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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

縣長的話
Words from the Mayor
県知事の言葉

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖往北港徒步進香活動，已經延續將近 200年，在時
間的遞嬗流轉裡，連結著先民與媽祖信仰的集體記憶，經過長久累積與發展，以堅

持徒步與路線不固定的傳統特色，於 2008年由苗栗縣政府登錄為民俗無形文化資
產、2010年更由文化部指定為國家重要民俗，苗栗縣政府為延續媽祖敬天愛民的
慈悲精神，戮力推廣媽祖文化之美，讓更多人了解白沙屯媽祖進香民俗、乃至全臺

灣的媽祖信仰文化。

Baishatun Mazu pilgrimage, an annual event from Gongtian Temple to Beigang, 
has a history of about 200 years. As time goes by, this tradition passed down from 
one generation to the next has formed a unique bonding between early settlers 
and Mazu. As the longest foot pilgrimage in terms of distance with a route decided 
by Mazu, it was registered as intangible cultural heritage by the Miaoli County 
Government in 2008 and ranked as national significant folklore by Ministry of Culture 
in 2010. Miaoli County Government will continue to promote this unique religious 
ritual for people around the world to learn more about Miaoli and Mazu culture on this 
island. 

苗栗県通霄鎮・白沙屯拱天宮媽祖の北港への里帰り巡礼イベントは、200 年近い

歴史があります。時の移り変わりの中で、我々の先祖と媽祖信仰の集合的記憶をつな

ぎ、長きにわたる積み重ねと発展を経て、永続的な行脚と不規則なルートといった伝

統的な特性をもって、2008 年に苗栗県政府によって民族無形文化財として登録され

ました。さらに 2010 年には、国家重要無形民俗文化財として文化部より指定されま

した。苗栗県政府は媽祖の天を敬い人を愛する慈悲の精神を受け継ぎ、力を合わせて

媽祖文化の美しさを広め、苗栗を、そして全台湾の媽祖信仰の文化をより多くの人々

に知っていただきたいと思います。

苗栗縣縣長
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

局長的話
Words from the Director
局長の言葉

文化是人類生活的總和，需要時間不斷持續積累，白沙屯媽祖進香便是透過先

民與媽祖的生活經驗累積的獨特信仰文化，徒步進香路程全由媽祖鑾轎引領路線、

每次的行走路線不定，充滿新奇與感動，每年都吸引眾多的香燈腳跟隨媽祖的腳步

前往北港，形成臺灣的特殊人文景觀，體現了兼容多元信仰文化的臺灣精神。

Cultural evolution over time vividly preserves the history of human species. 
The centennial Baishatun Mazu pilgrimage demonstrates the development of this 
long-standing religious ritual since the old days. The most distinctive feature of the 
Baishatun Pilgrimage is the route decided according to Mazu’s will. With a large 
crowd of pilgrims following Mazu to Beigang every year, this annual religious rite has 
created a unique scene in Taiwan. 
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苗栗縣政府文化觀光局局長

文化は人々の暮らしの総和であり、途切れることなく積み重ねられた時間が必要

とされます。白沙屯媽祖巡礼は、先人と媽祖の暮らしにおける経験が積み重ねられた

特有の信仰文化です。この巡礼のルートは媽祖の神輿により導かれ、毎回の巡礼ルー

トは異なり、目新しさと感動に満ちたものとなっています。毎年、膨大な数の巡礼遂

行の信徒を引き連れた媽祖の一行が一路北港を目指し、省道に群がる人々が特殊な風

景を作り出し、多元的信仰文化をもつ台湾の精神を体現しています。
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走玩白沙屯媽祖徒步進香！
Join Baishatun Mazu pilgrimage!
白沙屯媽祖・里帰り巡礼に参加しよう！

苗栗縣

雲林縣

台中市

彰化縣

Miaoli County
苗栗県

Taichung City
台中市

Changhua County
彰化県

Yunlin County
雲林県

N

跟著媽祖去旅行，從苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮出發，沿途行經苗栗、台中、彰

化、雲林，最後抵達北港朝天宮，中途橫跨大安溪、大甲溪、大肚溪、濁水溪，每

有固定路線的白沙屯媽祖徒步進香，用雙腳一步一步的走完近四百公里香路，除了

挑戰自我外，更是探索之旅！

This pilgrimage departs from Gongtian Temple in Miaoli and passes Miaoli, 
Taichung, Changhua, and Yunlin before arriving at Chaotian Temple in Beigang. This 
journey takes you to cross several rivers, including 
Da’an River, Dajia River, Dadu River, and Zhuoshui 
River. This 400km Baishatun Mazu pilgrimage is 
not only a challenge, but also an exploring tour.

媽祖について歩く巡礼の旅は、苗栗通宵
鎮・白沙屯の拱天宮から出発し、苗栗・台
中・彰化・雲林と下って行き、媽祖帰郷
の地である北港朝天宮に到着します。道
中では大安渓流・大甲渓流・大肚渓流
・濁水渓流を横切りるように進みま
す。固定ルートのない白沙屯媽祖
里帰り巡礼は、自分の足で一歩
一歩 400 キロメートルを歩き
終えるという、自己への挑戦
と更なる探求の旅でもある
のです！



進香必備物品
Requirements for the pilgrimage
巡礼の必需品

苗栗縣

雲林縣

台中市

彰化縣

Miaoli County
苗栗県

Taichung City
台中市

Changhua County
彰化県

Yunlin County
雲林県
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大型行李
1.一套全新的衣服，在北港參加拜天公前換穿。
2.可禦寒又能防曬的薄外套，多雙可換穿的鞋襪。
3.準備寬鬆的布鞋。
4.個人清潔用品，如旅行裝的牙刷、牙膏、洗髮精、沐浴精等。
5.環保餐具。
6.睡袋或營宿裝備。
隨身行李
1.毛巾，用來擦汗、防曬傷，還能在放鞭炮時掩耳摀鼻。
2.防曬用品，如遮陽帽子、防曬乳、袖套，脖子上可以繫綁濕毛巾，防曬兼消暑。
3.輕便雨衣、雨具。
4.個人常備藥品。
5.電子用品。
6.重要的隨身證件。
Large baggage
1. New clothes for worshipping the Emperor of Heaven in Beigang. 
2. A light jacket which can keep warm and block the sun and several pairs of shoes and socks. 
3. Prepare a pair of bigger shoes
4. Toiletry kit, such as toothbrushes, toothpaste, shampoo, and body wash. 
5. Eco-friendly tableware.
6. Sleeping bags or camping equipment.
Carry-on bag
1. Towels to wipe off your sweat, avoid sunburn, and cover your ears and nose when setting off 

firecrackers. 
2. Sun protection products- You can prepare hats, sunscreen lotion, and over-sleeves. You can also put a 

wet towel on the neck to remove the heat. 
3. Light weight raincoat and rain gear. 
4. Medications.
5. Electronic devices.
6. Personal documents.
大きな荷物
1. 新しい衣服一組、あるいは比較的新しい衣服。北港にて天公にお参りする前に着替える。
2. 防寒及び日焼け予防効果のある薄手の上着、替えの靴下数足。
3. 通常着用していて穿き慣れた靴、または 1 サイズ大きな靴を準備。
4. 旅行用歯ブラシ、歯磨き粉、シャンプー、ボディーシャンプーなど個人用のトラベルセット。
5. 使い捨てではない、繰り返し使えるマイ食器。
6. 寝袋などの寝具
手荷物
1. タオル（汗拭き・日焼け防止用、または爆竹使用時に耳や鼻をふさぎ保護するのに使用）
2. 日焼け防止用品（帽子、日焼け止めクリーム、腕カバーのほか、首にも濡れタオルを巻くと、クールダ

