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弘明寺境内には豆まきの
中止を告げる看板が立て
られた

豆まき：中止　来場者殺到で警備限界　横浜・弘豆まき：中止　来場者殺到で警備限界　横浜・弘
明寺明寺

　横浜市内では最古の名刹（めいさつ）

「弘明寺（ぐみょうじ）」（南区）で６

０年以上続けられてきた節分の日（２月

３日）の豆まきが今年から中止される。

狭い境内で警備員の指示に従わない来場

者がおり、転倒事故などの危険があるか

らだ。継続を望む声が上がる中、美松寛

昭（みまつかんしょう）住職（４４）は

「自分のことしか考えない人が多く、警

備の限界を超えている。子供たちに伝統

行事を残せないのは悲しい」と話してい

る。

　弘明寺では戦前から毎年２月３日に「節分法会」を実施。

応募した年男年女が寺の境内で福豆をまき、鬼や天狗（てん

ぐ）が周辺を練り歩いてきた。

　豆まきには、約６００平方メートルの境内に、毎年約１０

００人が集まり、狭い境内で多くの人が福豆やお菓子を我先

にと奪い合う。実際に転んで軽いけがをする来場者もおり、

０５年から福豆を手渡しにした。それでも危険な状態が続

き、０７年１０月に行われた寺の役員会で中止を決めた。来

年以降も再開する予定はないという。

　この決定に対し近くの主婦、榊原千代子さん（６３）は

「子供が豆を拾う時など確かに危ないと思ったが、豆まきを

しないお寺が増えているのでやめないでほしい」と落胆して

いた。

 
 トップ > ニュースセレクトニュースセレクト > 話題 > 記事

[PR]春のマンション情報　購入資金・住宅ローンのアドバイス　トレンドナビ

話題話題 文字サイズ変更 小 中 大

トピックストピックス

写ってるかも！東京マラソン大写真特集

なぜ東芝ＨＤ－ＤＶＤ撤退？

スザンヌ母親の教育論

社説ウオッチング：新
しい学習指導要領　
「現行」の不調、検証
を

 

毎日ｊｐアンケート実施中
商品券２０００円を１００名様
にプレゼント

 

