

報告を行うなどの方法も模索ができたらということになった。

寄附行為に係る税金控除については、税務署等に相談したところ、本件に係り難しいと言う返答

があった。控除を見込むのではなく、地道な募金活動や寄附協力の依頼を進めていくことになった。

（報告：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹）

愛染堂保存修理事業 PR 大使

土田彩花（つちだ あやか）

1990 年 5 月 5日、熊谷市出身。熊谷市立富士見中学校卒業。
国立音楽大学付属音楽高等学校卒業。国立音楽大学音楽学部
演奏学科声楽専修卒業。ソプラノ・レッジェーロ。
大学在学中、イタリア・ バーリ州・ビトント市にてヴィー
ト・クレメンテ、ルイーザ・ジャンニー二の各師によるマス
タークラスを 修了。サン・ジョバンニ・ロトンドの大聖堂
にて、ミゼレーレのソリストを務め、オペラ「椿姫」やコン
サートにも出演。その他、チャリティーコンサートの主催、
オペラ、サロンコンサートやイベントでの演奏等も積極的に
行う。第五回熊谷ガラコンサートオーディション入賞。音楽
レクリエーション指導士 3級。平井香織、原田勇雅の各氏に
師事。二期会準会員。第 20 回ミス椿の女王コンテストグラ
ンプリ（伊豆大島観光大使）、東京きものの女王 2014 グラン
プリ
ブログ ♫ http://s.ameblo.jp/ayanyan-kitty/
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第７節 愛染堂保存修理事業及び寄附募集状況の現状に関する協議

日時 平成２７年１２月１１日（金）午後６時３０分

会場 熊谷市役所

出席者

保存修理委員会会長：木島一也氏（熊谷商工会議所名誉会頭・株式会社木島陸運社長）、保存修理

委員会事務局：横田氏（有限会社横田伊三郎社長）・野川氏（野川染織工業社長）、植竹氏（ピー

アイピー社長）、原島氏（上州屋染呉服店社長）、立正大学：後藤真太郎教授、建川産業振興部長、

長谷川主幹（企画課）、山下主任（江南文化財センター）

保存修理事業の状況

１１月２６日から足場を利用した屋根の瓦の取り外しが行われている。瓦と漆喰の土を除去し、

今後の鋼板のはめ込みを予定しているが、その間に木の基礎部と構造部の毀損部を把握し、取り換

え交換などの箇所を見極める作業に入っている。工事自体は２月末をめどに終了する予定である。

仏像自体の毀損は少ないことから終了後、愛染堂に戻す予定であるが、仏像の後背部分は劣化が見

られるため、仏像と共に元の位置に戻すかは検討を要する。

当初、約２,０００万円事業を想定していたが、軒下廻りの高欄（外周部）が旧来の屋根の落下に
伴い大きく毀損している部分が確認されたため、この改修と内部の畳替え費用を加えたところ、約

２,３００万円の費用として実施する見込みとなっている。

現在の寄付状況（抜粋）

市補助金 ５００万円

所有者実相院負担金 ３００万円

檀家負担金（９名） ９０万円

下川上地区寄付金 ３５０万円

一般寄付金 ５００万円

市役所募金 ４３万円

５００円募金等 ４０万円

その他（縁日収入等） １５万円 収入計 １,８３８万円（暫定）
２,３００万円－約１,８５０円＝４５０万円（不足分）

この不足している４５０万円の確保に向けた一般募集への依頼や広報を進める他、立正大学の後

藤教授が発案した「クラウドファンディング（募金目標額を設定し、それに向けてインターネット

などを利用した募金を進め、達成した場合は、募金者へ何らかの恩恵をリターンする方法）」などに

よる幅広い支援金募集を模索している。この方法について今後地元の修理委員会関係者や檀家と相

談していくとのことである。

なお、年度末には、市補助金の要件となる２,０００万円以上の主要工事は終了していることが見
込まれている。

（報告：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹）
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第８節 愛染明王像の移動作業「安置の儀」

