
  

 

 

 

連日の猛暑、世界的な異常気象が伝えら
れる平成３０年８月２５日（土）午後、町
内に鳴り響くお囃子が野澤稲荷神社の夏
祭りの開催を告げています。 
午後３時過ぎには子供神輿が４丁目の

野澤サミット裏から野澤ふれあいの家ま
で、４丁目町内を練り歩き、お祭り開催を
告げて歩きました。 

路幅が狭い４丁目は大神輿の巡行が難
しいため、毎年、子供神輿が練り歩いてい
ますが、今年もお囃子を先頭に少しお歳を
召した子供たちが賑やかにお神輿を担ぎ、
行き交う人たちも歩みを止め、夏祭りのひ
と時を一緒に楽しみました。 

８月２６日（日）午前８時半、野澤稲荷
神社には町内の役員など関係者が集まり、
催事を準備、松陰神社の神主さんを招いて
お祭りの神事、安全祈願を行いました。 
午前１０時半、町会役員、神輿会や担ぎ

手等全員が境内に集まり、大神輿の巡行に
向けて安全を願い、お祓いを受けました。 
午前１１時には宮出しが行われ、野澤稲

荷を出た金ぴかの大神輿は龍雲寺さんを
皮切りに１丁目から３丁目の町内を隅々
まで、全行程約５ｋｍを巡行しました。 

境内や道路にはいくつも屋台が並び、賑
やかに行われた野澤稲荷の夏祭りは事故
も無く、２６日夜、無事に幕を閉じました。 
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⑨ 池田邸 

② 野澤ふれあいの家 

８月２５日（土）午後３時からは野澤４丁目を巡行 

④ 旧常陽銀行 

③ 野沢公園 

⑤ ソラーナ 

⑦ 岡崎邸 

２丁目休憩所 ⑧ 

本橋接骨院 ⑥ 

龍雲寺 

① 

② ３丁目休憩所 

昨年春先、半世紀ぶりに浅草の宮本商店さんの手で大修理を終えた金ぴかの大神輿 

午前１１時過ぎに野澤稲荷を出立、野澤町内を５ｋｍほど練り歩き戻ってきました 
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２５日（土）夜は皆さんお楽しみの催し 
カラオケに始まりビンゴゲームで超満員 

松陰神社の神主さんによるお祓いの後 
代表者が玉ぐしを捧げました 
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８月２６日（日）お祓いを受けた大神輿は、午前１１時より野澤町内巡行を行いました 
龍雲寺を皮切りに練り歩いた距離は５ｋｍ余り、午後６時、無事宮入りとなりました 



 

 

     

 

夜宮の２５日（土）午後からは町内をお囃子を響かせてお祭りの開催が伝えられ 
午後３時からは、狭い道路が続く野澤４丁目の町内をお囃子と子供神輿が巡行しました 

 

⑨ 池田邸 

② 野澤ふれあいの家 

２ ２ 

本橋接骨院 ⑥ 

④ 旧常陽銀行 

⑦ 岡崎邸 

⑤ ソラーナ 

① サミット裏 

８月２５日（土）午後３時

からは子供神輿が繰り出し

野澤４丁目を巡行しました 

② 
３丁目休憩所 

龍雲寺 
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２丁目休憩所 ⑧ 
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参列者全員、一人ずつ前に出て 
お参りしました 

神事の後、社務所に総代さんはじめ 
都議会議員や町会関係者が社務所に集まり 

午前８時半、大神輿の組立てが始まり 
部品の取付け、飾りつけが行われました 

 

お祭りに先立ち社務所で行われた集まり 
田中総代さんが安全を願って挨拶しました 

龍雲寺さんの細川住職、挨拶に続き 
ご住職の音頭で乾杯を行いました 

 

 

野澤の街を拓いた大澤山龍雲寺さん 
ご住職の音頭で乾杯が行われました 

松陰神社の神主さんをお招きして 
祭りの安全を願いする神事が行われました 

３ ３ 

     



  

     

 

野澤町内の関係者、神輿組などが飾りつけの整った大神輿の前に集まり 
松陰神社の神主さんにより、巡行の安全を願って祭事が執り行われました 

田中総代に続き、神輿組関係者も 
安全な巡行を願い、お榊を供えました 

野澤町内の安全と繁栄を祈念し 
お神酒などが大神輿に供えられ･･･ 

町内巡行の安全を願う神事が粛々と進み 
田中総代はじめ皆さんがお榊を供え･･･ 

お祓いを頂いたお札を大神輿のご神体に 

野澤の町とお祭りの安全を願い 
祝詞を上げて頂きました 

大神輿の町内巡行の安全を願い 
お祓いの準備をして頂きました 

４ ４ 



  

