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《参考》 今年も2021年節分に掲載した「節分の鬼」の記事をそのまま掲載させていただきました 

 節分の鬼に思いを馳せて 災い祓い「福は内 鬼も内」 2021.2.3. 

   
   https://infokkkna.com/ironroad/2021htm/R0302.htm#2. 節分の鬼に思いを馳せて 災い祓い  

コロナ禍の中での激動の新時代 激甚災害を起こす気候変動・地球温暖化も気になる。 

平和な暮らしを願わずにはおられない。 

やっぱり2月のページに節分の鬼がいないと気になって home page の座りが悪い。 

新しいページを付け加えられませんでしたが、節分の鬼・鬼にされた「たたら衆たち」にも 

思いを馳せてもらいたいと今年も以前に掲載した「節分の鬼」の記事を転記掲載させていただきました。 

  1.  春迎え 「福は内 鬼も内」 ２０１９年の掲載記事より 

日本各地に伝承されている鬼  鬼にされた愛すべき仲間の鬼たちに思いを寄せて 

この季節になると毎度ながら、｢鬼｣が気になる。 

「鬼｣は自分たちとは異なる集団を｢鬼｣として排除してきた遠い昔の名残り。 

       そんな中に「鬼」とされた古代の製鉄集団もいたという。 

      「開拓神」となった鬼 在地の衆に災いをもたらすとして退治された鬼。  

      「災いをもたらす」として恐れられたが接触が続く中で仲間となった鬼もいる。 

｢いつも一生懸命働きながら 騙されて退治される｣そんな「仲間の鬼」が日本各地で語り継がれてきた。 

       また、災いをもたらす鬼が退治・改心して、神に従う鬼・神の化身となって災いを追い払う鬼もいる。 

｢鬼は外 福は内｣と言いながらも うちでは鬼に感謝し、憎めない。 

      ｢地球上に生きとし生けるもの みな共生する仲間｣ 

そんな愛すべき鬼たちに「縄文の心」「日本人の奥深い心情」を見る   

      日本人の心の原点「共生」が ここでも培われてきたと。   

       「鬼 にされた愛すべき仲間の鬼たち」の鬼伝承やことわざ   

       ◎「仲間としての鬼」-鬼にされた たたら製鉄集団-  

◎「日本各地の鬼伝説」和鉄の道・Iron Road 掲載リスト 

       ◎「日本人の心の故郷「縄文」 

 一万年も平和で豊かな生活が続いた時代  世界に類のない日本の「縄文」 

           そのエンジンは「他人を思いやる心」 

 日本人の心の故郷「縄文」北東北・北海道の縄文遺跡がユネスコ世界遺産に 
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     東北の「鬼」 鬼にされた阿弖流為・アテルイのこと 

         「あの高嶺 鬼住む誇り 音の瀬音 久遠の賛歌 この大地 燃え立つ命ここは北上」北上市 市民憲章より 

            ■ http://www.infokkkna.com/ironroad/2008htm/walk5/0802oni00.htm ■ 

 幾度となく訪れた東北の各地で、「蝦夷」と呼ばれた時代の人たちへの強い愛着と近親感に出会って、 

          強烈な印象と新鮮な驚きを受けました。この時期「鬼」の話になるといつも気になる東北の「鬼」。         

     

   2. 神戸の鬼・仲間の鬼 動画・photo収録  

何度か紹介してきた神戸の鬼 今も神社・寺の伝統行事として 集落全体が一体となって受け継義守っている。  

    都市化が随分進む西神戸ですが、観光とは無縁の集落の素朴な伝統行事として守られていることを知ってもらいたくて、  

    動画とスライドアルバムをまとめて掲載しています。  

また、修験道の開祖役の行者により、改心し従った前鬼・後鬼の生駒山の鬼伝承や  

    私の故郷尼崎の大覚寺で毎年節分に演じられる古い壬生狂言の流れをくむ身振り狂言「節分厄払い」。  

    その動画も一緒に入れました。また、大江山酒呑童子伝説など鬼にまつわる丹後の和鉄の道も  

    日頃 耳にする鬼のイメージとはずいぶん違う心情が鬼の伝統行事を通じて伝わってきます。 

     ◎ 神戸の鬼 & 生駒山の鬼  神や仏の化身となって厄を払う鬼(追儺式・鬼踊り  

   

      
  ◎ 神戸の鬼 長田神社 追儺式     http://www.infokkkna.com/ironroad/2017htm/1702nagataoniL.mp4 

  ◎ 神戸の鬼 稲美野高菌寺 追儺式   http://www.infokkkna.com/ironroad/2012htm/iron8/1203kobeoni.mp4 

