
平成23年度秋季特別展覧会「大妙見祭」出品リスト
NO. 名　　　　　称 員　数 所　　　　　蔵 時　　　　代 指　　定

1 妙見宮扁額 １点 八代神社（八代市立博物館寄託） 江戸時代・安永6年（１７７６） 八代市指定

2 妙見宮社領絵図 １点 八代神社 江戸時代・元禄６年（１６９３） 八代市指定

3 妙見宮棟札 3点 八代神社 江戸時代 八代市指定

4 細川宜紀寄進状 1点 八代神社 江戸時代・正徳6年（1716） 八代市指定

5 妙見宮領配分目録 1点 八代神社 江戸時代・正徳6年（1716） 八代市指定

6 神輿 1基 八代神社 江戸時代・寛永13年（1636） 熊本県指定

7 妙見宮祭礼絵巻 1巻 財団法人松井文庫 江戸時代

8 八代城郭図 1点 財団法人松井文庫 江戸時代・19世紀後半

9 妙見宮祭礼絵巻 1巻 八代神社（八代市立博物館寄託） 江戸時代・19世紀初頭

10 妙見宮御祭礼獅子楽器之事 1巻
中島町獅子舞保存会（八代市立
博物館寄託）

江戸時代・明和３年（１７６６）

11 獅子楽ノ由来 1巻
中島町獅子舞保存会（八代市立
博物館寄託） 江戸時代後期カ

12 チャルメラ 1点 中島町獅子舞保存会 明治時代カ

13 八代の獅子（中島町） 1対 中島町獅子舞保存会 近代

14 諏訪神事御供町道行之図 ２曲１隻 長崎歴史文化博物館 江戸時代(景観年代：享保年間）

15 刺繍入獅子舞唐子衣裳 1点 長崎歴史文化博物館 江戸時代後期

16 刺繍入獅子舞唐子衣裳 1点 長崎歴史文化博物館 江戸時代後期

17 宇土の獅子 1対 宇土御獅子舞保存会 江戸時代後期カ

18 小川の獅子 1対 小川町獅子舞保存会 江戸時代後期

19 奴由来書 1巻 個人蔵（八代市） 江戸時代・文化7年（１８１０）

20 従前々高子原江伝来奴堅帳 1冊 個人蔵（八代市） 天保２年～明治9年

21 挟み箱 1点
高子原村花奴組（八代市立博物館
寄託） 昭和4年（1929）

22 木馬 1点 個人蔵（八代市） 明治5年（１８７２） 八代市指定

23 木馬 1点 八代市立博物館 明治20年代（1887～１８９６）

24 腰馬 1点 個人蔵（宇城市） 明治20年（１８８７）

25 笠鉾本蝶蕪 1基
本町一丁目笠鉾本蝶蕪保存会・本
町二丁目笠鉾本蝶蕪保存会 江戸時代～近代 熊本県指定

26 白地海原群飛蝶模様綴幕 1点
本町一丁目笠鉾本蝶蕪保存会・本
町二丁目笠鉾本蝶蕪保存会（八代
市立博物館寄託）

昭和１１年（１９３６）

27 青貝細工台付キャビネット 1点 長崎歴史文化博物館 １９世紀

28 風流舞鉾 1基 個人（熊本市） 不詳

29 鉾瓔珞 1点 川尻第二町内（熊本市） 江戸時代・寛政6年（１７９４）

30 亀蛇 1基
出町亀蛇保存会（八代市立博物館
寄託）

頭部：明治40年（1907）、胴
体部：昭和15年（1940）

  1. 妙見宮と妙見祭

  ２. 城下町と妙見祭



NO. 名　　　　　称 員　数 所　　　　　蔵 時　　　　代 指　　定

31 亀蛇頭部 1点 宇城市教育委員会

32 藤崎宮祭礼絵巻 1巻
財団法人永青文庫・熊本大学附属
図書館寄託 江戸時代後期

33 年中行事絵巻摸本 1巻 京都市立芸術大学芸術資料館 明治時代

34 都名所図会 1冊 京都府立総合資料館 江戸時代・安永９年（１７８０）

35 祇園祭礼図絵巻 ２巻 福岡市博物館 江戸時代（元禄頃カ）

36 祇園會細記 1冊 京都府立総合資料館 江戸時代・宝暦７年（１７５７）

37 月鉾模型 1点 京都府京都文化博物館 ２０世紀初頭

38 筑前名所図会 1冊 福岡市博物館 江戸時代・文政4年（１８２１）

39 旧稀集 1冊 福岡市博物館 明治20年改写

40 追懐松山遺事 1冊 福岡市博物館 明治43年（１９１０）

41 博多松囃子の傘鉾 1基 櫛田神社（福岡市） 昭和53年

42 諏訪祭礼図屏風 ８曲１双 料亭富貴楼（長崎市） 江戸時代初期

43 崎陽諏訪明神祭祀図 3帖 大阪府立中之島図書館 19世紀初頭

44 本籠町傘鉾垂 1点 長崎歴史文化博物館 江戸時代・文化年間

45 万屋町傘鉾垂刺繍 6点 万屋通り町会（長崎市） 江戸時代・文政10年・弘化5年 長崎市指定

46 笠鉾菊慈童部材箱 1点
宮之町笠鉾菊慈童保存会（八代市
立博物館寄託）

江戸時代・元文3年（1738）

47 笠鉾蘇鉄骨組 1点
二之町笠鉾蘇鉄保存会（八代市立
博物館保管）

48 笠鉾迦陵頻伽骨組 1点
塩屋町笠鉾迦陵頻伽保存会（八代
市立博物館保管）

49 笠鉾本蝶蕪骨組 1点
本町一丁目笠鉾本蝶蕪保存会・本
町二丁目笠鉾本蝶蕪保存会（八代
市立博物館保管）

50 笠鉾西王母の車輪 1点
通町笠鉾西王母保存会（八代市立
博物館寄託）

51 笠鉾本蝶蕪猩々緋下屋根 １点
本町一丁目笠鉾本蝶蕪保存会・本
町二丁目笠鉾本蝶蕪保存会　（八代
市立博物館保管）

明治37年（1904）

52 蕪の葉 1点
本町一丁目笠鉾本蝶蕪保存会・本
町二丁目笠鉾本蝶蕪保存会（八代
市立博物館保管）

53 笠鉾本蝶蕪蝶の胴体 1点
本町一丁目笠鉾本蝶蕪保存会・本
町二丁目笠鉾本蝶蕪保存会　八代
市立博物館寄託

54 提灯 2点
紺屋町笠鉾猩々保存会（八代市立
博物館保管）

  ３. 笠鉾の系譜