 

  

 

 

神輿組の高野さんが宮出しを前に 
一本締めを行いました 

 

野澤稲荷、野澤町内の安全・安心、大神輿の安全を祈ってのお祓いが終わると 
各人に配られたお神酒で乾杯が行われました 

     

大神輿の町内巡行を送り出すのが 
お囃子組の皆さん 

 

大神輿の巡行を前に神輿組から 
巡行の安全を願った挨拶が行われました 

関係者の挨拶が終わったところで 
大神輿の担ぎ手にお神酒が配られました 

５ ５ 



 

 

 

 

 

あちこちからたくさんの担ぎ手が応援に駆けつけて下さり、担ぎあげられた大神輿 
宮出しを前に境内と本殿前を練り歩き、元気な声でワッショイ、ワッショイ！ 

大神輿の宮出しの最初の難関はなんと、野澤稲荷神社の鳥居 
上の大鳥が鳥居に引っかからないように全体を下げて、もう少し････ 

 

     

６ ６ 
鳥居をくぐった大神輿、再び、担ぎ手全員で担がれた大神輿は神輿組の前で 
しばらくワッショイワッショイもんだ後、いよいよ町内巡行に出立しました 

 



 

 野澤町内の安全・安心を祈って行われる大神輿の町内巡行は全行程約５ｋｍ 
最初の休憩地、野澤龍雲寺さんに向けてドラゴンストリートへと進みます 

７ ７ 

以前は太鼓が先導しましたが、太鼓の音がウルサイとのクレームが付き 
この数年、常に大神輿の町内巡行の先導役を務めるのがお囃子組の皆さん 

 

 

     



 

 

     

野澤稲荷を出てから数百メートル、ドラゴンストリートを練り歩いた大神輿が無事到着 
ちょうど時間は１２時前、オニギリなど昼食はじめ冷たい飲み物をたくさんご用意頂き 

出立を前に日ごろの感謝を込めて景気よく一本締めでシャンシャンシャン 

 

野澤稲荷を出てから数百メートルの距離ですが、最初の難関はドラゴンストリート 
渋谷行きや目黒行きのバスも通るため、龍雲寺に向けて急いでワッショイワッショイ 

 
 

８ ８ 



 

 

     

龍雲寺さんでは冷たい飲み物を頂いて英気を養い、元気いっぱいの大神輿 
１２時を回ったところで次の休憩地・野澤３丁目に向け、ワッショイワッショイ 

 

野澤３丁目の休憩ポイントは今年初めて設けられたところですが 
ここへ行くには二つ目の難関、渋谷行きや目黒行きのバスが通ります 

 
９ ９ 



 

野澤３丁目からの要望で新たに設けられた休憩ポイントは街路樹のお陰で 
猛暑の中での巡行のため、しばしの休憩でのどを潤し、英気を養いました 

 

     

大神輿の巡行で３回目のバス通り超えは野澤３丁目  
 先導役の大島さん、バスの通過を見届けて横断開始を指示！  

大神輿の巡行を前に神輿組から 
巡行の安全を願った挨拶が行われました 

関係者の挨拶が終わったところで 
大神輿の担ぎ手にお神酒が配られました 

１０ １０ 



ノドも潤い、３丁目の益々の発展を祈念して１本締めでシャンシャンシャンと １１ １１ 

     

 

野澤３丁目からのバス通りを超え、いよいよ野澤公園に到着 
３丁目の皆さんが準備万端整えて、大神輿の到着を待ち受けていました 

３０度超えのこの日の気温で担ぎ手の皆さん、少々バテ気味 
３丁目の皆さん、ジュースやお茶や保冷剤などをたくさん準備して下さいました 



  

 

 

 

野澤公園での休憩を終え、一路、龍雲寺前を経由して次の休憩ポイントへ 
消防団の交通整理で無事に難所を通れますようにとお願いし、ソロリソロリ 

 

 

再びドラゴンストリートを横断して元・常陽銀行のアパート横へ到着 
ここでもしばしの休憩を取り、しっかり喉を潤しました 

９ ９      

１２ １２ 



連日の３０℃超えのためか 
飲み物はアッと言う間に品切れに 

今年の暑さは異常ですね 
皆さん、少々げんなり気味のよう 

 

足取りも軽やかに、元気いっぱいワッショイ！ワッショイ！ワッショイ！ 
ワッショイ！ワッショイ！････ワッショイ！ワッショイ！ 

     

