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今回のテーマ…『お祭り』
九州・沖縄・山口では、歴史や風習に基づく特色豊かな『お祭り』がたくさんあります。今
回は、各県で行われている主な『お祭り』についてご案内します。イベント情報も掲載してい
ますので、是非、この機会に『お祭り』巡りツアーをしてみませんか？？
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≪福岡県≫
だ い ぜ ん じ たまたれぐう

おに よ

[大善寺玉垂宮の鬼夜]
【どんなお祭りなの？】
およそ 1600 年の歴史があ
るといわれる鬼を祓う儀式。
おおみそか
儀式は大晦日 から執り行わ
れますが、1
月 7 日の夜に
たいまつ
松明が焚かれ、クライマック
スを迎えます。日本三大火祭
りに数えられています。

【お祭りの見どころを教えて！】
暗闇の中でともされる大松明は迫力満
点。大勢の若衆により 6 本の大松明が本
殿の周りを引き回されます。この火の粉
を浴びると無病息災をといわれ、毎年多
くの参拝客で賑わいます。

☆イベントスケジュール☆
大善寺玉垂宮の鬼夜は国指定重要無形民俗文化財。福岡県内には他にも太宰
しゅじょうえ

府天満宮（太宰府市）の鬼すべや熊野神社（筑後市）の鬼の修成会（いずれも
福岡県指定無形民俗文化財）が同様の行事としてあります。
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

鬼夜

1月7日

大善寺玉垂宮（久留米市大善寺）

大善寺玉垂宮
0942－27－1887

鬼すべ

1月7日

太宰府天満宮（太宰府市宰府）

太宰府天満宮
092－922-8225

鬼の修成会

1月5日

熊野神社（筑後市熊野）

筑後市商工観光課
0942－65－7024
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≪福岡県≫

[風治八幡宮川渡り神幸祭]
【どんなお祭りなの？】
福岡県五大祭りの一つに数えら
れ、県無形民俗文化財第１号に
指定されている４５０年以上続
く歴史と伝統を誇る祭礼です。
毎年５月の第３土曜日と日曜日
に行われ、神輿２基を先頭に山
笠１１台が彦山川を渡ります。

【お祭りの見どころを教え
て！】
初日の「川渡り競演会」では、神
輿２基を中央に据え、彦山川の上
流から下流に向かって１１台の
山笠が一直線に並びます。若衆た
ちが五色のバレンで飾り立てた
美しい山笠を揺すり気勢を上げ、
水を掛け合うクライマックスは
大迫力。川を渡り御旅所で一泊し
ている神輿と山笠がライトアッ
プされた夜の姿も見どころです。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

風 治 八 幡 宮 川 ５月１８日～１９日
渡り神幸祭

場所

お問い合わせ先

風治八幡宮、彦山川 田川市たがわ魅力向上課
周辺
0947－85－7147

２

≪福岡県≫

[博多祇園山笠・戸畑祇園大山笠]
（2016 年ユネスコ無形文化遺産登録）

【どんなお祭りなの？】
○博多祇園山笠（福岡市博多区）
770 年以上の伝統がある博多を代表す
る勇壮な夏祭り。「オイサッ、オイサッ」
の勇壮なかけ声が響き、博多の町に夏本
番を告げます。期間中（7/1～15）は街
の各所に「飾り山」が飾られます。
○戸畑祇園大山笠（北九州市戸畑区）
200 年を超える歴史を持つ戸畑区の伝
統行事。昼は 4 基の大山笠が古式ゆかし
い幟旗を立てて街を練り歩き、夜は一切
の飾りを取り除き、309 個の提灯を 12
段に重ね、高さ 10 メートル、重さ 2.5t
の提灯大山笠に姿を変えます。

博多祇園山笠

【お祭りの見どころを教えて！】
○博多祇園山笠（福岡市博多区）
クライマックスは 15 日早朝の「追い
山」で重さ 1t もの「舁き山」を担いだ、
揃いの法被に締め込み姿の男たちが博
多の街を駆け抜けます。
○戸畑祇園大山笠（北九州市戸畑区）
昼の幟山笠から、一斉に提灯山笠へ
姿を変える「五段上げ」は必見。闇夜
に輝く提灯山笠は“光のピラミッド”
と呼ばれます。

戸畑祇園大山笠

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

博多祇園山笠

7 月 1 日～15 日

福岡市博多区

博多祇園山笠振興会
https://www.hakatayamakasa.com/

戸畑祇園大山笠

7 月の第４土曜日を
挟む３日間

北九州市戸畑区

戸畑祇園大山笠振興会
http://tobatagion.jp/

３

≪福岡県≫
こくらぎおんだいこ

[小倉祇園太鼓]
【どんなお祭りなの？】
北九州市の小倉祇園祭では、
太鼓を前後に備えた山車が
町中を練り歩きます。ヂャン
がね
ガラ（手すり鉦）がリードす
る三拍子の太鼓のリズムは、
小倉の夏を彩る風物詩とな
っています。

【お祭りの見どころを教えて！】
７月１日の打ち初め式から７月第
３日曜日の打ち納め式まで、小倉の
街は太鼓のリズムにつつまれます。
第３土曜日をはさむ 3 日間は、御神
幸行列や競演大会などで特に賑わ
いをみせます。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

打ち初め式

7月1日

御神幸・御還幸

7 月第 3 金曜・土曜 八坂神社～室町

競演大会

7 月第３土曜

小倉城大手門前

据え太鼓競演会

7 月第３日曜

小倉城大手門前

廻り祇園

7 月第３日曜

市役所～平和通り

お問い合わせ先

小倉駅前

４

小倉祇園太鼓保存振興会
093-562-3341

≪福岡県≫
みいけ

だいじゃやま

[三池の大蛇山]
【どんなお祭りなの？】
大牟田市の祇園社の祭礼に
伴う行事です。太鼓や鐘を打
ち鳴らしながら、大蛇のよう
な勇壮な山車が町中を練り
歩きます。大蛇山の長さはお
よそ 10m で、重さは 3 トン
にもなるたいへん大きなも
のです。

【お祭りの見どころを教えて！】
巨大で力強い大蛇山に花火やけむ
り、お囃子が加わり、祭りは最高に
盛り上がりをみせます。祭りのク
ライマックスは「山くずし」
。山は
壊され、その破片は無病息災のお
守りとして持ち帰られます。

☆イベントスケジュール☆
大蛇山は大牟田市最大のイベント「おおむた「大蛇山」まつり」の主役。大蛇
山の他にも港まつりや炭都まつりで大いに賑わいます。
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

大蛇山

7月
海の日前後

大正町お祭り広場
（大牟田市）

おおむた「大蛇山」まつり振興会
0944-41-2750
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≪佐賀県≫

