
伊曽乃神社 奉納だんじり 

地区 № 名 称 時代 建造 西暦 塗り 階数 絵  柄 分類 大工 彫刻師 

1 中野 明治 明治23年 1890 黒塗 ３階 水滸伝 水滸伝 菅 浜吉 菅 浜吉 

2 山道 昭和 昭和59年 1984 素木 ２階 武者物 武者その他 近藤富士男 植村旭峰 
3 楠 平成 平成２年 1990 素木 ３階 太平記 太平記 近藤富士男 植村旭峰 

4 日明 昭和 昭和３年 1928 素木 ３階 川中島の合戦 源平合戦 石川甚助 近藤泰山 
5 藪之内 昭和 昭和57年 1982 素木 ３階 賎ヶ岳の七本槍 武者その他 伊藤一直 土居工雪 

6 船形 昭和 昭和58年 1983 素木 ３階 武者物 武者その他 矢野一政 川人三郎 

7 中之段 昭和 昭和56年 1981 黒塗 ３階 水滸伝 水滸伝 金森正一 植村旭峰 
8 東原 昭和 昭和63年 1988 黒塗 ３階 太閤記 太閤記 近藤富士男 植村旭峰 

9 安知生 昭和 昭和57年 1982 素木 ３階 花鳥彫 花鳥彫 近藤富士男 植村旭峰 
10 洲之内 昭和 昭和56年 1981 素木 ３階 川中島の合戦 源平合戦 近藤富士男 植村旭峰 

神戸 

11 奥之内 大正 大正12年 1923 黒塗 ３階 天女・仙人 その他 工藤千吉 観音寺の職人 

12 沢 昭和 昭和59年 1984 素木 ３階 太閤記 太閤記 小野利和 片山乗明 
13 西之川原 昭和 昭和59年 1984 素木 ３階 源平合戦・十二支 源平合戦 近藤富士男 植村旭峰 

14 新田 昭和 昭和４年 1929 素木 ３階 義経弓流し 源平合戦 河野広一 近藤泰山 
15 天皇 昭和 昭和４年 1929 黒塗 ３階 牛若弁慶 源平合戦 石川甚助 近藤泰山 

16 常心上組(大南) 大正 大正14年 1925 黒塗 ３階 仁徳天皇 天皇物 吉本寅吉 佐々木・ 

17 常心下組(中南) 昭和 昭和35年 1960 素木 ３階 太平記 太平記 菅 太一 鈴木泉石 
18 北之丁上 昭和 昭和７年 1932 素木 ３階 花鳥彫 花鳥彫 石川甚助 松田幾助 

19 川原町 平成 平成２年 1990 素木 ３階 花鳥彫 花鳥彫 難波江英明 井波彫の職人 
20 西町 昭和 昭和63年 1988 素木 ３階 鵯越え逆さ落とし 源平合戦 石水公親 石水信至 

21 仲町小川 大正 大正14年 1925 素木 ３階 屋島 扇の的 源平合戦 石川甚助 近藤泰山 

22 下小川 昭和 昭和10年 1935 黒塗 ３階 甲越軍記 源平合戦 宮本薫太郎 武田一市 
23 明神木 昭和 昭和58年 1983 素木 ３階 花鳥彫 花鳥彫 松井 司 土居工雪 

24 登道 平成 平成元年 1989 素木 ３階 武者物 武者その他 金森秀夫 川人三郎 
25 北之丁下 昭和 昭和62年 1987 素木 ３階 太平記 太平記 石水公親 石水信至 

26 加茂町 平成 平成３年 1991 素木 ３階 敦盛呼び戻す熊谷次郎直実 源平合戦 石水公親 石水信至 

27 新玉通り 明治 明治26年 1893 黒塗 ２階 甲越軍記 源平合戦 菅 浜吉 菅 浜吉 
28 駅前本通り 昭和 昭和60年 1985 素木 ３階 神功皇后 天皇物 石水公親 石水信至 

29 上小川 平成 平成６年 1994 素木 ３階 賎ヶ岳の七本槍 武者その他 石水公親 石水信至 
30 地蔵原 昭和 昭和59年 1984 素木 ３階 源平合戦 源平合戦 石水公親 石水信至 

31 北之丁中 明治 明治32年 1899 黒塗 ２階 花鳥彫 花鳥彫 菅 好助 松田幾助 

32 清水町 平成 平成15年 2003 素木 ３階 花鳥彫 花鳥彫 徳永工務店 川人三郎 
33 岸陰 昭和 昭和58年 1983 素木 ３階 武者物 武者その他 難波江英明 土居工雪 

34 駅西 昭和 昭和58年 1983 素木 ３階 武者物 武者その他 金森正一 土居工雪 
35 朝日町 昭和 昭和59年 1984 素木 ３階 花鳥彫 花鳥彫 難波江英明 土居工雪 

36 南町 江戸 安政２年 1855 黒塗 ３階 弁慶一代記 源平合戦   松勢堂二鶴 

37 若葉町 昭和 昭和62年 1987 素木 ３階 武者物 武者その他 難波江英明 土居工雪 

大町 

38 錦町 明治 明治19年 1886 黒塗 ２階 源平合戦 源平合戦 菅 浜吉 菅 浜吉 

39 上喜多川 昭和 昭和58年 1983 素木 ３階 雄略天皇 天皇物 金森正一 土居工雪 
40 上神拝 昭和 昭和57年 1982 素木 ３階 武者物 武者その他 金森正一 川人三郎 