ウンと日焼け防止を兼ねて便利）
3. 携帯用レインコートと雨具
4. 常備薬
5. 電子用品
6. 重要な身分証明文書
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白沙屯媽祖 
Baishatun Mazu
白沙屯媽祖
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白沙屯的媽祖信仰源自清乾隆年間，就如同臺灣其他臨海聚落一樣，依海維生

的先民，供奉媽祖為守護神，於是，當時來臺先民奉請一尊軟身媽祖供於民家。

根據耆老口述，白沙屯媽進香活動早在建廟前即舉辦，媽祖神像歷史也比白沙

屯拱天宮更悠久，雖然正確年代缺乏文獻記載，但根據鹿港薪傳獎得主吳清波師傅

鑑定，認為白沙屯媽可能來自官方或唐山名家所奉祀，由神像的座椅推測已逾二百

餘年之久。在拱天宮建廟後，軟身媽祖更集開基媽、鎮殿媽及進香媽於一身，當地

人稱為「大媽」。

拱天宮正殿的神龕內僅供奉白沙屯軟身媽祖神像，並無其他配祀神明，象徵著

在本地人心目中，白沙屯媽祖有著獨一無二的崇高地位，這正是這數百年來媽祖與

居民在依山靠海的白沙屯生活，建立出深厚的情感所致。

拱天宮的白沙屯媽祖，垂簾歛眉，柔和的粉臉似正傾聽子民們的心聲。在不同

時間、地點、角度凝望白沙屯媽祖，都會展現不同的面貌。其軟身神像造型精緻，

身體手腳關節皆能伸展活動穿戴衣物。

The religion of Mazu in Baishatun originated in the mid-Qing Dynasty. Just like 
many other coastal settlers, the people of Baishatun naturally worshiped Mazu as 
their guardian. Therefore, these early residents had a "soft" Mazu statue that they 
enshrined in a villager's house.  

According to local senior residents, the history of Mazu statue started earlier than 
the Gongtian Temple in Baishatun. According to the authentication by an experienced 
engraver in Lugang- Wu Qing-bo, the statue might come from authorities or the 
maestro from Tangshan. With regard to the chair of the statue, it was estimated that 
the statue has been made over 2 hundred years. Since the establishment of Gongtian 
Temple, Mazu serves as the Inaugural Mazu (the first Mazu in a temple), the Presiding 
Mazu (the main Mazu in a temple), and the Pilgrimage Mazu (the statue that is carried 
on annual pilgrimages and processions). Therefore, this statue is given the title “First 
Mazu” (Dama).

Baishatun “soft” Mazu statue (made with joints so that its arms and legs can 
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move) is the only statue worshipped in 
the Main Hall of Gongtian Temple. This 
demonstrates the significant role of Mazu 
for people in Baishatun over the past few 
centuries. 

The Mazu placed inside the Gongtian Temple 
seemed to listen to people’s wishes with her gentleness. 
It is said that her appearance differs with time, location and the point of view you 
take. This soft statue with joints between her body and extremities can stretch freely 
just like a real human.

白沙屯の媽祖信仰は清乾隆帝の時代に始まります。台湾その他の臨海地域もまた

同様に、祖先たちは海を生業に生活し、開拓していました。そのような環境で自然と

媽祖は守護神として崇められ、当時の開拓民たちは都合の良い一体の「軟身」媽祖（手

足が動く媽祖のこと）を招き、家屋に奉納したのです。

現地の長老の口述によると、媽祖神像の歴史は白沙屯の拱天宮よりもさらに古

いと言います。媽祖の起こりの正確な年代は文献の記載にはなく、現代ではすでに検

証も困難なのですが、鹿港の薪傳獎受賞者である吳清波氏が鑑定を行ったところ、お

そらく政府筋、あるいは唐山の名家から奉納されたものの可能性があるということで

す。また、神像の座椅子から推測すると、200 年以上もの時が経過しているというこ

とでした。そして拱天宮の建設後、「軟身」媽祖はさらに「鎮殿媽」や「進香媽」と

いった開基媽祖をその一身に集めていることから、現地の人々は「大媽」と呼んでい

ます。

拱天宮正殿には白沙屯の「軟身」媽祖の神像のみが鎮座し、ほかの神は祀られて

いません。これは、現地の人々の心には、白沙屯の媽祖が唯一無二の存在であり、崇

高な位置にあることを象徴しているものです。このことはまさに、この数百年の間媽

祖と住民が、山と海の交錯する白沙屯で生活を続け、築き上げた深い感情の表れなの

です。

拱天宮正殿に祀られている白沙屯媽祖は、眉間の開いた穏やかな顔の前に簾が垂

れ、その柔和な桃色の顔は人々の心の声に耳を傾けているかのようです。異なる時間

・場所・角度から白沙屯媽祖をじっと眺めると、公の民衆全体にその異なる容貌を見

せてくれます。その柔らかな神像は造形が非常に細かく、体は手足の関節が自由に動

くため、ご神体の衣装の着替えも容易になっています。
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白沙屯拱天宮 
Baishatun Gongtian Temple
白沙屯拱天宮
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白沙屯舊名為「白沙墩」，位於苗栗縣通霄鎮西北方，是西部縱貫鐵路上的一

個濱海小站。這個依山傍海的村落，由於東北季風挾帶的大量風沙，堆積雪白的新

月形沙丘，「白沙屯」純樸又美麗的名字之名，由此而來。

白沙屯拱天宮，乃地方信仰中心，清咸豐晚年，白沙屯居民鑑於媽祖長年輪值

奉祀於爐主家，遲遲未有宮廟，村民倡議集資創建，同治二年 (西元 1863年 )初建
土垣茅屋供奉媽祖，歷經昭和五年 (1930)、民國六十三年的重整後，成為如今莊嚴
富麗的規模。

Baishatun, originally dubbed “Baishadun” by the early settlers, is located at the 
northwest of Tongxiao, Miaoli County. It is a costal station on the West Coast line. In 
Chinese, “Baishatun” means white sand dunes. The town has its name because the 
stiff northeast monsoons carry sand to the coast, leaving numbers of snowy white 
sand dunes every year. 