[唐津くんち]
【どんなお祭りなの？】
ユネスコ無形文化遺産
「山・鉾・屋台行事」登録。
（2016 年 11 月）
唐津神社の秋季例大祭です。

写真提供：佐賀県観光連盟

【お祭りの見どころを教えて！】
毎年 11 月の２～４日の３日間にわたって開催
され、
「エンヤ-、エンヤ-」
「ヨイサ-、ヨイサ-」
のかけ声で 14 台の豪華絢爛な曳山が旧城下町を
駆け抜ける勇壮なお祭りです！

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

宵曳山

毎年 11 月 2 日
19:30～22:00

大手口～市内一巡～唐津神 唐津観光協会
社社頭勢揃
TEL0955-74-3355

お旅所神幸

毎年 11 月 3 日
9:30～16:30

町廻り
（翌日祭）

毎年 11 月 4 日
10:00～17:30

唐津神社～市内一巡～お旅 唐津くんち HP
所～各町へ
https://www.karatsukankou.jp/feature/
唐津神社～市内一巡～曳山 karatsukunchi/
展示場

※唐津神社（佐賀県唐津市南城内 3-13）
６

≪佐賀県≫

[見島のカセドリ]
【どんなお祭りなの？】
佐賀市蓮池町の見島地区に
伝わる小正月行事。ユネスコ
無形文化遺産「来訪神
仮面・仮装の神々」登録が
決定。
（2018 年 11 月）

【お祭りの見どころを教えて！】
毎年 2 月の第 2 土曜日夜に行われており、
３５０年以上の伝統があるとされています。
笠と藁蓑をまとったカセドリと呼ばれる一行が
地区内の家々を訪れて悪霊を祓い、家内安全や
五穀豊穣を祈願します。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

見島のカセドリ

毎年 2 月
第 2 土曜日夜

佐賀市蓮池町見島地区

佐賀市教育委員会
文化振興課文化振興係
TEL0952-40-7369

７

≪佐賀県≫

[武雄の荒踊]
【どんなお祭りなの？】
戦国時代、足軽たちが戦勝祝
いに踊ったものが始まりと
伝えられています。秋分の日
に中野・宇土手・高瀬の神社
で、五穀豊穣・地域の安全な
どの願成就のために、数々の
浮立も一緒に約半日かけて
奉納されます。

写真

【お祭りの見どころを教えて！】
踊り手・囃子方・謡い手から構成されており、唄
にあわせて力強く軽快に踊られます。宇土手・高
瀬地区のものは素朴で力強く、中野地区は優美で
手の振りに特色があります。地域的特性が際立つ
芸能です。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

中野の荒踊

毎年、
秋分の日頃

磐井八幡社
武雄市観光課
（佐賀県武雄市朝日町大 TEL0954-23-9237
字中野 5483）

宇土手の荒踊

高瀬の荒踊

お問い合わせ先

武雄市観光協会 HP
正一位神社
（佐賀県武雄市東川登町 http://www.takeokk.net/sightseeing/
大字袴野 13511）
001304.php
松尾神社
（佐賀県武雄市西川登町
大字神六 23309）

８

≪佐賀県≫

[呼子大綱引]
【どんなお祭りなの？】
町内を「岡組」、「浜組」に
分けて行われる伝統行事。
岡組が勝てば豊作、浜組が勝
てば大漁と言い伝えられる。

【お祭りの見どころを教えて！】
「文禄・慶長の役」時代、豊臣秀吉が肥前名護屋
城に陣を構えたころ、将兵の士気を高めるため、
加藤清正・福島正則の両陣営を東西に分け、軍船
のとも綱を使って綱を引かせたことから始まっ
たという伝統ある祭りです。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

こども綱

毎年
6 月第 1 土曜日

呼子市民センター前
呼子市民センター
（佐賀県唐津市呼子町 産業課文化スポーツ係
呼子１９９５−１）

大人綱

毎年
6 月第 1 日曜日

TEL0955-53-7165

呼子町三神社前
（佐賀県唐津市呼子町 唐津市 HP
https://www.city.karatsu.
呼子３１４３）
lg.jp/yobuko-sangyou/
event/2017tsuna.html

９

≪佐賀県≫

[佐賀県伝承芸能祭]
【どんなお祭りなの？】
佐賀県内各地の伝承芸能が
一堂に会します。

写真提供：佐賀県文化課

【お祭りの見どころを教えて！】
佐賀県には、郷土豊かな伝承芸能が数多く存在しま
す。様々な時期に各地で実施される伝承芸能を 1 日で
楽しむことができるイベントです！

写真提供：佐賀県文化課

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

佐賀県伝承 9 月 ～ 11 月 頃 佐賀市文化会館大ホール（予 佐賀県文化課
芸能祭
（ 土 日 祝 の い ず 定）
TEL0952-25-7236
れか 1 日）
10：00～17:00

１０

≪佐賀県≫

[有田陶器市]
【どんなお祭りなの？】

やきもの好きにはお楽しみ
がいっぱい。日本の GW を
代表するお祭りです！

写真提供：佐賀県観光連盟

【お祭りの見どころを教えて！】
全国のやきものファンが、静かな山あいの
やきものの里・有田を目指し、町は大賑わいを
見せます。日没までワイワイガヤガヤと賑わい
ます。軍手にスニーカーのいでたちでリュックを
持参すると楽チンです。
写真提供：佐賀県観光連盟

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

有田陶器市

毎年４月２９日
〜５月５日

ＪＲ有田駅周辺から
上有田駅まで

有田商工会議所
TEL0955-42-4111

(佐賀県西松浦郡有田町)
有田陶器市 HP
http://www.aritatoukiichi.or.jp/
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≪長崎県≫

[長崎くんち]
【どんなお祭りなの？】
「長崎くんち」は、380 年の伝統
を持つ、 長崎市民の氏神・鎮西大
社諏訪神社の祭礼行事です。
寛永 11 年（1634 年）
、二人の
遊女が諏訪神社神前に謡曲「小舞」
を奉納したことが長崎くんちの始
まりと言われています。

写真提供：
（一社）長崎県観光連盟

【お祭りの見どころを教えて！】
奉納踊は国指定重要無形民俗文化財に指定されてい
ます。
踊りを奉納する町を「踊町（おどりちょう）
」と言い、
7 年に 1 度出番がまわってきます。
勇壮華麗な演し物にアンコールを意味する「モッテ
コーイ」のかけ声が響き、観客の熱気も最高潮に！
毎年 10 月 7 日から 10 月 9 日までの 3 日間、町を
挙げて催され、県内外からたくさんの観光客が見物
に訪れ、長崎を代表する秋の大祭となっています。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

長崎くんち

10 月 7 日
～9 日
※毎年同日開催

【踊場】
諏訪神社（上西山町）、中央公園
（賑町）
お旅所（元船町）、八坂神社（鍛
冶屋町）

095-822-0111
（長崎伝統芸能振興
会（長崎商工会議所
内））
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≪長崎県≫