 

旧・常陽銀行アパート前を出た大神輿、次のソラーナに向けて進みます 
中庭に向けて、賑やかにワッショイワッショイ、もう一声、ワッショイワッショイ 

１３ １３ 



 

 

 

 

 

１４ １４ 

     

 

ソラーナを出立し、少し上り坂をワッショイ、ワッショイ 
先導のお囃子も賑やかに、一路、本橋整骨院前に進みます 

大神輿を先回りして補給部隊が軽トラで届けてくれたお茶や水を 
コップに入れて配る準備、これもお祭りの巡行には重要な仕事です 

 

幾ら言っても涼しくなりませんが、今年の暑さは本当に異常ですね 
拭っても拭っても噴き出す汗を拭きながら、ワッショイ！ワッショイ！ 



     

ソラーナを出て、少し上り坂、本橋整骨院前で一休み後にさらに上り坂 
ワッショイ、ワッショイ上って、今度は下り坂を進んで岡崎邸前へ 

岡崎邸前では冷たいものを飲んだり、パンを頂いたりで元気はバッチリ回復 
ここでも野澤１、２丁目の益々の発展を祈念して一本締め、シャンシャンシャンと 

１５ １５ 

岡崎邸ではアンパン、ジャムパン、カレーパンに飲み物が一杯 
ちょっと小腹が空いた皆さん、早速頂いてムシャムシャムシャと 

 



 

 

 

１６ １６ 

     

岡崎邸で小腹を満たした担ぎ手の皆さん、元気回復、歩調も軽くワッショイ！ 
お囃子の皆さん、小腹を満たした効果抜群、早いこと早いこと 

２丁目の防火用水前、２丁目の役員の皆さん、今か今かと待ちわびて 
受け入れ準備万端、梅干しとお茶などがたっぷり用意されていました 

 

配られたお茶、一口飲んで“ホっ、冷て～ッ”なんと氷入りでした 
お代わり頂戴と、もう一杯、結局、数杯頂いてしまいました 

 



 

最大の難関は野澤龍雲寺交差点ですが、ここを一気に渡るのが大変なことなのです 
今年は交差点の真ん中に警察官が立ち、交通整理をして下さいました･･･感謝感謝 １７ １７ 

     

大島さんの先導で進む大神輿の行列、センターライン側は自衛消防団が守ります 
左１車線をワッショイ、ワッショイ、歩道側にはいつでも交代できるよう担ぎ手が 

 

梅干しと氷入りのお茶を頂き元気一杯の担ぎ手の皆さんワッショイ！ 
巡行の最大の難所が環状七号線ですが、今年は世田谷警察署からも応援が･･･ 

交差点の真ん中で交通整理･･･さすがに自衛消防団は真似できません 



 

１８ １８ 

     

池田屋さんからはご一家総出で飲み物や食べ物を準備頂き 
大汗をかいてきた担ぎ手の皆さんに配って頂きました 

 

最大の難関が環状七号線とドラゴンストリートの龍雲寺交差点 
田中総代の見守る中、どうにか無事に渡り切りました･･･お疲れ様 

 
 

環状七号線は巡行の中で一番距離が長いため、途中で担ぎ手が替わりながら 
長い距離をワッショイ、ワッショイ担ぎ、ようやく池田屋さんの横にたどり着きました 

 
 



  

宮出しの際の担ぎ手とはだいぶ入れ替わっている様子、左当てないでね 
おっと右も気を付けて、ああ上々、大鳥が鳥居にひっかかりそうだって 

池田邸から龍雲寺前を通り鶴ヶ窪公園の脇を通って野澤稲荷神社の神輿組の前に到着 
 

町内を練り歩いた大神輿が南風連の先導で野澤稲荷の鳥居の前に姿を見せます 
たくさんの皆さんの出迎えを受け、また賑やかにワッショイワッショイ 

１９ 

     

１９ 

 



 

 

 

 

境内の中でしばらく揉んだ後、いよいよ大神輿の巡行終了を迎えます 
馬の上に収まった大神輿を前に全員で一緒に一本締め、シャンシャンシャン 

５ｋｍ余りの町内巡行を終え、大勢の人々に迎えられ宮入りした大神輿 
ワッショイワッショイの声にお囃子の音も聞こえないほどの賑やかさ･･･ 

 

１７ １７ 

２０ 

     

２０ 

 

境内に戻った大神輿、担ぎ手の皆さん、まだまだ担ぎ足りない様子 
宇田川さんの指示でもう一度、舞台の方に行ってとワッショイワッショイ 



 