Gongtian Temple, the religion center in Baishatun, was founded in 1863. Before 
then, there was no sacred place for the Baishatun Mazu. Therefore, the idea of 
building a temple flashed into the villagers’ mind. They raised funds to build a straw 
house on a vast foundation. This house was later rebuilt in 1930 and 1974 respectively 
before becoming a sumptuous mansion.

白沙屯の旧名は、「白沙墩」という美しい名前で呼ばれていました。苗栗県通霄

鎮の西北方面に位置し、西部を縦断する鉄道上の、ひとつの小さな海の駅です。山を

背に海に面した村落は、海岸線上の東北からの季節風により大量の砂が吹き付け、雪

のように白い三日月状の砂丘を形成しました。これが「白沙屯」という地名の由来で

す。
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白沙屯・拱天宮は、この地方の信仰の

中心です。清代咸豊時代の末期、白沙屯の

村民たちは長年にわたり交代で、民家に

て媽祖を祀ってきました。いつまでたっ

てもきちんと祀れる廟が無いことから、

村人たちは寄付を集め、廟の建設に取り組

み、同治二年 (1863 年 ) に媽祖廟を完成させ

ました。当初は約三百坪の敷地に三十坪ほどし

かない茅葺の祠でした。それ以来、昭和 5 年（1930

年）、民国 63 年に改築を行い、現在の荘厳なる規模の廟

へと発展を遂げたのです。
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

徒步的初衷 ‧ 神聖使命 
Sacred journey, eternal mission
歩みの始まりは聖なる使命から
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

白沙屯拱天宮至今仍採取徒步進香方式，沿襲百年

的傳統到北港朝天宮舀取香火。

「白沙屯媽祖往北港進香」活動，因為缺文字記錄，

起始年代已難考據，但根據本地耆老的回憶，早在建廟

前，村民即已組團前往北港進香，是臺灣歷史悠久的徒步

進香活動。

相傳早期隨行的香燈腳人數不過數十人，當時的香燈腳，自

己背著網袋，內裝進香旗及金紙和個人衣物用品，在媽祖的引領下，無論晴雨晨昏，

一步一步的向前邁進。徒步路線涵蓋海邊堤道、田間小徑到縱貫公路，甚至涉水渡

溪等等，前往北港朝天宮刈火。

Bashatun Mazu pilgrimage, an annual tradition over a century, starts from 
Gongtian Temple in Baishatun and ends at Chaotian Temple in Beigang. 

Although the time of the first pilgrimage to Beigang cannot be verified, it is said 
that it started long before the Gongtian Temple was built. Therefore, this tradition 
might have been over 180 years, making it a long-standing event in Taiwan.

According to senior residents, there were less than 100 followers attending the 
pilgrimage in the old days. These pious pilgrims carried mesh bags with pilgrimage 
flags and paper money to follow the statue of Mazu. Their long journey took them 
past the causeways, paths in the fields, highways, and waters before arriving at the 
Chaotian Temple in Beigang.  

徒步的起點
Starting point of the pilgrimage
スタート地点
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白沙屯拱天宮は現在に至って徒歩巡礼による方法をとってきました。百年来の伝

統に則り、北港・朝天宮へ「万年香火」を求める巡礼を続けています。

「白沙屯媽祖・北港里帰り巡礼」は、当初の村の文字による記録が残されておら

ず、正確な開始の年代については検証が難しくなっています。しかし、現地の長老の

記憶によれば、廟の建設前、彼らの祖父の時代にはすでに、村民が隊を組んで北港へ

向かい進香を行っていたといいます。つまりこの伝統はおよそ百八十年以上もの歴史

を持ち、台湾の歴史は悠久なる徒歩巡礼の歴史であるといえます。「

かつて隨行した善男善女の信徒たちは百人にも満たなかったようですが、彼らは

敬虔な心から、網の袋に個人の荷物を背負い、巡礼旗と金紙を掲げ、媽祖の導きのも

と、雨の日も晴れの日も、昼夜を問わず一歩一歩前進を続けました。 巡礼の道筋は海

の堤防、田んぼのあぜ道から公道へ抜け、ひいては川を越えるなど、一路北港朝天宮

の香火を目指しました。 
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

白沙屯進香的過程是以媽祖旨意為依歸，除了起駕、

進火、回宮時辰之外，沿途沒有固定路線，也沒有

固定的停駕歇息地點，途中要走哪一條路、要在

何處停憩，全依照媽祖采轎，憑藉媽祖神轎來

決定行走的方向。

神轎的擺動現象一般稱做行轎或采轎，

白沙屯媽祖的風格很平易近人，也很有自己

的特性。轎夫與鑼手承接媽祖行進的旨意，

必須放下個人主觀意識，靜心感受媽祖賦予的

指令，演繹媽祖所傳達的意念，形成一套特別

的行轎模式。

The most unique feature of the Baishatun 
pilgrimage is the actual route and stops all depend on 

instructions from Mazu during the pilgrimage. The things 
decided beforehand are launching the palanquin, the ritual of dividing incense, and 
the date of returning to the Gongtian Temple in Baishatun.

The palanquin often makes sudden movements that are interpreted as 
directions given to the procession. The palanquin carriers and gong players 
need to concentrate in order to follow instructions given by Mazu. 

白沙屯の巡礼過程の動作は、媽祖からのお告げに従い進められます。起駕・進火

・回宮などの儀式の時間を除いて、辿るコースや休息の場所など、あらかじめ決まっ

ているものはありません。どこを通り、どこで休むのか、すべては神輿に乗った媽祖

のお告げに従い進められるのです。

神輿が激しく振動し上下する様子は、一般に「行轎」あるいは「采轎」と呼ばれ、

どちらも自然に起こる上下や前後の揺れなどの動きのことを表しています。白沙屯媽

祖はとても親しみやすい雰囲気を持ち、また媽祖ならでは特性も備えています。「轎

夫」と「鑼手」は媽祖の意思を表現する役目を持ちます。彼らは個人の主観や意識を

取り払い、静かな心で媽祖が発するメッセージを受け止め、行進を進めます。そのた

め、特別な神輿の様式を作り上げたのです。

跟著媽祖走吧
Follow Mazu
媽祖とともに歩きましょう
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白沙屯媽祖進香儀式 
Explaining the rituals of Baishatun Mazu pilgrimage
白沙屯媽祖里帰り巡礼儀式についての解説
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

筊筶擇日前三天，拱天宮廟前設香案以

鮮花素果敬拜天公，稟報上蒼年度活動將進

行擇日，祈求天公庇佑一切順利平安。

Three days before the pilgrimage begins, 
there will be flowers and fruits prepared 
as offerings outside the Gongtian Temple to 
announce this year’s pilgrimage and pray for 
protection on the pilgrimage journey.