[長崎ランタンフェスティバル]
写真提供：
（一社）長崎県観光連盟

【どんなお祭りなの？】
中国の旧正月を祝う行事
「春節祭」を起源とする、
100 万人を魅了する長
崎の冬の一大風物詩で
す。

【お祭りの見どころを教えて！】
長崎新地中華街をはじめ、湊公園、中央公
園、眼鏡橋周辺、浜市・観光通りアーケード
など長崎市内の中心部に約 15,000 個にも
及ぶ極彩色のランタン（中国提灯）や、大型
オブジェが幻想的に飾られ、街を彩ります。
期間中は毎日各会場で、龍踊り、中国雑技、
二胡演奏など中国色豊かなイベントが繰り
広げられます。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

長崎ランタンフ 2020 年：1 月 25 日 長崎市新地中華街、 095-822-8888
ェスティバル
（土）～2 月 8 日（土） 観 光 通 り ア ー ケ ー （長崎市コールセン
ターあじさいコール）
2021 年：2 月 12 日 ド、中央公園 他
（金）～2 月 26 日（土）
2022 年：2 月 1 日
（火）～2 月 15 日（火）

１３

≪熊本県≫

[八代妙見祭]
【どんなお祭りなの？】
約 380 年の歴史をもつ八
代妙見祭は、八代神社（妙見
宮）の秋の大祭で、九州三大
祭りの１つです。
神輿や笠鉾など 40 の出
し物、約 1700 人が参加す
る神幸行列は、塩屋八幡宮か
ら八代神社まで 6ｋｍの道
のりを絵巻物さながらに練
り歩きます。平成 28 年 12
月にユネスコ無形文化遺産
に登録されました。

【お祭りの見どころを教えて！】
とさきの か わ ら

メイン演舞会場の砥崎河原では、４０の
出し物全ての紹介が行われます。獅子舞や
き

だ

亀と蛇が合体した想像上の動物「亀蛇」
（通
称：ガメ）の迫力ある演舞、水しぶきをあ
げる勇壮な馬追いなど必見です

☆イベントスケジュール☆
イベント名 日時

場所

お問い合わせ先

御夜（前夜祭） 11 月 22 日

本町アーケード一帯

070-5819-8246

八代妙見祭 11 月 23 日
の神幸行列
（お上り）

塩屋八幡宮、八代駅前広場、八 070-5819-8246
http//www.myouken.com
代神社、砥崎河原ほか

１４

≪熊本県≫

[山鹿灯籠まつり]
【どんなお祭りなの？】
全国から多くの観光客が訪れる山鹿
最大のまつりで、毎年８月１５日・１
６日に開催される。
国指定の伝統的工芸品である山鹿灯
籠「金灯籠（かなとうろう）」を頭に
掲げた浴衣姿の女性たちが、ゆったり
とした情緒漂う「よへほ節」の調べに
のせて優雅に舞い踊る姿には、どこか
懐かしく美しい日本の情景がシンク
ロします。
山鹿灯籠踊り

【お祭りの見どころを教えて！】
千人の女性たちが舞い踊り、櫓を中心にして渦のように流
れ、薄暗闇に揺らめく「千人灯籠踊り」は、見る人を幻想
的な世界へと誘います。
また、山鹿灯籠まつりの根幹である「上がり灯籠」も魅力
的。まつり期間中に展示された奉納灯籠を「ハーイとうろ
う」の掛け声にのせて、町衆が担いで大宮神社へ奉納しま
す。奉納された灯籠は、神前でお祓いをうけ、献灯後、大
宮神社に展示されライトアップされます。

千人灯籠踊り

上がり灯籠

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

納涼花火大会

８月１５日

菊池川河川敷

山鹿温泉観光協会
（0968-43-2952）

奉納灯籠の舞

８月１５日

大宮神社

千人灯籠踊り

８月１６日

山鹿小学校グラウ （0968-43-1579）
HP・フェイスブック・インスタグ
ンド

上がり灯籠

８月１６日

大宮神社

１５

山鹿市商工観光課

ラム⇒「山鹿探訪なび」で検索

≪大分県≫

[日田祇園祭]
【どんなお祭りなの？】
疫病や風水害を払う等、夏の
厄除け祭りとして始まった祇
園祭は、江戸時代より続いて
おり、天領だった時代の栄華
を彷彿させます。山鉾は九基
あります。平成２８年１１月
３０日にユネスコ無形文化遺
産「山・鉾・屋台行事」として
登録されました。
「豪華絢爛な『日田祇園山鉾集団顔見世』」

【お祭りの見どころを教えて！】
絢爛豪華な山鉾が、祇園囃子の音
色と共に、隈・竹田地区、豆田地
区の町並みを巡行します。また、
夜には提灯を飾り付けた優雅な
「晩山」の巡行が行われ、祭りは
一気に最高潮に達し、その華麗な
光景は必見です。
「昼の山鉾」

「夜の山鉾」

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

日田祇園祭

７月２０日前後の土日

大分県日田市

0973-22-8210

日田祇園
山鉾集団顔見世

日田祇園祭開催日の
２日前

１６
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≪大分県≫

[姫島盆踊り]
【どんなお祭りなの？】
鎌倉時代の念仏踊りから発
展したといわれ、伝統踊りと
創作踊りがあります。毎年８
月の１５日付近で開催され、
地区の青年男女や子どもた
ちや一般の人々によって踊
り継がれています。
「盆坪」

「キツネ踊り」

【お祭りの見どころを教えて！】
独特なキツネの化粧とユーモラスなしぐさで人
気の「キツネ踊り」や、
「アヤ踊り」に代表される
「伝統踊り」や、新しい「創作踊り」も次々と生
まれ、見る人を楽しませてくれます。村の中央広
場と各地区の「盆坪」といわれる踊り場を廻って
踊り歩き、８月１５日前後は夜間臨時便が運行さ
れる等、特に賑わい、観光客も多く訪れ、島中が
熱気につつまれます。

「タヌキ踊り」

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

姫島盆踊り

８月１５日付近

大分県姫島村

0978-87-2279

１７

≪大分県≫

[木浦すみつけ祭り]
【どんなお祭りなの？】
かつて全国屈指の銀山とし
て栄えた山里におよそ４０
０年前から伝わる行事です。
落盤事故があった時に、家で
墨をつけて遊んでいて助か
った若い男性が真っ黒だっ
たことから、鉱山の安全を願
って墨をつけるようになっ
たという説があります。
「木浦すみつけ祭りの様子」

荒神

【お祭りの見どころを教えて！】
２年に１度開催される、この祭りは、輪切り
した大根に墨をつけ「ひとつ祝わせちょくれ」
などと声をかけながら参加者同士、誰彼かま
わず顔に塗ります。顔についた墨が多いほど
縁起が良いとされ、皆笑顔で歓喜にあふれて
います。山神社を出た荒神一行は地区の厄払
いを終え、熊野神社の鳥居に大幣を立ててす
みつけ祭りは終了となります。