 

 

 

 

 

 

     

お祭りの楽しみと言えば“余興”、夜宮となった８月２５日（土）夜に行われました 
獅子舞に始まり、カラオケや“ビンゴゲーム”には境内を埋め尽くすほどの人気でした 

１８ 

２１ ２１ 

余興の司会は４丁目の会長さん 
どこかの放送局にお勤めでしたか？ 

余興開始に先駆け、野澤の 
総代・田中さんが開会の挨拶 

 

カラオケは１０組ほどがエントリー 
１人で歌ったり、３人で歌ったり 

 

２丁目の皆さんは日本舞踊？ 
カッポレとはお～カッポレ 

 

最初は南風連の演奏も軽やかに 
獅子舞が演じられました 

 

踊りは３丁目の皆さんがハワイアン 
６人のメンバーがフラダンスを披露 

 



 

  

夜宮の最大の楽しみは･･･と言えば、やはり“ビンゴゲーム”でしょう 
今年はカードを３００枚用意したとか･･･しかし並んだのは４００名と 

“ビンゴゲーム”の司会は 
２丁目の上原さん 

“ビンゴゲーム”のカードを 
もらうために長～い行列ができました 

     

２番目に当たったのは女の子 
やはり自転車をゲットしました 

 

“ビンゴゲーム”当たらない人が多い中 
私も当たったわよと大喜び 

 

２２ ２２ 

番号が読み上げられるたびに 
アッタとか、無いとか、ため息も 

 

“ビンゴゲーム”の最初に当たった男性 
折り畳みの自転車をゲット 

 

 



 

 

 

 

 
     

２３ 

野澤稲荷前の通りには夜店も出て賑わいました 
お稲荷さんの参道横にある“焼きそば”は人気のため行列が･･･ 

こちらは子供たちに大人気のボール？ 
水に浮いたボールをすくい上げます 

こちらはいろいろなパンをそろえた 
パン屋さん？のようです 

 

２３ 

女の子に人気なのはネール屋さん 
面白い商売がありますね 

こちらはこの猛暑で人気の生ビール 
コップに注いでもらっては買って行きます 

 
 
 

 

 



 

 
こちらが野澤の総代さんはじめ１丁目から４丁目までの町会長さんなど 

野澤稲荷神社の夏祭り開催に尽力された皆さんです 

大神輿の巡行を先導する大島さんはじめ皆さんを囲み 
町会の役員さんと一緒に記念撮影をパチリ 

     

２４ ２４ 

 



若いっていいな～、大神輿担いでも翌日痛いところなんて無いでしょ？ 
昔は担げたんだけど、最近はあちこち痛いところだらけでさ････ 

     

２５ ２５ 

こちらは８月２５日（土）の午後３時からの４丁目の子供神輿の巡行を前に 
担ぎ手の皆さんの記念撮影です・・・ちょっとお歳を召した子供たち？ 

 



 

 
     

２６ ２６ 

 



こちらはお囃子を担当された南風連の皆さん 
毎月のように社務所に集まり、練習をしています 

     

２７ ２７ 

こちらは防火用水の前で大神輿の巡行の際の休憩ポイントで 
準備・運営をして頂いた２丁目の皆さんです 

 

 



 

 日夜、野澤町内の安全と安心を見守り、
今年の夏祭りでも安全な運営に尽力頂いた
のが野澤の自衛消防団の皆さんです。 

 

 

 また今年は環状七号線を巡行する大神輿
の警備に世田谷警察署からミニパトと２名
の警察官が駆け付け、支援頂きました。

 今年もたくさんの奉納、ご支援を寄せて頂き、野澤稲荷
の夏祭りを開催することができました。 
上の写真２枚は舞台左手に貼られた奉納、下は神輿組の

横に貼られた奉納、ご覧のとおりたくさん頂きました。 

 

 
７月には中国・四国地方

集中豪雨、その後、北陸や
東北、北海道でも集中豪
雨、大きな被害が伝えられ
異常気象と言われます。 
海外でも高温が伝えら

れ、米・カリフォルニア州
では猛烈な山火事が発生、
気温も５０℃という猛烈
な暑さだそうですが、日本
でも４０℃を超える高温
が記録されました。 
高温注意報が度々出る

中、野澤稲荷神社の夏祭り
もご多聞に漏れず高温の
中での開催となりました。 
そんな中での大神輿の

巡行は何事も無く無事に
終了することができ、皆様
のご支援ご協力に心から
感謝申し上げます。 

 

     

２８ ２８ 