ポエによる日にちを選定する三日前、拱天宮廟の前に祭壇を設け、生花や果物を

天公に供えます。いよいよ日にちの選定が始まることを報告し、すべてが順調に進む

よう、天公の庇護を祈り求める意味が込められています。

設案稟天
The initiating rite 
設案稟天（天界への報告）
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筊筶擇日
Poe divination
筊筶擇日（ポエによる日取り決め）

依循舊例，拱天宮於每年農曆十二月十五日由值年爐主向媽祖筊筶決定次年進

香啟駕日期，進火、回宮及相關儀式的時辰，每個時辰均以三聖筊為準，以示慎重

其事。

According to the tradition, the divination is held by Gongtian Temple on the 
15th day of the last month of the lunar calendar each year. Launching the palanquin, 
the ritual of dividing incense, and the date of returning to the Gongtian Temple 
are determined through this traditional Taiwanese method, in which moon-shaped 
wooden blocks are thrown and the way they land determines divine guidance. The 
approval for the proposed pilgrimage can only be agreed by a succession of three 
positive responses. 

慣例に従い、拱天宮は毎年旧暦十二月十五日に、その年の担当の「炉主」が媽祖

に年明けの巡礼の期日、そしてそのほかの一連の儀式の時間のお伺いをたてます。そ

の際は、「杯筊（ポエ）」と呼ばれる三日月形の木片二個を投げて占います。その際、

三回「聖杯」（ひとつが裏、もうひとつが表となる組合せ）となるまで、慎重に続け

られます。
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

進香旗代表媽祖的兵馬，沿途護祀「香

燈腳」前往北港進香。

一般而言進香旗是以戶為單位，請旗者

為戶長，請旗前應先向白沙屯媽祖稟示，表

明願意跟隨媽祖參加進香活動，獲媽祖示筊

之後，持進香旗在香爐上過爐，請旗完成後，

收藏於家中神明廳潔淨處。

The pilgrimage flag represents Mazu’s 
spirit soldiers who protect pilgrims along the 
journey. 

The heads of households need to get the 
approval from Mazu to attend the pilgrimage. 
After receiving the approval from the goddess, 
each household can buy a pilgrimage flag 
from either the temple or nearby stores. These 
flags are immersed in the smoke from the 
incense censer to accumulate spiritual power. 
After the ritual, the flag is usually worshipped 
at the domestic altar.

巡礼旗は媽祖の護衛兵とその馬、つまり

軍全体を表します。北港へ向けて遂行する信

徒たちを守ってくれるのです。 

一般に、巡礼旗は世帯ごとに用意しま

す。世帯主はまず白沙屯媽祖に対し、古式に

則り巡礼に参加する意思を表したうえで、媽

祖にポエでお伺いをたてたあと、巡礼旗を手

に持ち、媽祖に礼拝し、香炉の上をくぐらせ

ます。これで「請旗」の手続きは完成です。

この旗は通常時は霊力を持ちませんので、家

の中の祭壇がある部屋で保管しておきます。

請進香旗
Pilgrimage flag
請進香旗（巡礼旗拝領）
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放頭旗儀式於進香前三天舉行，拱天宮主委與值年爐主執旗向媽祖行禮祭拜

後，交由頭旗人員固定於廟前龍柱上，為拱天宮召告四方，白沙屯媽祖即將展開年

度進香活動。頭旗具有指揮有形的進香隊伍及無形的兵馬、除煞、開路的功能，執

旗者均為男性，旗上配置方天畫戟，強調其陽剛性質。在白沙屯媽祖進香的傳統中，

執旗者必須秉持「只前進不後退」的原則，強調其神聖性。

Three days before the pilgrimage begins, the committee chair of Gongtian 
Temple and the organization in charge of that year’s pilgrimage pay their respects by 
bowing to Mazu while holding a head-flag, then attach the flag to one of the dragon 
columns in the temple as a public announcement that the annual pilgrimage is about 
to begin. The head-flag has multiple symbolic functions, including directing the 
pilgrimage team and warding off evil spirits and bad fortune. The flag bearer is always 
a man armed with Chinese halberds to emphasize its “yang” attribute, representing 
strength, sun, and male essence. (The ying-yang symbol, also known as the Tai Chi 
symbol, consists of a circle divided into two halves by a curved line. One half of the 
circle is black, representing the yin side; the other is white, for the yang side.) The 
flag bearer can only move forward to present the significance of this pilgrimage. 

この儀式は巡礼の三日前に行われます。拱天宮の主任委員とその年の担 の「炉

主」は、旗を げて媽祖に礼 したあと、頭旗の係に旗を渡し、廟前の龍柱に固定させ

ます。拱天宮の四方に、白沙屯媽祖の本年度の巡礼の序幕の儀式が始まったことを告

げるためです。頭旗は、有形の巡礼隊列と、無形の兵馬を指揮し、道を開く役目があ

り、男性がにないます。兵の持つ道具には「方天戟」が配置され、力強さも強調され

ています。白沙屯媽祖巡礼のしきたりで、旗持ち係は「前進あるのみ」の原則をかた

く守り一 も後退せず、この巡礼の神聖性を強調しています。

放頭旗
Head-flag
放頭旗儀式（頭旗掲揚の儀式）
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

依據百年習俗，放頭旗日時，將去年收起的進香旗取

出至拱天宮參拜過爐，意謂開旗過爐。開旗後的進香旗

已具備靈力，代表已向媽祖領有兵將，能護衛香丁腳

平安，將舉行「犒軍」三天，於每天傍晚挑著豐盛

的飯菜，並帶著進香旗到拱天宮廟外龍柱上的頭旗

祭拜，飯菜也將放置在廟外供駐紮在廟外庄內的軍

馬享用！

白沙屯以外較遠的信徒可在自家廳堂祭拜，朝

向白沙屯拱天宮方向呼請白沙屯媽祖的兵將領受供

養，祈求進香一路平安順遂，參加進香的香丁腳按例

開始三天的沐浴齋戒，待媽祖回宮遊庄繞境後，再進行犒

軍答謝隨行兵將。

According to the centennial tradition, participants of the pilgrimage need to hold 
up flags they took along on the pilgrimage last year and pray to Mazu at Gongtian 
Temple. These flags represent Mazu’s spirit soldiers who are given powers to protect 
pilgrims during their journey. Therefore, cooked food will be prepared in the afternoon 
for three days to reward these soldiers. Moreover, pilgrims will worship the head-flag 
at Gongtian Temple with their pilgrimage flags. 

Followers who live far away from Baishatun can worship these soldiers at their 
domestic altars to pray for a successful pilgrimage. One requirement for participating 
in the journey is that all pilgrims must eat vegetarian diet for three days before setting 
out. A rite of appreciating spirit soldiers will be performed after the return.