地区を練り歩く荒神
※荒神：火の神様で赤い面や衣装は木浦鉱山で産出していたスズの紅色鉱の多産を願ってとのこと
※大幣：長さ 5m もの竹に、約 1,500 枚の飾り紙を付けたご神体

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

木浦すみつけ 隔年２月
大分県佐伯市宇目木浦 0972-52-1111
祭り
（次回２０２０年２月） 鉱山１０４（山神社） 0972-23-3400

１８

≪宮崎県≫

[日向ひょっとこ夏祭り]
【どんなお祭りなの？】
豊作や商売繁盛の祈願を込
めて大勢でひょっとこ踊り
を踊ります。踊り手も県内だ
けでなく、県外からも多くの
腕自慢、愛好家が参加しま
す。

【お祭りの見どころを教えて！】
赤い着物に白い帯、豆絞りの手ぬぐいをかぶった
ひょっとこ、おかめ、キツネがこっけいな踊りを
繰り広げます。
「テンテケテン、テンテケテン」と
いう鐘と太鼓の軽快なリズムと笛の音に合わせ
て腰を振るひょっとこたちの踊りは、ひょうきん
でちょっぴりエロチック。見るものを思わず笑わ
せるユーモアたっぷりの演技力も見ものです。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

日 向 ひ ょ っ 8 月上旬
とこ夏祭り

場所

お問い合わせ先

日向市駅前交流広場、日向市街 日向ひょっとこ夏祭
地（歩行者天国）
り実行委員会事務局
(日向市観光協会内)
0982-55-0235

１９

≪宮崎県≫

[椎葉平家まつり]
【どんなお祭りなの？】
平家の末裔「鶴富姫」と源氏
の武将「那須大八郎」との悲
恋物語が残る椎葉村。普段は
静かな山あいの村が、紅葉に
色づく山々をバックに華や
かな歴史絵巻に彩られます。

【お祭りの見どころを教えて！】
椎葉民謡の「ひえつき節」にも歌われる、源氏の
那須大八郎と、平家の鶴富姫の悲恋の物語を再現
した「大和絵巻武者行列」がハイライト。パレー
ドでは、平安時代をほうふつとさせる騎兵や武者
に、十二単の鶴富姫や観光しいばなどが華を添え
ます。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

椎 葉 平 家 ま １１月中旬

鶴富屋敷、椎葉村役場横中央ス 椎葉村地域振興課

つり

テージ、上椎葉街道

２０

0982-67-3203

≪宮崎県≫

[神話の高千穂建国まつり]
【どんなお祭りなの？】
毎年 2 月 11 日の建国記念
の日に開催。観光客も飛び入
り歓迎のパレードは、高千穂
町中心部を約 1.4km にわた
って練り歩きます。

【お祭りの見どころを教えて！】
高千穂神社で神事が行われた後、11 時に「八百
万の神々のパレードが出発。直前の日曜日に実
施される「神様コンテスト」で神様、女神様、
神子様等に選ばれた参加者が古代衣装をまと
い、神輿に乗ってパレードを盛り上げます。パ
レードには、当日参加も可能。
（10 時までに高
千穂神社に集合、古代衣装も無料貸出。）

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

神 話 の 高 千 2 月 11 日
穂 建 国 ま つ 建国記念の日
り

場所

お問い合わせ先

高千穂町市街地中心部

高千穂町企画観光課
0982-73-1207

２１

≪宮崎県≫

[西都古墳まつり]
【どんなお祭りなの？】
全国最大規模 311 基の古墳
がある西都原公園（西都原古
墳群）を会場に、「現代の中
の古代を目指して」をコンセ
プトに火を使った幻想的な
光景が浮かび上がります。

【お祭りの見どころを教えて！】
初日の「たいまつ行列」では、古代衣装をまと
った参加者が、手にたいまつを持って都萬神社
から西都原へ行進します。続く「炎の祭典」で
は、御陵墓前広場で大きな炎がゆらめく中、古
代衣装の若者たちがニニギノミコトとコノハナ
サクヤヒメをテーマにした舞を披露します。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

西 都 古 墳 ま 11 月第１土曜、 西都原御陵墓前広場（メイン会 西都市観光協会
つり
日曜
場）
0983-41-1557

２２

≪宮崎県≫

[青島裸まいり]
【どんなお祭りなの？】
亜熱帯の植物が生い茂り、波
状岩・鬼の洗濯板に囲まれた
青島。青島神社に祀られる山
幸彦が、兄・海幸彦の釣針を
探し出し、海神宮から戻った
時に、村人が着物を着る間も
なく裸でお迎えに出たとい
う伝説に基づく祭りです。

【お祭りの見どころを教えて！】
真冬の冷たい海に入って禊ぎをした一行が、神
社に参拝した後、青島参道でバケツに用意され
た水を頭からかぶると、見物客から歓声が上が
ります。
前日には、前夜祭として青島神社で神楽が奉納
されます。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

青 島 裸 ま い 1 月上旬
り

場所

お問い合わせ先

青島神社

青島神社
0985-65-1262

２３

≪宮崎県≫

[綾雛山まつり]
【どんなお祭りなの？】
綾に古くから伝わる伝統行
事である雛山（ひなやま）は、
女の子の初節句祝いとして、
家の中に作った「山」に雛人
形を飾るものです。江戸時代
に、親戚や近所の人たちが木
や石で奥座敷を飾り、山の神
を再現したのが始まりと伝
えられています。

【お祭りの見どころを教えて！】
メイン会場となるのは綾町役場がある中央通り
商店街。そのほか、綾川荘、綾てるはの森の宿
など町内外の 20 箇所以上で展示され、雛山を
巡るスタンプラリーも行われます。また、期間
中の最終日曜日には、十二単のお雛様を先頭に
綾雛行列（稚児行列）が開催されます。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

綾 雛 山 ま つ 2 月下旬～3 月 綾町中央通り商店街（メイン会 綾町商工会
り
上旬
場）
0985-77-0017

２４

≪宮崎県≫

[山之口弥五郎どんまつり]
【どんなお祭りなの？】
身の丈 4m の巨大な人形
「弥
五郎どん」が登場し、秋の収
穫を感謝するとともに、地域
の安全と息災を願って奉納
される神楽や郷土芸能の披
露などで賑わいます。隼人族
の霊を慰めるため首領であ
った弥五郎どんの人形を作
り、放生会（ほうじょうえ）
を行ったのが始まりといわ
れています。

【お祭りの見どころを教えて！】
竹で組んだ体に麻の衣をまとい、赤い面をつけ
た弥五郎どんが登場する「浜殿下り」
。的野正八
幡宮から「弥五郎どんの館」まで、獅子舞や神
官たちによる露払いに続いて、子どもたちが引
く弥五郎どんが進みます。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