愛染明王を愛染堂に移動する「安置の儀」の様子：平成２８年８月２７日（土）

①隣接する下川上自治会館からの愛染明王像を移動 ②防護するために仮の厨子に内蔵

④台座の上に設置

⑥安置完了後の集合写真

⑤安置が完了

③厨子を外し堂内に移動
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第９節 愛染堂保存修理事業落成式（落慶式）の開催

日時 平成２８年９月１８日（日）

落慶法要・式典開始 午前１０時から

一般公開（適宜解説）式典終了後から午後３時まで

事前案内の概要

「愛染堂」は享保１１年（１７２６）に建立。本尊の「愛染明王」は、大同元年（８０６）に造

立され、愛染堂前の星川に流れついたとの伝承が語り継がれている。その後、江戸時代に入り仏師

の手によって、現在の「愛染明王」が制作された。熊谷市下川上地区にて時代を越えて保存されて

きた。江戸時代以降、「藍染」と「愛染」の関わりから、関東一円の多くの染物業者などが参拝し、

染色業者をはじめ、花柳界・木遣り等の額、算額が奉納され、庶民信仰の文化遺産として今に伝え

られてきた。平成に入り、愛染堂の毀損が進み、平成２１年（２００９）に市指定有形民俗文化財

「愛染明王」及び「藍染絵馬」を堂外に移動した。平成２７年（２０１６）に、愛染堂の修繕を目

指し、所有者の實相院、檀家、地元住民、染色業者などによる「愛染堂保存修理委員会」（会長：木

島一也）が設立された。

平成２７年度に開始した「愛染堂保存修理事業」では、主たる工事費２,１００万円（屋根廻り改
修、毀損箇所の復元、内部の木材補修）及び付帯工事（追加となった高欄・軒下廻りの補修、台座

修繕、畳張り替え工事など）の費用３００万円、計２,４００万円を
要し、経費について、市補助金５００万円、所有者等負担金約４０

０万円、市内各所の配置した５００円募金などによる約１００万円、

これらを除いた約１,４００万円は寄附などによって充当され、修理
工事は完工となった。その間、クラウドファンディングによる寄付

募集を実施したが目標額に届かず未達成となったが、全国的なＰＲ

となり、その後の寄付募集への助力となった。

会場には熊谷市長など来賓の出席のほか、愛染堂ＰＲ大使・土田

彩花さんが参列し、宮崎憲田住職による落慶法要が執り行われる。

保存修理事業に係る概要説明も併せて行う。式典後は午後３時まで

一般公開し、堂内の見学が可能である。

落成に向けて、愛染明王については、平成２８年８月２７日に地

元有志を中心に愛染堂へ移動した。修理前に掲げられていた絵馬や

額などについても移動した。市指定有形民俗文化財「藍染絵馬」は

熊谷市立熊谷図書館での保管を継続し、尾高惇忠筆の奉納額につい

ても江南文化財センターでの保管を継続する。これらを紹介した画

像のパネルを愛染堂に掲示する予定である。
（報告：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹）

愛染堂保存修理事業落成式（落慶式）の様子：J:COM にて放映
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第１０節 愛染堂保存修理事業をめぐる経緯と工事概要