百年来のしきたりで、「放頭旗」の儀式の際、昨年返納した巡礼旗を取り出し拱

天宮に礼拝し、炉の煙にくぐらせる。このことを、「開旗過炉」といいます。開旗後

の進香旗は霊力を持ち、媽祖に対して巡礼の一行預かることを表しています。この旗

は巡礼に参加する信徒の安全を守ります。出発前の三日間を「犒軍」といい、毎日夕

方に豊富な料理を用意し、廟を護るために駐屯してくれている兵馬に供えられます。

白沙屯から離れた場所にいる信徒は、自宅の祭壇での参拝も可能です。早朝、

白沙屯拱天宮の方向に向かい、白沙屯媽祖の兵馬の皆さまどうかお召し上がりくださ

い、と唱え、巡礼団の無事と平安を祈願します。また巡礼に参加する「香燈腳」( 巡

礼に参加する信徒 ) は、三日間の斎戒沐浴を始めます。媽祖がまた戻り、地域を巡幸

したあとは、再び遂行してくれた兵馬を料理でもてなし感謝の意を表します。

開旗犒軍
Initiate the pilgrimage flag and appreciating spirit soldiers
軍開旗犒軍（巡礼旗の清めと護衛軍への参拝）
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白沙屯傳承古老習俗，慣以「香燈腳」一詞 (台語發音 )稱呼參加進香的信徒
香客。在早期農村社會中，經濟較好的家庭才會參與進香，民眾派遣家中壯丁背著

裝有香旗、金紙、簡便衣物的網袋，跟隨媽祖神轎行走，進香途中由壯丁輪流為媽

祖抬轎，即為白沙屯特有的「香燈腳」稱呼。

According to the tradition, pilgrimage participants have been called Xiang 
Deng Jiao (in Taiwanese term) in the old days. Only people coming from better 
family background took part in the pilgrimage in the past. Families often sent fit 
men to act as bearers and help carry bags with pilgrimage flags, paper money, 
and clothes to follow alongside Mazu’s palanquin on foot. These males took turns 
carrying the palanquin, so they were named “Xiang Deng Jiao” (literally “strong 
legs of incense”) in Baishatun. 

白沙屯の古いしきたりにより、巡礼に参加する信徒は「香燈腳」（台湾語発音）

という言葉で呼ばれています。かつての農村社会において、比較的余裕のある家庭の

み巡礼に参加していました。彼らは家中の元気な若者に必要な荷物を背負わせ、香旗

・金紙を託しました。彼らは媽祖に昼夜を問わず随行し、交代で媽祖の神輿を担ぎま

した。これが白沙屯ならではの「香燈腳」と呼ばれる所以です。

香燈腳
Xiang Deng Jiao
香燈腳（巡礼に参加する信徒）
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

白沙屯媽祖進香過程中常常出乎意料停駐駕

在工廠、店舖、住家、學校或廟宇，接受信徒

膜拜。媽祖決定暫時休息稱為「停駕」，神轎

會停置在廟口、室外、屋簷下，媽祖如果決定

過夜稱為「駐駕」，鑾駕將進入宮廟、室內駐

蹕。

During the pilgrimage, Baishatun Mazu 
sometimes takes a short break outside factories, 
stores, residences, schools, or temples. A temporary 
worship altar is prepared in front of the palanquin for 
pious followers. Sometimes, Mazu will decide to stay for the 
night by moving the palanquin into the building. 

忠誠心と真心をこめて祈ることにより、媽祖巡礼団の一行はその過程の中でよ

く、工場・店舖・住宅・学校や廟などで、突然歩みを停め、信者の拝み（祈り）を受

け止めることがあります。媽祖が一旦休憩の判断を出すことを「停駕」と呼びます。

神輿は庇（ひさし）の下に停められ、屋内には入りません。そして、媽祖が宿をとる

よう判断を出すことを「駐駕」と呼び、その際には神輿のまま屋内に入ることができ

ます。

駐駕‧停駕
The resting ceremony
駐駕 ‧ 停駕（宿泊と休憩）
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所謂「起馬」是指報到出發，「落馬」則指向媽祖報告抵達休息處。

在進香途中，神轎起駕出發前，信徒到轎前朝拜「起馬」，神轎停駕休息之後，

再到轎前「下馬」，直到進香結束、回鑾入廟後，信徒完成最後一天「起馬、下馬」

儀式，才算功德圓滿。

“Ki Bei” refers to departure while “Luo Bei” means arrival. 

During the pilgrimage, pilgrims will worship Mazu in front of the palanquin before 
setting out (the rite of “Ki Bei”). When Mazu takes a break, they need to appreciate 
Mazu’s effort by worshipping with incense (the rite of “Luo Bei”). Pilgrims need to 
continue this rite until Mazu is back to the temple. 

「起馬」は出発の報告をすること、そして「下馬」は到着の報告をすることを指

します。

巡礼の途中で、神輿が出発する前に、信徒は神輿の前で「起馬」の礼拝を行いま

す。神輿が休憩を取った後は、再び神輿の前に行き、「下馬」の礼拝を行います。巡

礼が終了し、廟の正殿に戻り、信徒が最後の一日に「起馬、下馬」の儀式を行うこと

で、円満に徳が積まれたということになります。

起馬‧下馬
Pilgrims' individual rites on the journey- "Ki Bei" and "Luo Bei"
起馬 ‧ 下馬（出発前・到着の儀式）
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

起駕儀式是媽祖起駕出發前舉行的儀式，起駕前

媽祖登轎至前庭等待出發。後龍鎮山區的「山邊

媽祖」出發前也前來拱天宮會合，共乘神轎一

起到北港進香，等時辰一到，媽祖神轎在廟埕

三進三退犁轎後正式出發。

Launching the palanquin is a ceremony 
which takes place before Mazu sets off on 
her journey. The palanquin is then carried to 

the front of the temple to await the “Shanbian 
Mazu” from Nangang District, Houlong Township. 

When the time comes, the performance of the “three 
forth-and-back etiquette” will be carried out in front of 

the temple before setting out on the pilgrimage. 

出発の儀式とは、媽祖が出発をする前に行う儀式のことです。出発前、媽祖は神

輿の座に移り、前庭に出て出発を待ちます。後龍鎮南港地区の「山際の媽祖」は、出

発前夜に拱天宮に来て待機しており、いっしょに神輿に乗り北港へ向かいます。時が

きたら、媽祖神輿は廟にて三進三退の動きをしたあと、正式に出発となります。

起駕儀式
Launch the palanquin
起駕儀式（出発の儀式）
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白沙屯媽祖進香沿途常見信徒獻花，

獻上白花代表祈求生男孩，紅花則代表祈

求媽祖賜女兒，轎班會將轎前之花束與之

交換，稱為「換花」，近年來許多信徒則是

為媽祖獻花，為媽祖鑾駕妝點，換下媽祖神轎

上的花就像收到媽祖的祝福一般。

During the pilgrimage between Baishatun and 
Beigang, worshippers always present flowers. They present white flowers to pray for 
a baby boy and red flowers for a baby girl. The act of carriers replacing the flowers 
bound in the palanquin with those presented by worshippers is called “exchanging 
flowers”. Most worshippers only present flowers during the pilgrimage recently. It is 
said that flowers from Mazu’s palanquin are claimed to bring good luck.  