41 古川 昭和 昭和56年 1981 素木 ３階 川中島の合戦 源平合戦 近藤冨士男 植村旭峰 

42 古屋敷 江戸 天保11年 1840 黒塗 ３階 富士の巻狩り 源平合戦     
43 原之前 明治 明治25年 1892 黒塗 ３階 太閤記 太閤記 菅 浜吉   

44 吉原三本松 大正 大正12年 1923 素木 ３階 富士の巻狩り 源平合戦 石川甚助 村上藤吉 
45 新町 昭和 昭和12年 1937 素木 ３階 太平記 太平記 河野広一 近藤泰山 

46 栄町上 昭和 昭和57年 1982 素木 ３階 武者物 武者その他 金森正一 金森秀夫 

47 栄町中 大正 大正13年 1924 素木 ３階 花鳥彫 花鳥彫 石川甚助 村上藤吉 
48 栄町下 大正 大正14年 1925 素木 ３階 神武天皇 天皇物 石川甚助 村上藤吉 

49 下町中 昭和 昭和56年 1981 素木 ２階 源平合戦 源平合戦 金森秀夫 石水信至 
50 砂盛町 明治 明治９年 1876 黒塗 ２階 太閤記 太閤記 菅 浜吉 菅 浜吉 

51 下町南 平成 平成11年 1999 素木 ３階 太閤記 太閤記 石水公親 石水信至 

52 川沿町 明治 明治21年 1888 素木 ２階 太閤記 太閤記 日野国助 村上藤吉 
53 喜多川中 明治 明治28年 1895 素木 ２階 花鳥彫 花鳥彫   菅 浜吉 

54 御所通り 昭和 昭和63年 1988 素木 ３階 戦国武将伝 武者その他 金森秀夫 川人三郎 
55 若草町 昭和 昭和59年 1984 素木 ３階 勧進帳 源平合戦 金森正一 土居工雪 

56 花園町 昭和 昭和57年 1982 素木 ３階 水滸伝 水滸伝 宮崎秀之 石川大望 

57 上川原 明治 明治32年 1899 黒塗 ３階 太閤記 太閤記 松田幾助 松田幾助 
58 都町 平成 平成17年 2005 素木 ３階 源氏物語 その他 石水公親 石水信至 

59 西新町 平成 平成16年 2004 素木 ３階 源平合戦 源平合戦 金森秀夫 石水信至 
60 富士見町 平成 平成６年 1994 素木 ３階 源平合戦 源平合戦 瀬尾 晃 川人三郎 

61 八丁 明治 明治34年 1901 素木 ２階 富士の巻狩り 源平合戦   村上藤吉 

神拝 

62 辯財天 江戸 安政年間   黒塗 ２階 三国志と竹林の七賢人 三国志     
63 玉津 昭和 昭和２年 1927 素木 ３階 湊川の戦い 武者その他 石川甚助 近藤泰山 

64 横黒 昭和 昭和54年 1979 素木 ３階 牛若弁慶 源平合戦 金森正一 植村旭峰 玉津 
65 市塚 大正 大正15年 1926 素木 ３階 宇治合戦 武者その他 石川甚助 近藤泰山 

66 北町 明治 明治28年 1895 素木 ３階 日清戦争 その他     

67 魚屋町 平成 平成５年 1993 黒塗 ３階 花鳥彫・琴棋書画・唐子 花鳥彫 金森正一 土居工雪・石水信至 
68 松之巷 江戸 安政５年 1858 黒塗 ３階 三韓征伐 天皇物   好道 

69 大師町 昭和 昭和８年 1933 素木 ３階 花鳥彫 花鳥彫 吉本寅吉 佐々木・ 
70 常盤巷 昭和 昭和57年 1982 素木 ３階 武者物 武者その他 金森正一 土居工雪 

71 百軒巷 昭和 昭和57年 1982 素木 ２階 太平記・竜虎 太平記 小野利和 重岡徳和 

72 新地 明治 明治時代   朱塗 ３階 元寇 武者その他 菅 浜吉 菅 浜吉 
73 紺屋町 江戸 江戸末期   黒塗 ２階 三国志・海女 三国志 山本利平 山本利平 

74 東町 昭和 昭和57年 1982 素木 ３階 武者物・神話 武者その他 石水公親 石水信至 
75 船元町 明治 明治33年 1900 黒塗 ３階 義経記 源平合戦 村上藤吉   

西条 

76 四軒町 明治 明治32年 1899 黒塗 ３階 源平合戦・十二支 源平合戦 松田幾助 松田幾助 

御供 77 本町 江戸 嘉永３年 1850 朱塗 ２階 三国志 三国志     



 

 

  江戸時代は130年以上も前なの

に６台も現存するのは驚きです。 

 最古屋台は神拝地区の古屋敷で

160年以上前の1840年(江戸時代の

天保11年)に建造されたものです。

次が御供の本町で1850年、南町の

1855年と続きます。 

 都町は1889年(明治22年)で、古

い方から10番目でしたが、平成17

年の新調により新しい方から１番

となりました。 

  素木と塗り、３階造と２階造 

の比較です。素木が圧倒的で割合

にすると70％になります。朱塗り

の２台は、御供の本町と西条地区

の新地です。 

 ２階造と３階造の割合は、13台

と64台で82％が３階造です。 

  やはり武者物がダントツトップ

です。その割合は52台で68％です。

武者物の中でも源平合戦が24台と

約半数を占めています。源平合戦

は瀬戸内海などが舞台となってい

ますので多いのは土地柄なのでし

ょう。 

 三国志は３台ですが、本町、紺

屋町、辯財天と全て江戸時代の建

造となっており興味を引くところ

です。 

 その他には、奥之内の“天女仙

人”、北町の“日清戦争”、そして都

町の“源氏物語”です。 
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