愛染堂保存修理に向けた経緯

２１世紀初頭、愛染堂の毀損が顕著になった。地元住民の他、熊谷染の藍染業者を中心に厚く信

仰されていた愛染明王であるが、産業構造の変化に伴う熊谷染めの染色業者の減少などに伴い、愛

染堂への参拝者が少なくなり、また縁日がなくなるなどの状況が窺えた。

また、平成１０年頃から愛染堂の屋根部分の崩落が進む。愛染堂が該当する指定文化財の収蔵施

設の修理については、全体費用に対する４分の１の額を市から補助する制度がある。当初、管理者

の費用負担の目途が立たず、修理工事等の実施は難しい状況が続いた。

修理前の損傷が激しかった北西隅 昭和 50 年代頃の愛染堂

愛染堂保存修理事業の経過

平成２６年 ６月、愛染明王の一般公開。

平成２６年 ９月、所有者の実相院や地元下川上の地域

住民、古くからつながりのある染色業者を中

心に保存修理実行委員会が結成された。

平成２７年 保存修理事業の開始。寄附募集の開始。

ＰＲ大使の委嘱。クラウドファンディング

による寄付募集。

平成２８年 ８月、愛染明王を移動。

９月、愛染堂落成式（落慶式）。
愛染明王の移動作業

保存修理事業概要

・瓦からガルバリウム鋼板への屋根交換

・軒廻り、高欄の一部改修

・前方の須弥壇の一部改修

・基礎部分の一部交換

・畳替え ・その他毀損部の一部改修

正面・屋根の修理状況 西側の修理状況 北西・隅の新調部分

21



第１１節 愛染堂保存修理事業に係る協議の経過と保存活用に関する取り組み

（この一覧には、主な報告事項として愛染堂保存修理委員会の定例会議及び関連した協議会、市の復命文書に含まれる会合などを

記載している。委員会幹事による協議や準備委員会、庁内での打ち合わせなどについては含まれていない内容もある。）

日付 内容 場所

平成 26年 2月 7日 愛染堂現況調査 愛染堂

平成 26年 3月 24日 保存修理計画に係る埼玉県ふるさと創造資金補助金に係る協議 埼玉県北部地域振興ｾﾝﾀｰ

平成 26年 5月 27日 愛染堂一般公開及び今後の保存修理事業の展望に関する情報共有 熊谷市役所

平成 26年 5月 30日 記者会見 熊谷市役所

平成 26年 6月 21日 愛染堂一般公開（５０年振りの御開帳） 愛染堂

平成 26年 8月 2日 愛染堂保存修理委員会設立に向けた準備委員会の開催 星宮公民館

平成 26年 9月 6日 準備委員会 下川上自治会館

平成 27年 2月 22日 愛染堂縁日 愛染堂

平成 27年 2月 22日 第 1回愛染堂保存修理委員会 下川上自治会館

平成 27年 3月 16日 第 2回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 27年 4月 28日 第 3回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 27年 5月 19日 第 4回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 27年 6月 22日 第 5回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 27年 7月 10日 記者会見・第 6回愛染堂保存修理委員会 熊谷商工会館

平成 27年 8月 4日 愛染堂保存修理事業に向けた寄付募集及びＰＲに関する協議 市役所会議室

平成 27年 8月 11日 第 7回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 27年 9月 14日 第 8回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 27年 10月 26日 第 9回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 27年 11月 20日 第 10回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 27年 12月 11日 愛染堂保存修理事業及び寄付募集状況に関する協議 熊谷市役所

平成 27年 12月 17日 第 11回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 28年 1月 29日 第 12回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 28年 2月 12日 第 13回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 28年 2月 21日 愛染堂縁日 愛染堂

平成 28年 3月 24日 第 14回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 28年 4月 15日 第 15回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 28年 5月 27日 第 16回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 28年 6月 24日 第 17回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 28年 7月 28日 第 18回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 28年 8月 10日 第 19回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 28年 8月 22日 第 20回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 28年 8月 27日 愛染明王像の移動「安置の儀」 愛染堂・自治会館

平成 28年 8月 31日 記者発表 熊谷市役所

平成 28年 9月 9日 第 21回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 28年 9月 18日 愛染堂保存修理事業落成式（落慶式） 愛染堂

平成 28年 10月 21日 第 22回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 28年 12月 11日 愛染堂平成の大修理記念熊谷桜植樹式・第 23回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 29年 1月 20日 第 24回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 29年 2月 15日 第 25回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 29年 2月 26日 愛染堂縁日 愛染堂