白沙屯媽祖の巡礼では、よく信徒が献花するのを見かけます。白い花を捧げる

のは男の子が生まれるように、赤い花は女の子を授かるようにとの意味があります。

神輿チームは神輿前の花束との交換を行います。これを「換花」といいます。近年で

は多くの信徒が媽祖のためだけに献花を行い、媽祖の神輿を華やかにしてくれていま

す。媽祖の神輿の花は、媽祖の祝福をそのまま表しているのです。

換花與獻花
Exchange and present flowers
花交換と献花
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

倰媽祖轎底是民間常見的習俗，信徒伏跪在地上讓媽祖神轎從身上越過，倰轎

腳原本是還願方式，意謂感恩媽祖庇佑，意願讓媽祖墊腳表示卑微，近年則轉變成

希望藉由媽祖的神力消災解厄，祈福賜平安的意涵。

As the processions pass through towns and villages, followers kneel in the 
middle of the road, waiting for Mazu to pass over them for good fortune. Followers 
expressed their gratitude to the goddess through bowing and crawling beneath the 
palanquin in the old days. Nowadays, followers carry out this rite to seek blessings 
from Mazu. 

媽祖の神輿が近づくと、信徒は地上にひれ伏して、神輿に道を譲る。媽祖の神輿

がそばを過ぎることにより、身体の邪気が払われると信じられている。

倰轎腳
Crawl under the palanquin
倰轎腳（邪気払い）
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進香隊伍抵達北港鎮郊時，媽祖依往例會停駕「北辰派出所」，等待所有信徒

抵達，此時北港朝天宮會出動陣頭前來迎駕，集結之後再一起前往朝天宮，在朝天

宮廟前，在數以萬計的信徒高聲吶喊「進喔！進喔！」聲中，媽祖鑾轎以傳統的犁

轎儀式─三進三退後，衝進廟裡大殿安座。

When the pilgrimage team gets to Beigang suburbs, Mazu’s 
palanquin will stop in front of the Beichen Police Station, 
waiting for the followers to gather together. Chaotian 
Temple will send the traditional Guanjiang Shou troupe 
to welcome Mazu’s arrival. In the shouting sound 
made by followers, “Jing oh, jing oh”, the traditional 
palanquin moves forward and backward three times 
and rushes into the temple lobby.

進香の隊列が北港に入ると、慣例により媽祖は

「北辰派出所」の前でいったん停まる。すると、雲林

各方面の「陣頭 ( 祭事に武技を披露する隊列 )」が集結し

てこれを迎え、万余の信徒が高らかに「進め、進め！」と掛

け声をあげる。神輿は伝統に従い三進三退を繰り返してから廟の大

殿に突っ込む。

集結進城
Gather before entering the city
集結進城（北港鎮入り・媽祖の出迎え）
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

白沙屯媽祖駐駕北港朝天宮後，於午後齊聚朝天宮舉行祭天儀式，俗稱「拜天

公」，答謝上蒼及媽祖福蔭庇佑，參加進香的香燈腳在沐浴更衣休息後，再度齊聚

朝天宮前廟埕，廟方備有豬羊牲禮，眾信徒焚香祭拜，答謝上蒼及媽祖庇祐。第一

次參加白沙屯拜天公的香燈腳必須「透底新」，也就是沐浴後換上全新的衣服 (包
括個人貼身衣物 )，以示對天公及媽祖的崇敬。

The worship of the Emperor of Heaven (Tiangong) takes place after Mazu enters 
Chaotian Temple in Beigang. In order to participate in the ceremony, pilgrims must 
put on clean clothes after bathing. The temple will prepare offerings dedicated to 
the highest god, such as sacrifices of several whole pigs and goats. Worshippers 
will burn numerous bundles of paper money to appreciate the protection from the 
Emperor of Heaven and Mazu. Pilgrims who attend this ceremony for the first time 
must put on new clothes (including underwear) to show their respect. 

媽祖が北港「朝天宮」に入ると、朝天宮では「謝天祭礼」を執りおこなう。俗に

「拝天公」と呼ばれる儀式で、神様のはからいに感謝する意味がある。全島から参集

した「香丁脚」は沐浴して着替えをしてから、充分休息をとり、再度朝天宮前の広場

に結集する。廟には豪勢なお供え物が施され、信徒は香を捧げて拝礼し、祝福に感謝

する。初めて参加した「香丁脚」は必ず「透底新」の儀式を経なければならない。す

なわち沐浴後に身にまとったすべての衣服 ( 上着にかかわらず ) を取り替えて、天公

および媽祖への畏敬の念を示す。

謝天祭禮─拜天公
The worship of the Emperor of Heaven
謝天祭─天公参拝
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刈火是整個進香活動最重要的儀式，由朝天宮的住持主持，以朝天宮內終年不

滅的光明燈引燃金紙到「萬年香火」爐中，誦念經文恭讀「吉祥文疏」以祈求聖母

慈悲庇佑植福，再以火勺掏引聖火到白沙屯的「火缸」中送入「香擔」，並在「香擔」

貼上封條後，一路上引回白沙屯，全程香火不得熄滅，這種火苗的遞引象徵媽祖靈

力的複製、分享，更藉由這一年一度的刈火儀式達到香火相傳延續靈力的意義。

The ritual of dividing incense is the most important ceremony of the entire 
pilgrimage. The ceremony is held at Chaotian Temple and begins with a priest of the 
temple lighting paper money from the temple’s eternal flame. Once alight, the paper 
is then placed in the “Eternal Incense Burner” while priests chant scriptures asking 
for Mazu’s blessings. After the fire has been sanctified, the priest scoops the embers 
from the burner to the incense boxes and sealed. Each year the organization in 
charge of the pilgrimage selects believers to guard the carrying pole and prevent the 
flame from being extinguished on the road back to Baishatun. The undying flame is a 
symbol of Mazu’s never-ending power and blessings. 

「刈火」は巡礼活動のなかで最も重要な儀式です。朝天宮の住職が執り行い、朝

天宮内で年中不滅の光明灯を金紙に灯し、「万年香火」を炉中に投じます。「吉祥文

疏」を念じ、聖母の慈悲による庇護を祈願し、さらに香火を「香擔」( 炉をのせて運

ぶ荷箱 ) のなかの火缸 ( 火鉢にあたる ) に投じます。住職に封を施された「香擔」は、

火を絶やすことなく白沙屯へ帰り着くのです。こうしてもたらされた火種は、媽祖の

霊力象徴するがごとく絶えることがない火種を移し、分けることで、媽祖の霊験も、

こうして一年一度の「刈火儀式」により受け継がれ、引き続き受け継がれていく意義

を持つのです。

進火科儀
The ritual of dividing incense
火入れの儀式
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

火缸為進香刈火重要的法器，拱天宮沿襲

傳統使用陶土製成。由於火缸必須沿途持續燃

燒香火燃料，糊火缸時會在火缸內外糊上防

火土，確保香擔中的香火能安全挑回白沙屯。

The pilgrimage censer is an extremely 
important tool in the pilgrimage. Gongtian 
Temple follows its tradition and uses a censer 
made of ceramics. Since it carries the burning 
incenses, fire clay will be placed on both sides of the 
censer to ensure safety during the journey. 