山 之 口 弥 五 11 月 3 日
郎どん祭り

場所

お問い合わせ先

弥五郎どんの館、的野正八幡宮 都城市山之口総合支
周辺
所
0986-57-3111

２５

≪宮崎県≫

[高原の神舞]
【どんなお祭りなの？】
「高原の神舞（かんめ）」と
して国重要無形民俗文化財
に指定された狭野神楽と祓
川神楽。それぞれ狭野神社と
霧島東神社に伝承されてお
り、その歴史は 400 年とも
500 年 とも いわれ てい ま
す。

【お祭りの見どころを教えて！】
真剣や長刀（なぎなた）などを手にした舞が特
徴的です。12 人が真剣を持って舞う「十二人
剱」（祓川）、子どもが真剣の先を握って舞う
「踏剱」（狭野）など、かつて有数の修験道場で
あった霧島山での荒修行の名残が舞に伝えられ
ているとも。夜の冷たい空気の中で舞われる真
剣を持った舞は緊張感あふれるものです。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

狭野神楽

12 月上旬

狭野神社第 2 鳥居前

高原町教育総務課
0984-42-2111

祓川神楽

12 月上旬

祓川神楽殿

高原町教育総務課
0984-42-2111

２６

≪宮崎県≫

[都井岬火まつり]
【どんなお祭りなの？】
野生の御崎馬が生息する都
井岬。人々を苦しめていた大
蛇を衛徳坊というお坊さん
が火攻めで退治したという
都井地区に伝わる伝説にち
なんだ伝統行事「柱松」をメ
インとした勇壮な火の祭り
です。

【お祭りの見どころを教えて！】
大蛇に見立てた柱松の高さは 30ｍ。そのてっぺ
んを大蛇の口に見立て、
「トントコトッテ、エイト
クボウヤ」のかけ声とともに、たいまつを何度も
投げ上げます。たいまつが命中すると、仕掛けら
れた花火に点火。火花が吹き出す様子が、大蛇が
退治された時に「火炎のような血潮を吹き出し
た」ことにちなむものです。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

都 井 岬 火 ま 8 月下旬
つり

場所

お問い合わせ先

旧都井岬観光ホテル前広場

くしま活性化委員会
0987-72-0053

２７

≪宮崎県≫

[飫肥城下まつり]
【どんなお祭りなの？】
豊臣秀吉から領地を与えら
れ伊東氏が築城した飫肥城。
城下町として栄え、今も武家
屋敷などが残る町は、九州の
小京都とも呼ばれます。
武者行列や泰平踊りが練り
歩く市中パレードなど、城下
町の風情をたっぷりと味わ
える２日間です。

【お祭りの見どころを教えて！】
泰平踊りは、折編み笠を目深にかぶり、羽二重熨
斗目（はぶたえのしめ）の着流しに、白足袋白緒
の草履姿。腰には朱鞘の刀に印籠という粋な元禄
武者の姿で踊ります。飫肥藩主伊東氏が上方の歌
舞伎踊りと地元の盆踊りを組み合わせ、そこに柔
術、弓術など武芸十八般を織り込んだといわれま
す。所作はゆっくりと、踊る姿も美しく、重厚な
印象の踊りです。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

飫 肥 城 下 ま 10 月中旬
つり

場所

お問い合わせ先

飫肥城周辺

日南市観光協会
0987-31-1134

２８

≪鹿児島県≫

[初午祭]
【どんなお祭りなの？】
旧暦 1 月 18 日（現在はその
日を過ぎた次の日曜日）に，霧島
市隼人町の鹿兒島神宮で行われ
る，五穀豊饒，家内安全，畜産奨
励などを祈る祭りで，約 470 年
の歴史を誇る伝統行事です。
毎年 20 数頭の鈴かけ馬と約
2,000 人の踊り連が出場し，県
内外から約 10 万人の観客で賑
わい，鹿児島に春を知らせる，全
国に名高いお祭りです。

ｖ

写真提供：公益社団法人

鹿児島県観光連盟

写真提供：公益社団法人

鹿児島県観光連盟

【お祭りの見どころを教えて！】
五色の布や鈴で飾り立てた馬が，踊り連を引
き連れて，太鼓や三味線歌に合わせて，踊りな
がら参詣する珍しい祭りです。
平成 8 年には，第 4 回地域伝統芸能大賞を
受賞しています。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

初午祭

毎年旧暦 1 月 18 日 鹿兒島神宮境内及び参道

0995-45-5111

を過ぎた次の日曜日

（初午祭実行委員会／

9：30～16：00

お問い合わせ先

霧島市観光課内）
２９

≪鹿児島県≫

[弥五郎どん祭り]
【どんなお祭りなの？】
約 900 年の伝統を持つ曽於
市、岩川八幡神社の大祭です。
高さ 4.85m，腰に 4m と 3m
の刀を帯びた巨人「弥五郎どん」
が，木車にすえられて町中を練
り歩く，浜下りが行われます。
「弥五郎どん」のモデルは，武
内宿禰（たけのうちのすくね）だ
とも隼人の首領だとも言われて
います。

【お祭りの見どころを教えて！】
竹で編まれた大きな胴体をもつ「弥五郎
どん」は，ギョロリまなこに太い眉で、25
反もの梅染めの衣を身にまとっており，そ
の姿は勇ましいものです。
昭和 63 年県指定無形民俗文化財とな
り，平成 4 年にはスペインのバルセロナで
開催された世界巨人大会に出展し，一躍有
名になりました。
☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

弥五郎どん祭り

11 月 3 日

岩川八幡神社及び岩川市街地

曽於市役所商工観光課
（０986-76-8282）

３０

≪鹿児島県≫

[川内大綱引]
【どんなお祭りなの？】
中秋の名月の夜に行われる，薩
摩川内市の代表的行事で，400
年以上前から続いていると言わ
れています。
綱の長さは 365ｍ，重さは約
７ｔで，約 3,000 人が「上方」
と「下方」に分かれて引き合いま
す。
大綱引のルーツは、1,600 年
の関ヶ原の戦いに出陣する島津
義弘公が、兵を鼓舞するために始
めたとされています。

【お祭りの見どころを教えて！】
綱引きといえば，そのポイントは「引く力」ですが、約２時間の戦いが
繰り広げられる川内大綱引は、相手の引き手を妨害する押し隊（押す力）
の存在が特徴です。
体と体が激しくぶつかり合う様が見る物を圧倒する勇壮な綱引で，押し
隊の活躍で相手の態勢を崩し、一気に綱を自陣に引き寄せるさまは見もの
です。平成 18 年，県指定無形民俗文化財となりました。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