平成 29年 3月 6日 第 26回愛染堂保存修理委員会 星宮公民館

平成 29年 7月 1日 第 39回文化財保存修復学会大会 事例報告「地域文化財の保存継承」 金沢市

平成 29年 9月 28日 熊谷文化財歴史探訪バスツアー 愛染堂ほか

平成 29年 10月 21日 愛染堂落成１周年記念愛染明王特別公開及び解説会 愛染堂

平成 29年 10月 23日 愛染堂サポーター養成講座 星宮公民館

平成 30年 2月 17日 第 12回産学官連携まちづくりフォーラム 事例報告「愛染堂保存修理事業」 立正大学

平成 30年 2月 25日 愛染堂縁日 愛染堂

平成 30年 6月 4日 文化財建造物リーフレット刊行記念講座及び文化財スタンプラリー 星宮公民館

平成 30年 8月 24日 愛染堂・愛染明王パネル展示と解説会及び文化財スタンプラリー 星宮公民館・愛染堂

平成 30年 9月 19日 文化財保護担当者部会研修

「多様化する文化財保護事業―熊谷市愛染堂の修復及び活用事業の事例紹介」
ウエスタ川越
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第３章 「愛染明王」に関する仏像調査事業報告（吉備文化財修復所調査に基づく概要報告）

愛染堂の修理事業が概ね終了し、愛染明王が下川上自治会館から愛染堂への還御されることを前に、

立正大学仏教学部・秋田貴廣氏及び吉備文化財修復所（代表：牧野隆夫氏）による仏像調査が行われた。

過去に埼玉県立博物館及び熊谷市教育委員会での計測調査・概要調査は実施されていたが、仏像の詳

細に関わる調査は初となり、吉備文化財修復所がその調査報告を作成した。本稿ではその報告書を出典

として、仏像の概要報告としたい。（なお、記載の中には一部修正点も確認できるところではあるが、原

文の内容をそのまま転載する。）

第１節 『熊谷市指定民俗文化財木造愛染明王坐像 移動安置報告書（像･台座･光背略調書）』
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空白
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第２節 『熊谷市指定民俗文化財木造愛染明王坐像 移動安置解説写真』
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第３節 『熊谷市指定民俗文化財木造愛染明王坐像 調査報告書（像･台座･光背）』
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第４節 『熊谷市指定民俗文化財木造愛染明王坐像 調査報告写真』
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＊本報告は吉備文化財修復所の調査報告書に基づくものであり、諸説ある内容が含まれる点や一部修正点も確

認できるところではあるが、原文の内容をそのまま転載する。
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第４章 出典資料抄録

熊谷市指定有形民俗文化財「愛染明王」及び「藍染絵馬」、これに加えて「愛染堂」に関

する調査報告や概要説明についてはいくつかの資料において記載されているが、関連資料数

としては決して多いわけではなく、限られた資料によって概要が把握されてきた現状がある。

このことについては今後の調査検討に委ねることになる。この章においては、現在確認され

ている資料のうち、愛染堂・愛染明王を理解する上での知見を与える出典資料について掲載

し、研究調査の現状理解につなげたい。

第１節 『埼玉県民俗工芸調査報告書 第８集 熊谷染』
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『埼玉県民俗工芸調査報告書 第８集 熊谷染』
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『埼玉県民俗工芸調査報告書 第８集 熊谷染』
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『埼玉県民俗工芸調査報告書 第８集 熊谷染』
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『熊谷染色の歴史』
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『熊谷染色の歴史』
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『熊谷染色の歴史』
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『熊谷染色の歴史』
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『熊谷染色の歴史』
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『熊谷染色の歴史』
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『熊谷染色の歴史』
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『熊谷染色の歴史』
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第２節 『熊谷染色の歴史』
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『あうらのかたりべ ―星宮地方に於ける伝承考―』
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『あうらのかたりべ ―星宮地方に於ける伝承考―』

71



『あうらのかたりべ ―星宮地方に於ける伝承考―』
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第３節 『あうらのかたりべ ―星宮地方に於ける伝承考―』
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『熊谷ルネッサンス―熊谷の歴史と文化遺産を結ぶ「道」―金子兜太「熊谷の俳句」』
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『熊谷ルネッサンス―熊谷の歴史と文化遺産を結ぶ「道」―金子兜太「熊谷の俳句」』
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第４節 『熊谷ルネッサンス―熊谷の歴史と文化遺産を結ぶ「道」―金子兜太「熊谷の俳句」』
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第５節 愛染堂・愛染明王に関連する新聞メディア等における掲載記事