「火缸」は巡礼の「刈火」にていただいた万年香火を持ち帰るための大切な入れ

物です。拱天宮は伝統的に陶器製のもの使用しています。この火缸は、道中火を絶や

さぬようにしなければなりません。火缸の内外には防火土が塗られ、香擔（火缸を載

せる道具）の中の香火が無事に白沙屯に戻ることができるようにしています。

火缸
Pilgrimage censer
火缸（炉）
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媽祖進香回程裝載火缸之重要器具，由值年副爐主遴選男性信徒肩挑香擔攜回

香火，回程途中需保持香火不滅。香擔為木製單開式小廟型，兩座為一組，一邊裝

火缸，一邊裝茶渣餅、檀香末等燃料。

The incense boxes are considered an important tool to carry the burning 
incenses. Each year, the organization in charge of the pilgrimage selects male 
believers to carry them. The incense boxes refer to two wooden boxes, one of which 
contains the pilgrimage censer and the other the burning woods.

媽祖巡礼にて「火缸」を載せるための大切な道具のことです。その年の副炉主が

男性信徒を選び、肩に担がせ、香火を持ち帰る任務を与えます。戻りの道中で香火が

消えないように保ちます。香擔は木製で片開き式の小さな廟の形をしています。二つ

で一組と数え、一方に火缸を入れ、もう片方には白檀の香の粉末などの燃料を入れま

す。

香擔
Incense boxes
香擔（火缸を載せる道具）
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

白沙屯媽祖進香所乘坐神轎為四人扛之輕便藤轎，適合各種狹窄道路及方便媽

祖行轎，轎前配置一位女性銅鑼手沿途敲擊。回宮當天搶頭香後換乘八人抬鑾駕，

返回白沙屯之前在秋茂園，換乘華麗莊嚴的大轎迎接媽祖風光回宮。

The palanquin carrying Mazu during the pilgrimage is made of rattan. This light 
palanquin carried by four people is suitable to go through narrow roads. There is a 
gong in front to announce the arrival of Mazu. After the rite of competing to burn the 
first incense, a bigger palanquin with eight carriers will be used to carry Mazu back to 
Baishatun. 

白沙屯媽祖巡礼の神輿は、四人で担ぐタイプの軽めの藤神輿です。狭い路地や神

輿の動作にも適していて動きやすいのが特徴です。神輿の前にはドラを鳴らす担当者

が一名ついていて、道中ドラを鳴らします。北港朝天宮に到着した当日、「搶頭香」

を行ったあと、8 人用の神輿に乗り換えます。白沙屯に戻る時には華麗で荘厳な大神

輿に乗り換え、華々しい出迎えを受けます。

媽祖神轎
Mazu's palanquin
媽祖神輿
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在北港朝天宮完成刈火儀式後‧回鑾時媽祖神

轎前放下帆布，代表媽祖的靈力不外流完整的帶

回白沙屯，進香回鑾到秋茂園，由報馬仔頌讀

祝禱文，恭請媽祖換轎，媽祖從四人扛神轎換

乘華麗莊嚴的八人抬大轎，因為媽祖回鑾後

第一次露臉，香燈腳們都會搶先膜拜，稱為

「搶頭香」。

After completing the ritual of dividing 
incense at Baigang’s Chaotian Temple, the 
curtain of Mazu’s palanquin will be put down 
to guard Mazu’s power on her return journey to 
Baishatun. When the pilgrimage returns to Qiu Mao 
Yuan Plaza, the palanquin will be changed into a larger 
one. The herald will chant some sacred words before changing Mazu to another 
palanquin. The rite of competing to burn the first incense will then be held since 

Mazu’s image appears once again in 
this public ritual. 

北港朝天宮において刈火の儀式

が終わり、正殿に収まるとき、神輿

の前に帆布がおろされます。媽祖の

霊力が白沙屯にまた戻るまでに漏れ

出てしまわないようにするためです。

秋茂園に戻ると、媽祖は四人で担いで

きた神輿から荘厳な八人用の大神輿

に移されます。「報馬仔」から祈祷文

が唱えられるなか、道中をともにした

すべての香燈腳の礼拝を受ける際に、

媽祖は初めてその尊顔をさらします。

媽祖が帰郷して最初の顔出しとなり

ますので、香燈腳たちは我先にと地

面にひれ伏して拝みます。これを「搶

頭香」と呼んでいます。

換轎及搶頭香
Change the palanquin and the rite of competing to burn the first incense
換轎・搶頭香儀式（神輿換えと「搶頭香」儀式）
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

報馬仔是向白沙屯信眾告知媽祖回鑾

的重要角色，但並不參與北港進香。當

媽祖回鑾到秋茂園時，報馬仔恭請媽

祖換轎接後，隨即走在隊伍最前方開

道，在返回白沙屯沿途敲鑼叫喊「媽

祖回駕了！」通知村民設香案接駕。

The herald plays an important role 
to announce Mazu’s return. When the 
pilgrimage arrives at Qiu Mao Yuan Plaza, 
the herald will chant some sacred words and 
announces Mazu’s return for pilgrims to worship. 
After changing the goddess into a larger palanquin, he must go back to the village 
beating the gong to announce Mazu’s return, which means that households need to 
prepare for worship.  

「報馬仔」とは、村中に媽祖の帰郷を告げる重要な役

割をもつ人物のことです。しかしこの人物は北港への

巡礼には参加しません。媽祖が秋茂園に入ったと

き、「報馬仔」は祈祷文を読み上げます。媽祖

が神輿換えを行ったあと、ドラの音に合わせ

て、「媽祖が帰って来た！」と声を上げ、

村人に知らせるのです。

報馬仔
The herald
報馬仔（神輿換え通達）
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回宮時辰一到，頭旗香擔在頭旗組護衛下，

首先衝入廟中，媽祖鑾轎在信徒高喊「進喔！

進喔 !」聲浪裡進入廟中，隨即關起廟門恭請白
沙屯媽祖安座，並放下神龕紅色布幔，自此白

沙屯媽在神龕中薰染 12天靈氣。

When the time comes, the man who holds 
the head-flag and the incense boxes will rush 
into the temple under the shouting of followers. The palanquin will also get into the 
temple in the sound of “Jing oh, jing oh!” Finally, they close the doors of the temple 
and Mazu is passed from the palanquin to the temple shrine. As soon as Mazu is 
placed in the temple shrine, the red curtain is drawn to cover it.  