川内大綱引

9 月 22 日

薩摩川内市向田町又は大小 川内大綱引保存会

19:00～

路町（年によって異なりま 0996-21-1851
す。）

(平日 10:00～17:00）
３１

≪沖縄県≫

[エイサーまつり]
写真提供：ＯＣＶＢ

【どんなお祭りなの？】
毎年、お盆の季節になると、沖
縄本島やその周辺の離島では、エ
イサーが行われます。
これは先祖の霊を慰めるため
の踊りで、各地の若者達は、太鼓
を鳴らし「エイサーエイサー」等
とかけ声をかけながら踊ります。

【お祭りの見どころを教えて！】
地域や団体によって、踊りの振付や隊形、衣装、音曲等
が違うところが見どころです。
夏の夜に響き渡る太鼓のリズムと、汗を流しながら踊る
若者たちのエネルギッシュな姿は、沖縄らしい風景として
親しまれています。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

沖縄全島エイ 2019/8/23（金）、 コザ運動公園陸上競 技 沖縄全島エイサーまつ
サーまつり
8/24（土）、8/25 場・胡屋十字路周辺
り実行委員会事務局
（日）

098-937-3986

３２

≪山口県≫
国指定重要無形民俗文化財
いわくに ゆ か ば

かんまい

[岩国行波の神舞]
【どんなお祭りなの？】
― 古い祭礼舞踊の継受 ―
江戸時代から岩国市行波に伝わる
国の重要無形民俗文化財。足掛け 7 年
毎に行われる式年祭では、地元の錦川
河川敷に神殿と呼ばれる大掛かりな
舞場を設え、15 時間以上かけて 12
の舞を奉納する。
著名な民俗学者の故・宮本常一氏
は、「古い祭礼舞踊が、伝承せられた
当時のまま、ほとんど改変せられるこ
となく、今日にいたっていること
が大きな特色だ」と述べている。

【お祭りの見どころを教えて！】
― 大木と地上をつなぐ大縄！命がけの神事 ―
終盤の「八関」に合わせて行われる「松登
り」は、高さ約 25m の巨大な松が舞台とな
る。白装束の「荒神」が松を登り、木の上に
祀られた「三光」を燃やし、綱を伝って頭か
ら降りていく。五穀豊穣、民安穏、厄疫退散
を祈願するもので、緊張感のある式年祭最
大の見せ場である。【表紙参照】
☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

式年祭
前夜祭

２０１９年

山口県岩国市行波

岩国市文化財保護課
0827－28－5353

4 月６日

17:00～22:00

本祭

4 月７日
6:30～23:40

３３

≪山口県≫
山口県指定無形民俗文化財
く

か

[久賀なむでん踊り]
【どんなお祭りなの？】
約 230 年前に始められたと言
われている虫送りの行事です。
江戸時代には豊作を祈願する
年中行事として奨励されており、
その年の米の豊作を願い奉納さ
れていました。
昭和 49 年に山口県指定無形
文化財に指定されました。

【お祭りの見どころを教えて！】
過疎化の影響により平成 18 年を最後
に、町内を巡回する奉納踊りは中断して
いましたが、平成 27 年に復活しました。
久屋寺で入魂式が行われ、久賀地区数
カ所で巡回奉納を行っています。
なむでん踊りとは、デコと呼ばれる人
形に害虫や疫病などを集めて回り、それ
らを供養して海に流します。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

久 賀 な む で 7 月上旬
ん踊り

場所

お問い合わせ先

山口県大島郡周防大島町久賀
周防大島町教育委員会
久屋寺を出発し、久賀地区を 社会教育課
練り歩きます。
0820-78-2205

３４

≪山口県≫

国指定重要無形民俗文化財
あ

つき

しん めい

さい

[阿 月 神 明 祭]
【どんなお祭りなの？】
阿月神明祭は、阿月東西の両
岸で、毎年小正月（旧正月 14 日・
15 日）-但し現在は２月 11 日
-に勇壮な火祭りが行われる。正
保元年（1644）に浦就昌が、阿
月の領主として移封とともに伝
えたという。神明祭は左義長と
いう宮中の行事に似た「とんど」
という小正月の民間行事で、年
頭にその年の収穫の豊かなこと
を願う予祝的行事である。

【お祭りの見どころを教えて！】
地域では祭りを「神明様」と呼び、東西それぞれの神明
宮前の浜に、大鉾を模した御神体を「お越したて」ること
により開始される。そして、「神明踊り」「長持じょうげ」
等が奉納され、最後に御神体に火を点ける「はやし方」が
行われ、祭りはクライマックスを迎える。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

阿月神明祭 ２０１９年
山口県柳井市阿月
お越したて ２月１１日（祝） ○東方（東神明宮前の浜）
8:00～19:20
神明太鼓
長持じょうげ
神明踊り
はやし方

○西方（西神明宮前の浜）
8:30～20:20

３５

柳井市生涯学習・スポ
ーツ推進課(文化財担当)

0820－22－2111
（内線 332）

≪山口県≫
ま

り

ふ

[麻里府地域納涼盆踊り]
【どんなお祭りなの？】
７００年ほど前からの太鼓
と音頭口説きにのって踊る、
昔ながらの「嵯峨音頭」を大
切に守り続けている麻里府地
域の盆踊りです。毎年 8 月
14 日に行われるこの盆踊り
には麻里府の人口の 7 割以上
が参加している地域をあげて
のお祭りです。

音頭口説き

【お祭りの見どころを教えて！】
大人も子供も一緒になって叩く太鼓や、老いも
若きも輪になって踊る「盆踊り」は、午後８時か
らという時間帯もあって、屋台や提灯の明かりを
受け、会場となるグラウンドでは体に響く太鼓や、

子ども太鼓

屋

台

音頭口説きと相俟って幻想的な情景を見ることが
できます。
地域の皆さんによる手づくり屋台も出て、子供
花火大会や仮装大会と内容も充実したお祭りと
いえます。
屋

台

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

麻 里 府 地 域 8 月 14 日
納涼盆踊り
19 時～

場所

お問い合わせ先

山口県熊毛郡田布施町
麻里府グラウンド

麻里府公民館
0820-55-5237

（旧麻里府小学校グラウンド）

３６

≪山口県≫

そ

ね はちまんぐう

[曽根八幡宮秋まつり]
【どんなお祭りなの？】
曽根八幡宮秋まつりで、豊
作への感謝、平穏無事を祈っ
て神舞を奉納。
神殿と呼ばれる、神舞を奉
納する場所（三間四方の囲
い）で、５～６演目を、約２
時間半に渡って奉納する。
か んど ん

【お祭りの見どころを教えて！】
・豊後神楽にルーツをもち、曽根地域の土
地柄、風習を織り交ぜ、曽根独特の芸風に
変様して継承している点。
・毎年、演目を変えて奉納している点。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