愛染堂・愛染明王の保存修理プロジェクトについては、愛染堂が毀損し今後の修理計画が待た

れる時期から保存修理事業の運営時期、寄附募集、落成式、その後の活用に係る内容に至るまで

の情報が新聞記事など多くのメディアに掲載された。この章においては、その一連の記事を抄録

掲載し、愛染堂プロジェクトの足跡と展開を示す資料として再読したい。

・埼玉新聞 ２０１３年（平成２５）２月 ３日（日） 愛染明王 仮住まい

・埼玉新聞 ２０１５年（平成２７）５月２４日（日） 渋沢の師 直筆の書

・毎日新聞 ２０１５年（平成２７）５月２７日（水） 尾高惇忠直筆「地域繁栄」奉納額

・読売新聞 ２０１５年（平成２７）６月１２日（金） 初代富岡製糸場長の直筆

・毎日新聞 ２０１５年（平成２７）６月３０日（火） 富岡製糸場工場長の奉納額

・朝日新聞 ２０１５年（平成２７）７月１０日（金） 熊谷の愛染堂修復「ワンコイン募金」

・読売新聞 ２０１５年（平成２７）７月３０日（木） 愛染堂修復に５００円募金

・埼玉新聞 ２０１６年（平成２８）２月 ９日（火） 熊谷ルネッサンス アートな文化財 24愛染明王

・埼玉新聞 ２０１６年（平成２８）７月１７日（日） 浄財募集 目標あと一歩

・埼玉新聞 ２０１６年（平成２８）９月１３日（火） 秘仏５５年ぶり開帳 愛染堂落成式

・埼玉新聞 ２０１６年（平成２８）９月１９日（月） 市民で守った地域の宝

・東京新聞 ２０１６年（平成２８）９月１９日（月） 熊谷・愛染堂の修復完了

・毎日新聞 ２０１６年（平成２８）９月２０日（火） 熊谷で「愛染堂」落成式

・月刊住職 ２０１６年（平成２８）１１月１日（火） 朽ちかけしも人心あれば再建を諦めるに非ず

・埼玉新聞 ２０１７年（平成２９）２月２１日（火） 絵馬 奉納額を公開

・朝日新聞 ２０１７年（平成２９）２月２１日（火） 商売繁盛へ奉納 藍染絵馬を公開
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埼玉新聞 2013 年（平成 25 年）2 月 3 日（日）
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月
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月刊住職 ２０１６年（平成２８）１１月１日（火）発行
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終 章 愛染堂・愛染明王の継承