昭和毎日：１９５４（昭和２９）年、プロレ
スブームが始まった

クローズアップ：日本の食料自給率、３９％
　輸入依存脱却遠く

余録：鳥インフルエンザ

注目キーワードで考える論点

【特集企画】東原亜希さんと行く「日光」の
旅

【プレゼント】プラズマＴＶ、Ｗｉｉが当
る！

【特集企画】自宅で学習！学位を取得！
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検索：  

　参道にあたる横浜弘明寺商店街への影響も心配される。商

店街協同組合の魚住宏一副理事長（６０）は「新規のお客さ

んを開拓する機会だったのに。影響が予想できない。商店街

で配る福豆の量を例年の３倍にして、何とか節分の日が盛り

上がれば」と話している。

　美松住職は「何かあれば主催者側の責任が問われる時代に

なった。事故が起きてからでは遅い」と説明している。【鈴

木一生】

英訳

【関連記事】【関連記事】

北見冬まつり:市民雪像展を中止－－雪不足で　／北海道

文化財防火デー:長崎・出津教会で消防訓練、水不足で放
水は中止　／長崎

雑記帳:女子大対抗「巻きずし丸かぶり」…大阪・道頓堀

ケーキのまるかぶり:節分の縁起物・恵方巻似　ケーキ店
が予約販売－－葛城　／奈良

鯨の日:２月３日、多彩なイベント計画－－継承する会　
／山口

エビとカニの水族館:「オニ」「ツノ」付く８種類、節分
特集展示－－すさみ　／和歌山

特別企画展:全国各地の「鬼の凧」を展示－－東近江・大
凧会館　／滋賀

雑記帳:鬼さんダイブが好評／来月３日まで週末に登場／
下関・海響館

節分:４メートルの赤鬼登場－－揖斐川・華厳寺　／岐阜

毎日新聞　2008年1月29日　15時00分

関連記事関連記事

2月4日 豆まき：山田昌さんら、威勢良く－－一宮・真清
田神社　／愛知

豆まき：雪化粧のなかで－－秩父・加須　／埼玉

2月3日 豆まき：交通安全を願い「鬼は外」－－あわら　
／福井

豆まき

江崎新聞店　配達スタッフ募集
静岡市最大手の新聞店配達スタッフ。収
入チェックもできる。
www.ezakinet.co.jp

図書館の仕事がしたい！
本と人をつなげるお仕事。関東・関西の
図書館スタッフを募集中！
www.aspectcore.co.jp

IT専門の求人情報はエンコネ。
国内最大級のIT専門求人サイト。未経験
OKから高額案件まで毎日更新
www.encone.com

スポンサーサイト

１位：【予約】 の１位：【予約】 の
だめカンタービレだめカンタービレ
（20）（20）

瞬間ベストセラーランキング瞬間ベストセラーランキング

【総合】の売れ筋商品！

２位：L FILE  No．15２位：L FILE  No．15

３位：【予約】 One piece３位：【予約】 One piece

（49）（49）

ランキング一覧

1時間 24時間 昨日

まいまいクラブ新年大オフ会を開
催
ぜひ、ご参加ください

ニュースセレクトアクセスランキングニュースセレクトアクセスランキング

11
東芝：年末商戦惨敗で決断　新世代Ｄ
Ｖ…

22
教研集会：プリンスホテル側、参加者
の…

33
東芝：ＨＤ撤退へ　ブルーレイ支持広
が…

44
東京マラソン：沿道に１６６万人…２
万…

55
中国生産食品企業：８割が「ギョー
ザ」…

ニュースセレクトランキング　一覧

大学別入試 問題と解答

菊川怜さんの「Ｅｃｏ出張」

学士の学位が取得できます！

だいじょうぶウィーク 参加者募集

美女と行く日光で日本を再発見

認知症３００万人時代に向けて

ＨＩＶとともに生きる女性たち

大学入試センター試験 問題と解答

就職・転職ならJOB毎日　

高校野球の未来を語る

中高年の資金運用

田舎に行こう

←「47才の男」が使うと！←「47才の男」が使うと！
今、このシャンプーが髪に悩む40代
に売れてる。秘密をある男に聞くと

東急ハンズで人気！東急ハンズで人気！
薄毛・抜け毛で悩んでいる方々に
お勧めの「スカルプＤ」って何？
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ニュースセレクトニュースセレクト

エンタメ＆スポーツエンタメ＆スポーツ

ライフスタイルライフスタイル

／福井

豆まき：園児ら勇気を出して“鬼”追い払おう－
－益田　／島根

話題　最新記事話題　最新記事

東京マラソン：東国原知事は４時間４２分２７秒で完走  (22
時46分)

教研集会：プリンスホテル側、参加者の宿泊予約も取り消し
(21時25分)

郵便ポスト：愛知・井桁屋公園に“抹茶色”が登場  (20時53
分)

東京マラソン：中越沖地震への善意に新潟県がおにぎり提供
(19時46分)

雑記帳：中央自動車道のＳＡ・ＰＡで「ラーメンバトル」
(19時22分)

話題　アーカイブ一覧

花粉に悩まされない春を迎えるには？(PR)
毎日、楽しい！お風呂ランキング(PR)

 

注目の情報注目の情報

えっ…あなたの年収低すぎ？えっ…あなたの年収低すぎ？
今、＠typeの「市場価値診断テスト」が大人気
だ。２５万人以上の人が受けている。約５分の簡
単なテストで適正年収や性格特性などが、その場
で分かってしまう！しかも無料…

５つの人気になった秘密とは？５つの人気になった秘密とは？

 

 

事件・事故・裁判 ¦ 話題 ¦ 海外 ¦ 経済 ¦ 政治 ¦ サイエンス ¦ 気象・地震 ¦ 人事・訃報 ¦ コラム・社説

スポーツ ¦ 芸能 ¦ 映画 ¦ 音楽 ¦ アニメ・マンガ・ゲーム ¦ クルマ ¦ 旅行 ¦ 競馬 ¦ 毎日の本棚 ¦ 囲碁 ¦ 将棋 ¦
芸術・文化

恋愛・結婚 ¦ 子育て・教育 ¦ 就職・転職 ¦ 株・マネー ¦ 住宅 ¦ 健康 ¦ IT・家電 ¦ 食 ¦ ファッション ¦ 環境 ¦
毎日かあさんち ¦ 英語を学ぶ

毎日jpとは｜ 広告掲載｜ リンク｜ 著作権｜ 個人情報｜ お問い合わせ

よくある質問｜ アクセシビリティ ¦ 読者投稿 ¦ 毎日jpラボ
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