曽 根 八 幡 宮 10 月第 1 日曜日
秋まつり

場所

お問い合わせ先

山口県熊毛郡平生町
曽根八幡宮

平生町教育委員会
社会教育課
0820-56-6083

３７

≪山口県≫
山口県指定無形民俗文化財
いわいしま

かんまい し ん じ

[ 祝 島の神舞神事]
【どんなお祭りなの？】
県指定無形民俗文化財の神舞
は４年毎の大祭年の８月に仮神
殿を設営し、伊美別宮社から二十
余名の神職、里楽師を迎え、本島
を斉場として神恩感謝の合同祭
事を行う。

【お祭りの見どころを教えて！】
神舞では三隻の神船を中心に櫂伝馬船等、百余隻に及ぶ
大漁旗で飾った奉迎船が織りなす、勇壮な入船・出船の海
上神事が行われ、古式豊かに三十三種類の神楽舞が新調の
苫で小屋掛けされた仮神殿で奉納される。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

祝島神舞

2020 年８月

山口県熊毛郡上関町祝島

上関町役場祝島支所
0820-66-2003

３８

≪山口県≫
光市指定有形民俗文化財（山車と踊山）
はやおさはちまんぐう

[早長八幡宮秋まつり]
【どんなお祭りなの？】
今から約 350 年前から続く、
光市室積地区の伝統行事です。
「エンヤ！エンヤ！」の掛け声で、
わ か い し

若衆が郷土色豊かな「木遣り唄、
練り唄」を口説きながら山車と踊
山を曳き回します。
「エンヤ！エンヤ！」の掛け声
で若衆（わかいし）が山車と踊山
（おどりやま）を曳き廻します。

お祭 りの画像を貼 り付け

【お祭りの見どころを教えて！】
だ い

てください。
できれば、左記欄の見どこ
ろに 関係するもの であれ
ば、左記欄の説明が分かり
やす いものになる と思い
ます。

は

山車は台若・鳥居・石燈呂・高麗犬・随神山・御鏡山・
曳船の計 10 輌と踊山 1 輌が続き、行列全体が神社の形態
を整えているため「まちを駆ける神社」と形容されます。
この山車 10 輌と踊山 1 輌は、昭和 56 年に光市有形民俗
文化財に指定されました。
また、前日には幣祭り、宵山も執り行われみたらい湾花火
大会を開催します。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

幣祭り

10/11（金）

山口県光市室積
早長八幡宮

光市室積山車保存会
0833-78-0267

宵山

10/12（土）

早長八幡宮

光市室積山車保存会

み た ら い 湾 10/12（土）
花火大会

みたらい湾

光市観光協会
0833-48-8686

早 長 八 幡 宮 10/13（日）
秋まつり

早長八幡宮

光市室積山車保存会

３９

≪山口県≫
い な ほ さい

[稲穂祭

きつねの嫁入り]

【どんなお祭りなの？】
稲穂祭は、下松市花岡で戦後に始まった下
松を代表する奇祭です。毎年、１１月３日に
行われ、県内外から多くの観光客が訪れて賑
わいます。
祭りの由来は、江戸時代に、法静寺住職の
夢枕に出てきた白狐夫婦を人間同様に弔っ
たところ、失せものが見つかるようになった
という伝説に基づいています。白狐夫婦はそ
の後、
『出世福徳正一位稲荷大明神』と神号
を賜わり、稲荷様として法静寺境内で
祀られています。

【お祭りの見どころを教えて！】
祭りの見どころは、御神幸行列です。最初
に地元の団体が、様々な趣向を凝らした神輿
を担いで歩きます。その後、「稲荷音頭」に
合わせて、老若男女が練り歩きます。そして
最後にきつねの嫁入り行列が、はじまりま
す。きつねの面をかぶり、人力車に乗った新
郎新婦を先頭に、髪結いや腰元、新郎新婦の
父母など親族が続きます。
白狐の夫婦を誰が演じるかは、毎年秘密と
されているのが習わしで、不思議なことに新
婦役になった娘さんは、良縁に恵まれるとい
う言い伝えがあります。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

御 神 幸 行 列 １１月３日（祝）
開始
１４:００～

場所

お問い合わせ先

山口県下松市末武
法静寺周辺
（ＪＲ周防花岡駅近く）

法静寺
0833-43-4500

４０

≪山口県≫
国指定重要無形民俗文化財
みつくり か ぐ ら

[三作神楽

式年祭]

【どんなお祭りなの？】
三作神楽は、和田三作地区に
おいて７年目ごとの式年祭で地
元河内社に奉納する神楽舞で
す。伝承では約１，３００年前
の飢饉と疫病の際、五穀豊穣と
疫病退散のお礼に神楽を奉納し
たことが始まりとされていま
す。平成１２年国指定重要無形
民俗文化財に指定されていま
す。

【お祭りの見どころを教えて！】
式年祭では神殿（かんどん）を設け、２３の舞を奉
納します。
中でも「三方荒神の舞」は祖霊の天下りを表現した
舞であり、荒神３体が舞いながら神殿の上梁から垂ら
した３本の白布をより合わせて、１本の太綱にしたも
のを荒神１体ずつが登り、頂上近くで歌詞（うたぐら）
をうたい、頭を下にして降りてきます。躍動感溢れる
演技が見どころです。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

三作神楽

2023 年 11 月 山口県周南市夏切

周南市教育委員会

式年祭

（予定）

生涯学習課
（文化財保護担当）
0834-22-8677

三作神楽伝承館前（予定）

４１

≪山口県≫

防府市指定無形民俗文化財
わら

こう

[笑い講（神事）]
【どんなお祭りなの？】
地域の農家 21 戸が集ま
り、収穫の感謝と来年の豊
作を祈願した神事。
小俣八幡宮の社伝による
と正治元年（1199 年）よ
り始まったとされる。

【お祭りの見どころを教えて！】
講員 2 人が対座して榊を持ち、神
主が太鼓を叩きはじめると、最初は
今年の豊作への感謝、2 度目は来年
の豊作を祈願、そして 3 度目は今年
の苦しみや悲しみを忘れるため、計
3 度笑いあいます。うまく笑えない
と何度でもやり直し、上手に笑うと
たらいが連打されます。
イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

笑い講

12 月
第 1 日曜日

山口県防府市大道小俣地区

小俣八幡宮社務所
0835-32-0111

４２

≪山口県≫

やまぐち ぎ お ん まつり

[山口祇園 祭 ]
【どんなお祭りなの？】
約 600 年続いている八坂
神社の例祭で、毎年 7 月 20
日から 27 日にかけて開催
されます。初日には「鷺の舞」
が奉納され、祇園囃子や御神

お祭りの画像を貼り付けてください。
枚数やレイアウトについては、各ご担当者にお任せいた
します。

輿が御旅所へ練り歩きます。

お祭 りの画像を貼 り付け

【お祭りの見どころを教えて！】
お祭りで奉納される「鷺の舞」は昔から途絶え
ることなく続いている貴重なもので、県の無形民
俗文化財に指定されています。短く簡素な舞で、
古風を残していると言われています。八坂神社の
ほか数か所で舞われます。