第１節 愛染堂保存修理委員会と今後の保存事業に向けて

先述のとおり愛染堂保存修理事業を中核として担ったのは愛染堂保存修理委員会である。構成メ

ンバーは、所有者（實相院・寶乗院愛染堂・檀家）、地元の下川上地区自治会関係者を中心とした

星宮地区の住民、地域の信徒団体、染色業者（熊谷・羽生など）、熊谷市商工団体関係者などであ

り、事業全体の企画調整は熊谷市教育委員会（文化財担当）が担当した。その他、立正大学など

の教育研究機関や吉備文化財修復所などの文化財専門機関、本事業への賛同者が参画した上で、

運営主体となる委員会が事業を進めた。愛染堂保存修理委員会が結成された当時、会長に木島一

也氏、会長代理に小島敏男氏が選出され、寄附協力、保存修理事業の先導役となった。

竣工後、委員会は解散する形となったが、委員会メンバーを母体として地元を中心とした保存

活用のための情報共有が図られ、文化財の保存や公開活用に向けた今後の課題と向き合いながら、

縁日の開催やホームページ作成、解説パネルの常設展示など愛染堂の情報発信を進めるとともに

様々な取り組みが開始されている。

一方、保存修理委員会の役割を担う組織として、愛染堂の公開活用を念頭に置いた新たな組織

の設立には様々な課題もある。地域の少子高齢化などの社会的変化をはじめ、愛染堂の信徒組織

の減少などの特有の状況が混合し、愛染堂保存組織の中心的役割を果たす機関ないし団体が確定

していない状況にある。愛染堂・愛染明王の信仰に対して長く関わりを持ってきた染色業者につ

いても減少する局面にあり、内外からの信仰を受けるとともに産業振興の拠り所となっていた愛

染堂の今後に向けて不安を抱く関係者も少なくない。そのような中、愛染堂を地域内外から関心

を持ってもらい保存活用に向けた環境を醸成しようと「愛染堂サポーター」を育成する声も上が

り、講座などの実施を定期的に行っている。

第２節 愛染堂・愛染明王に関するアウトリーチ事業

愛染堂の情報発信や啓発を積極的に行うアウトリーチ

事業は、保存修理事業が開始された当初から多面的に行

われてきた経緯がある。愛染堂の保存修理に向けた寄附

金の募集に向けて、建造物の現状や地域に根差した愛染

明王の歴史を周知させるための講座などを実施してきた。

こうした啓発や分かりやすく解説するなどの事業をアウ

トリーチ事業として定義し、その様子の一端を紹介する

ことで愛染堂の保存活用に向けた展望の助力としたい。

愛染堂の保存修理が開始される前、愛染明王が安置さ

れていた隣接する下川上自治会館にて一般公開を実施し

た。「５０年ぶりの公開」と銘打ったこの公開が事業全体を俯瞰する時のターニングポイントとな

ったといえる。このような公開の様子を熊谷市報で掲載し、愛染明王の存在を広く市内に知らせ

るきっかけとなった。また、保存修理事業が始まる際には、足場を建設し、屋根全体の工事が行

「市報くまがや 平成２６年８月」掲載記事
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われた。工事の様子に関心を持つ地元の方々も多く、

工期中ながら多くの来場があった。それに合わせて工

事の概要と、愛染堂及び愛染明王の保存に関する説明

看板と寄附募集の案内を境内に提示した。

落成式（落慶式）の際には法要の式典後、来場者に

対して愛染堂保存修理事業の経緯について講演を行っ

た。当日は、完成を祝う多くの来場者とともに数々の

メディア取材があり、後日、新聞掲載やテレビにて放

映された。また、翌々月の市報表紙を愛染明王が飾る

など、多くの関心を集めた。

落成式直前には愛染堂プロジェクトを象徴するモニ

ュメントとして、愛染明王の実物大を出力したスクリ

ーンパネルを作成し、熊谷市役所の本庁舎ロビーに掲

示し来庁者の注目を浴びた。

現在、この愛染明王のスクリーンは愛染堂に近い星

宮公民館内に掲示され、愛染堂・愛染明王・藍染絵馬

などについて解説したパネル展示とともに、愛染堂コ

ーナーとして来館者への情報発信の場となっている。

愛染堂及び愛染明王の保存に関する説明看板・

工事の概要説明板・寄附募集の案内版

本庁舎ロビーに掲示された実物大スクリーン

「市報くまがや 平成２８年１１月」表紙（左）、掲載記事 フォトニュース

星宮公民館内の愛染堂コーナーにおいて スクリーンの展示（左）、解説パネル展示（中）
見学記念品

（フウセンカズラの種）
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落成後翌年２月、縁日に際して、「愛染明王」と記され