  ◎ 神戸の鬼 押部谷 性海寺 鬼踊り    https://infokkkna.com/ironroad/2016htm/iron12/1602syoukaiji.mp4 

  ◎ 神戸の鬼 妙法寺 追儺式           https://infokkkna.com/ironroad/2013htm/iron9/1301myohoji.mp4 

  ◎ 生駒山の鬼 鬼切集落 慈光寺の鬼  http://www.infokkkna.com/ironroad/2015htm/iron11/1502ikoma.mp4 
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     ◎ 節分豆撒きで追い払われる鬼 & 退治された鬼の伝承 

         

   ◎ 節分の鬼 故郷尼崎の大覚寺では豆を撒いて 鬼を追い払う身振り狂言「節分厄払い」 

      http://www.infokkkna.com/ironroad/2014htm/iron10/1403yakubaraiS.mp4 

   ◎ 退治された鬼 大江山の鬼・酒呑童子  たたら衆との関連した伝承か? 2001年掲載の古い資料 久しぶりに取り出しました 

          Pdf file: http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/jstlbb06.pdf 

  3. 春 鬼の話題 お酒「鬼殺し」そのいわれは… 

 コロナ禍 家籠りの中で、晩酌する機会が多くなりました。   

     酒屋の店頭やスーパーなどでよく見かけるお酒「鬼ころし」がふと頭に浮かで・・・ 

「鬼ころし」とは・・・・・  

     どうせ「大江山の酒呑童子」伝承のお酒かなぁ・・・ 

  

     でも酒呑童子伝承を調べた時もお酒「鬼殺し」と結び付つけ 

た記憶もない。 大江山酒呑童子だったら名産とか特産とか 

がついているはずだし、伝承地産だとすると大江山のある 

京都など伝承の残る地はそれほど多くない。  

     時と場所はいろいろで確かでないが、随分多くの 

違った「鬼ころし」がある。  

     鬼伝承と違うとなると酒の業界の統一ブランド?   

     でも それでもなさそうだ。  

     ほんまのところどうなんやろか・・・・・。  

    私にとっては まあ そんな程度の知識です。 

今は老若男女みんな「鬼滅の刃」のブームと聞く。凄い街おこし効果。  

    その聖地が日本各地に生まれ、たたら跡や鍛冶場 刀の展示博物館等々聖地巡りのブームで訪れる人も多いという。  

   「鬼ころし」はこのブームの外らしい。でも いつまた火が付くかも……  

    お酒「鬼ころし」  

日本全国 灘や伏見・新潟の酒どころの酒蔵はじめ、北海道から九州まで多くの酒蔵が「鬼ころし」を出している。  

    そうかといって特に値段の高い特別な酒ではなく、紙パックもよく見かけるごく一般の酒である。  

   どうも「鬼ころし」の名は商標登録もないようだ。  

   名前の由来は「鬼のように頑強な男でも酔い潰れてしまうほど純度の高い酒」という意味だという。  

   強い酒・アルコール度数の高い酒・うまくてついつい度を越してしまう酒   

   それぞれの酒蔵がそんな冠を付ける酒だという。  

   耳にする昔からの言い伝えで、とてもおいしいお酒を「鬼が飲んでも酔いつぶれてしまうほどおいしい酒」。  
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  「鬼」の名を冠することで強いインパクトを与えるために各地でこの名が使われてきたようだ。  

   私は銘柄にこだわる呑み助でもなく、こだわりもないので、よくわからずですが、  

   印象的には何か 酒の甘い・辛いやアルコール度等々のこだわりがあるのかもしれません。  

   また、「鬼ころし」のある地に行けば、地方にうずもれている民間伝承にであえるかも・・・・・・。  

 

       2月 何かと「鬼」が話題になる季節 鬼を肴に飲みすぎないように……   

  「福は内 鬼も内」  

                                          2020.2.1. From Kobe  Mutsu Nakanishi  

   壱岐の「鬼凧」につながった鬼伝承「百合若大臣」の鬼退治 

意外と九州の鬼伝承について調べた記事ないのに気が付いて、少し調べてみようと。  

   古代 阿蘇と高千穂の「鬼八」伝承や福岡の鬼塚伝承などがあるのを知りました。  

   また 鉄との関係などもゆっくり調べて、別途掲載させていただきます 

   

■【スライド動画】2021春の足音 須磨離宮梅林で 春はもうすぐそこに                                                     

https://www.infokkkna.com/ironroad/2021htm/walk18/R0302harunoashioto00.htm 
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