「回宮」( 廟内の座に戻る ) 時間がくると、頭旗と香擔が頭旗係に護られながら、

先頭を切って廟内に突入する。そして「入るよ、入るよ！」という掛け声の中で媽祖

の神輿も廟内に勢いよく入り込みます。すると廟門が閉じられ、白沙屯媽祖はその座

に鎮座し、神の紅色のカーテンが引かれます。

回宮安座儀式
The rite of “anzuo” (sitting in the temple shrine)
回宮安座儀式（回帰の儀）
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與神同行─白沙屯媽祖徒步進香

媽祖完成回宮安座後，值年爐主、副爐

主與頭家們準備豬、羊、三牲祭品，在廟

前廣場設案舉行拜天公儀式，隨後由爐

主擲筊遴選明年的新爐主。

After the return of Mazu, the ritual 
office holder, vice ritual office holder, 
and heads of households will prepare 
offerings and sacrifices (pig and goat) 
to worship the Emperor of Heaven. When 
the worship is over, the ritual office holder of 
that year will select an office holder for the next 
year. 

媽祖が戻ると、その年の「炉主」「副炉主」「檀家総代」が「三牲の供物」（鶏

・豚・魚の三品）を用意し、廟前の広場に供えて「拝天公」の儀式を行います。そし

て炉主のポエ占いを経て、来年の新炉主に引き継ぎが行われるのです。

頭家‧爐主拜天公
Select a new ritual office holder and worship the Emperor of Heaven
檀家総代・祭り主催者による天公参拝



43

進香回來第二天進行遊庄繞境，由二媽神轎帶領報馬仔、頭旗、陣頭、輦轎、

各角頭神轎，巡視白沙屯媽轄區各村落。

神明出巡，又稱繞境、勻庄、遊庄，意即神明巡視祭祀圈，以保境內平安，白

沙屯媽遊庄區域，則包括白沙屯本庄、南庄、北庄等各庄頭。

A parade led by “Er Ma” accompanied by a herald, the head-flag, a traditional 
Guanjiang Shou troupe, and other palanquins will be held on the second day after 
finishing the religious pilgrimage to inspect the domain under her jurisdiction. 

The route of this parade passes through each neighborhood and continues on to 
the nearby villages, including Baishatun, the southern village, and the northern village 
in the hope of asking for blessings. 

媽祖が帰郷して二日目、「遊庄・繞境」が行われます。これは「黒面二媽」( 黒

面の第二の媽祖像 ) が担い、「報馬仔」「頭旗」「陣頭」「輦轎仔」など、それぞれ

の神輿がつき従い、白沙屯媽祖の各集落を巡ります。

神さまのパトロール、または「繞境」、「勻庄」、「遊庄」などと言われ、神々

が群れることで地域内に平安をもたらすのです。白沙屯媽祖におけるパトロールエリ

アには、白沙屯本庄、南庄、北庄などが含まれます。

遊庄‧繞境
Parade
遊庄 ‧ 繞境（村落巡り）
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遊庄時在各庄頭之安營儀式。

遊庄遶境結束後，拱天宮廟口設香案舉行放兵安營儀式，五營令旗依東營青

旗、南營紅旗、中壇黃旗、西營白旗、北營黑旗，象徵五營兵將鎮守各方，較遠的

村落以紅色令旗，代表媽祖派遣的兵將駐紮，防範邪煞進入聚落，保護居民安全，

以保四境平安，依循傳統居民應於每月初一、十五，備供品到五營旗前祭拜犒軍，

慰勞媽祖的神兵神將。

After the parade, the rite of “bangbing” (“sending spirit soldiers to stand guard”) 
is performed in front of Gongtian Temple. Five kaojun flags in different colors- green, 
red, yellow, white, and black representing the five forts guarded by spirit soldiers are 
set up in five directions (east, south, central, west, and north) to protect residents’ 
safety under her jurisdiction. Once the flags have been set up, households within the 
cult area must perform the kaojun rite on the first and the fifteenth day of each lunar 
month with offerings to appreciate Mazu’s spirit soldiers.

「遊庄遶境」が終わると、拱天宮の廟前に祭壇が設置され、「放兵安営」の儀式

が行われます。「五営令旗」は青・紅・黄・白・黒の五色で、東・南・中・西・北の

各方向をそれぞれ鎮守し、遠方の村落は紅色の令旗とします。媽祖から派遣された兵

隊たちが駐屯し邪気の進入を防ぎ、地域と住民の安全を護る意味をもっています。伝

統に従い住民は、毎月旧暦一日と十五日に、供物を五営旗前にお供えし、媽祖の兵馬

を労うのです。

安鎮五營
Rite of sending spirit soldiers to stand guard
安鎮五営儀式（村落の平和と安全保護の儀式）



45

回宮安座後媽祖與火缸送進正殿神房內 
，讓媽祖薰染萬年香火的靈氣 ，十二天後
才開爐。此時，香燈腳持香旗到拱天宮焚

香稟明完成進香，祈求媽祖福蔭平安順

遂，而後當打開神房布幔，將在朝天宮

舀火所取回的香火，分別倒入廟中各香

爐。

儀式結束後信徒們吃湯圓，表示進香

圓滿結束，完成年度任務後，信徒將進香旗

請回家收起安置等待明年進香。

The ritual process of the pilgrimage ends with the 
fulfilment rite on the twelfth day after the return from the pilgrimage journey. Xiang 
Ding Jiao will bring their pilgrimage flags to Gongtian Temple and burn incense to 
report the end of that year’s pilgrimage and pray for Mazu’s blessing. The red curtain 
covering the temple shrine is opened at this point. The incense ashes from the 
pilgrimage will be put into the temple’s main censer, and then into others.

Residents will have sweet glutinous rice balls after the ceremony. This also 
symbolizes the fulfilment of the pilgrimage. The pilgrimage flags will be taken home 
until the next year’s pilgrimage.

媽祖様がその座に戻ると、「火缸」が正殿の奥に運ばれます。炉が開かれるのは

十二日後となります。これは、媽祖を充分に休ませるためです。

このとき香燈腳は香旗を手に拱天宮にお参りし、巡礼の完成を報告します。そし

て来年一年の平安を祈願します。そのあとカーテンが開かれ、香燈腳たちの礼拝が終

わったら、遠路朝天宮から持ち帰った香火が廟中の香炉に入れられます。

儀式が終ると、信徒一同は湯圓（白玉入りの汁粉のようなデザート）をいただき

ます。巡礼が滞りなく円満に終結したことをお祝いすためです。重要な任務を果たし

た巡礼旗は自宅に持ち帰り、また来年の巡礼までに保管しておきます。

開爐‧收旗
The fulfilment rite of the pilgrimage
開爐儀式 ‧ 收旗（開炉の儀式・旗納め）
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白沙屯媽祖導覽地圖
Map of Baishatun Mazu Temple
白沙屯媽祖ガイドマップ
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來到白沙屯除了參與徒步進香外，也

別忘了前往山邊媽祖宮參拜，一起與神同

行，走玩白沙屯。

Other than joining Baishatun Mazu 
pilgrimage, you can also visit the Shanbian 
Mazu Temple and other tourist attractions in 
Baishatun.

白沙屯においでの際は里帰り巡礼のほ

かにも、山際の媽祖宮への参拝もお忘れな

く。神とともに歩む白沙屯をどうぞお楽しみ

ください。
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