た赤い幟旗を製作し参道に設置した。旗には寄進者の名

前を記すとともに、愛染堂の位置を分かりやすく知らせ

る標示の役割を果たしている。

愛染堂・愛染明王の啓発については地元の星宮小学校

児童に対する地域歴史学習の一環として、年間を通じて

愛染堂のレクチャーを行っている。愛染堂の保存修理事

業についても分かりやすく説明し、文化財を守ることの

意味を伝えている。また愛染明王の仏像というつながり

から、地域内の梅岩院の市指定有形文化財「石像十三仏」

についても併せて説明し、地域に所在する仏像の歴史を

知る機会を提供している。

また地域住民をはじめ関心を持つ方々に対する愛染堂

サポーター養成講座を開催し、星宮の地域と愛染堂の関

わりなどについて解説を加えて、今後の保存事業を担う

メンバーの確保を進めている。立正大学地球環境科学部

の原研究室や仏教学部の秋田研究室では、星宮地域の調

査をフィールドワークとして実施するほか、立正大学地

球環境科学部の後藤研究室では「寺カフェ」事業として、

縁日でのイベント開催や地域研究を進めた。立正大学で

開催された産学官連携まちづくりフォーラムでは、熊谷

市教育委員会と仏教学部・秋田貴廣教授が「文化遺産の

保護と地域コミュニティの形成―愛染堂・愛染

明王の保護事業をめぐって」の講演をし、同プ

ロジェクトの今後の可能性について説明した。

平成３０年には、熊谷市の歴史的建造物リー

フレットが刊行されたことに併せて、建造物保

存に関する講座とともに、愛染堂や近隣の上之

村神社本殿などをめぐるスタンプラリーを開催

た。こうした地域内外を対象としたアウトリー

チ事業を継続的に実施することにより、愛染堂と人々とのつながりを維持するとともに、将来的

な保存活用に対する環境の醸成が可能となるように考えられる。

保存修理後の愛染堂と参道の幟旗

星宮小学校児童への地域歴史学習の様子

星宮地区文化財スタンプラリー（左）

「熊谷市の歴史的建造物」リーフレット（右）

地域内外におけるアウトリーチ事業の様子

星宮公民館での建造物に関するレクチャー 立正大学でのまちづくりフォーラム
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【愛染明王のアウトリーチに向けた解説絵図】

愛染明王（あいぜんみょうおう） 梵名：ラーガ・ラージャ

愛染明王の 12 の御誓願

・智慧の弓、方便の矢を以って愛敬を与え幸運を授けよう。

・悪心を加持して善果を得せしめよう。

・三毒の煩悩を破って浄い心を起こさしめよう。

・諸々の邪見驕慢の心を離れて正しい心に住せしめよう。

・諸人との争いの縁を断って一生平和に送らせよう。

・諸々の病苦と天災の難を去って天寿を全うさせよう。

・貧弱飢渇の苦を除いて無量の福徳を与えよう。

・悪鬼邪神の厄を払って安穏快楽ならしめよう。

・子孫の繁栄と家運の増長を守って福緑を断たせまい。

・前世の悪業の報いを清めて後生は浄土に生まれしめよう。

・女人には愛を与えて良縁を結ばしめ善児を授けん。

・女人にはお産の苦しみを免れしめ、生まれた子には福徳愛

敬を授けん。 出典：『西国愛染十七霊場巡礼』

愛染明王真言
オン マカラギャ バサラ ウシュニシャ バサラ サトバジャクウ

ン バンコクウン タキウン シャ

訳：オーム・大愛染金剛最勝尊よ、金剛薩捶よ、弱吽鑁斛

愛染明王真言を 7 回、21 回、108 回と唱える。

金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経（こんごうぶろうかくいっさいゆ

がゆぎきょう）愛染王品第五 三世三界中一切無能越

此名金剛王頂中最勝名 金剛薩捶定一切諸佛母

訳：すべての世界でこの明王を越えることができない。この明

王の名は金剛王の中で最高である。金剛薩たは、すべての

仏の母であると定めた。

獅子冠五鈷

未敷蓮華

（右第三手）

天弓

（左第二手）

五鈷杵

（右第一手）

矢

（右第二手）

五鈷鈴

（左第一手）

怒髪
金剛拳

（左第三手）

腕釧
胸飾

第三

愛染明王の特徴と持物
・獅子冠（頭上） 敵を降伏させる事を表す

・五鈷（頂上） 衆生の五智を成就させる事を表す

・五鈷杵（右第一手） 金剛薩たを象徴し、健康や息災、不純な物から守る事を表す

・五鈷鈴〈金剛鈴〉（左第一手） 金剛薩たを象徴し、健康や息災、不純な物から守る事を表す

・矢〈金剛箭〉（右第二手） 人々に正しい道を教え、願いを叶える事を表す

・天弓〈金剛弓〉（左第二手） 人々に正しい道を教え、願いを叶える事を表す

・未敷蓮華（右第三手） 菩提心で根本無明を降伏させる事を表す

・金剛拳（左第三手） 祈る人々の思いに応じて何を持つか変化するため何も持っていない

・三つの眼 眉間には第三が開いている

・六本の腕 地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人道、天道の六道すべてを救う意味を表す

・忿怒の形相と逆立つ髪の毛 如来や菩薩による優しい教えでは通用しない人々を正しく導くためにこの

ような表情をしている

・蓮華座 蓮華座に座る

梵字：ウン
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第３節 結語

愛染堂及び愛染明王とは何か。この存在を語るときに、江戸時代から続く愛染明王の保存につ

いて、地域の人々の信仰がなければ現在に引き継がれなかったことは明らかである。愛染堂保存

修理事業は、文化財建造物の保存修理という現在の我々に課された責務の枠を超え、郷土の歴史

文化を未来に継承する方法を多くの関係者とともに模索する重要な経験となったといえよう。愛

染堂の保存修理について計画を練り始めた時、当初は小規模に新築する考えや、一方、工事費用

の上限を設けないで大々的な工事を求めるなどの建築専門家からの意見もあったが、実現の可能

性を重視して辿りついた方法が「できる限りのことを、できる範囲で、多くの人々と協力しなが

ら実施する」というものであった。これが奏功した面は大きいように考えられる。愛染堂・愛染

明王は所有者を筆頭に国民共有の財産であるという認識を広めながら、保存修理事業は始動し、

運営され、完工を迎える経過をたどった。

かつてより毀損し屋根が落下した愛染堂を目にした時、この建造物の再生に向けての道は大変

険しいものであるように感じられた。そこからの様々な多面的な取り組みが、愛染堂の再建に向

けての一歩一歩を形作ったのである。また、愛染堂の保存修理は一定程度の基準を超えた修繕事

業となったものであるが、可能な限りの部分であるという前提に立っていることから、現状にお

いても垣間見られる修理必要箇所や、今後において生じると思われる新たなる毀損についても配

慮していくことが求められている。こうしたことからも完工が一つの終着点であることには間違

いないが、まだ継続していくべき一歩一歩ともいえる課題があることも確かであり、将来に向け

て取り組むべき事項があることも認識する必要がある。

特に建造物保存の観点から捉える方策は模索し続けるべきであり、愛染明王そのものの保存に

も傾注していくことが求められている。この有形の文化財に対する保護施策を重要視しながらも、

その実態において極めて重要な役割を果たすのが、愛染堂・愛染明王に対する興味関心を広く継

承するための方策である。これは元来から信仰の場として続く愛染堂・愛染明王に対して行われ

てきた主体的な保存活用が、新たな時代においてどのような方法が適当かという議論とも重なる

部分がある。まさに有形の保護のためには無形の保護体制が必須である。

この点は愛染堂に限らず全国各地における課題でもある。文化財保護を担う地域コミュニティ

をいかに形成し、将来に向けて文化財そのものと文化財保護を担う人材をいかに継承していくか

という持続可能性にも着目する時期に来ているのである。愛染堂保存修理事業プロジェクトでは、

産学官の連携とともに更には地域文化と信仰の歴史が融合しながら事業が進められたという「熊

谷スタイル」を発信することができた。このような愛染堂を媒介とした熊谷の地での経験が、各

地でのモデルケースの一つとなることは確かであろう。今後においても顕在化する文化財保護の

様々な課題と向き合いながら、愛染堂・愛染明王に限らず市域における文化財保護の進展に向け

て取り組んでいくことができたらと考えている。この報告書の作成編集を通じて、愛染堂保存プ

ロジェクトの奥深い意義を再認識したところである。そして報告書の刊行が将来に向けての更な

る前進の一歩となることを願っている。

愛染堂の前に聳える桂を見上げながら

熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹

熊谷市星宮出張所 福島英美
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