てください。
できれば、左記欄の見どこ
ろに 関係するもの であれ
ば、左記欄の説明が分かり
やす いものになる と思い
ま

す

。

http://yamaguchi-city.jp/p
roject/photo/ev/m_ev005.j
pg

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

山口祇園祭
鷺の舞・浦安の舞奉納

7 月 20 日

祇園囃子
御神幸（ごじんこう）

場所

お問い合わせ先

山口県山口市上竪小路 八坂神社社務所
八坂神社、大殿竪小 083-922-0083
路、商店街

市民総踊り

7 月 24 日

商店街

御還幸（ごかんこう）
浦安の舞奉納

7 月 27 日

八坂神社、大殿竪小
路、商店街

※上記は 2018 年の内容です。
４３

≪山口県≫

あ

さ

厚狭秋祭り「古式行事」(大名行列)
【どんなお祭りなの？】
明治 30 年ころに厚狭天神祭の行
事として始まったとされている大名
行列です。
厚狭商店街の町筋をと独特の掛け
声と踊りの所作をしながら、見物客
に披露した後、厚狭天満宮の神前に
奉納します。行列は、大行司（大人）
・
小行司（子ども）
、馬に乗った大殿様
（小行司は小殿様）が進みます。乙
姫行列は、大行司の最後に続き、姫
かごに乗った姫様とかごの担ぎ手、
上臈・腰元の形態になります。

【お祭りの見どころを教えて！】
「アーヨイセー。アーヨイヤサノサー。アーコレワイサ
ノサー。」と独特の掛け声をかけ、みの箱、弓、片箱、袋
傘、台傘、大熊毛・小熊毛などの道具を鮮やかに振りかざ
して行列していく姿は、毎年見物客に喜ばれています。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

古式行事
11 月第２日曜日
（厚狭秋祭り）

場所

お問い合わせ先

山口県山陽小野田市
ＪＲ厚狭駅（在来線口）から

山陽小野田市

厚狭商店街

４４

教育委員会社会教育課
0836-82-1204

≪山口県≫

宇部市指定無形民俗文化財
おか だ

や ももて

[岡田屋百手神事]
【どんなお祭りなの？】
村に祀られる松江八幡・八
大龍王・大歳大明神に悪鬼退
散の祈願をし、鬼に見立てた
的に矢を射たところ疫病が
治まったことから、感謝と厄
除け・五穀豊穣を祈り、毎年
3 月第 4 日曜日に的射の神
事が奉納されています。

【お祭りの見どころを教えて！】
小学生から高校生までの射手が悪鬼に見立て
た的を弓矢で射ぬきます。
監的と呼ばれる小さな黒塗りの的に矢が当た
ると太鼓が打ち鳴らされます。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

岡 田 屋 百 手 毎年 3 月第 4 日 山口県宇部市東須恵岡田屋
祭
曜日
岡田屋公会堂

４５

宇部市教育委員会
学びの森くすのき・地域文化交流課
0836-67-1277

≪山口県≫

いみのみやじんじゃ

すほうてい

[ 忌 宮 神社の数方庭行事]
【どんなお祭りなの？】
忌宮神社で毎年 8 月 7 日～8
月 13 日の間、毎夜行われる神事
です。「鬼石」と呼ばれる平たい
石の周囲を、男性は大小の竹の幟
を抱え、女性は七夕飾りをつけた
切籠を持って、太鼓と鉦の音に合
わせて舞い回ります。
山口県無形民俗文化財に指定さ
れています。

【お祭りの見どころを教えて！】
幟は先端に鳥毛、鈴と小旗をつけた白い幟で、長さによ
って小幟・中幟・大幟と区分されています。
舞は鬼石の周囲を時計回りに 3 回回り、女性の切籠、
男性の小・中幟、大幟の順で行われ、1 日 4 回、7 日間
で計 28 回奉納されます。切籠の舞の列は美しく典雅で、
また長さ 20～30m、重さ 100 ㎏に近いものもある大幟
を抱えてまわる幟舞は、勇壮な光景が展開され、圧巻です。
山口県下でも類をみない奇祭の一つです。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

数方庭祭

8 月７日～
山口県下関市長府宮の内町
8 月 13 日
忌宮神社境内
19:00～21:30

４６

忌宮神社
083-245-1093

≪山口県≫

いつくしまじんじゃ

[ 厳 島神社秋季例祭]
【どんなお祭りなの？】
毎年９月初旬の厳島神
社秋季例祭で奉納される
のが、山口県指定無形民俗
文化財の別府念仏踊であ
る。弁天池の水の恵みに感
謝し、豊年を祈るものとい
われている。

【お祭りの見どころを教えて！】
踊は腰輪楽、鶏頭楽、花楽の３つであ
る。花楽は子踊りといい、現在は小・中
学生らが境内で踊っている。

☆イベントスケジュール☆
イベント名
厳島神社秋
季例祭

日時
９月初旬

場所

お問い合わせ先

山口県美祢市秋芳町別府

４７

美祢市文化財保護課
0837-62-1921

≪山口県≫
山口県指定無形民俗文化財
すみよしじんじゃ

ふなうた

[住吉神社「お船謡」]
【どんなお祭りなの？】
「お船謡」は、毛利氏の御座船唄と
して藩主が乗船する時や、新造船が
進水する時、また年頭に御船倉で代
官が乗り初めの行事を催す時に演
唱されたのが始まりです。万治 2 年
（1659）住吉神社が勧進されてか
らは、萩住吉祭に「お船」の上で演
唱されました。
明治時代以降は、祭の行事のうち
「お船」に関する諸事を浜崎の魚問
屋が主催し、若主人たちが「お船謡」
を演唱しました。
現在では、浜崎町内で引き受け、
演唱者も選定し、
「お船謡」を
今日まで伝承しています。

お船の巡行：8 月 3 日の午後から深夜まで巡行する。

【お祭りの見どころを教えて！】
・「お船」の規模は長さ 7.73m、幅 2.15m、艫の高
さ 1.58m。杉材でできた船体の周囲には、波に竜を
あしらった極彩色の絵を描いています。
・乗船する構成員は謡長 1 人、謡い手 5 人、地囃子 3
人、法螺貝 4 人、太鼓 1 人、三味線 4 人です。その
他に｢お船｣の曳網を引く曳き子と、挺手扱い(梶取り)
をする表師により、街内を巡行します。
神輿の巡行：8 月 2・3 日に巡行する。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

萩住吉祭
萩夏祭り
お船謡演唱

山口県萩市浜崎町
8 月 1 日～3 日
住吉神社ほか
8月3日

４８

・萩商工会議所：
0838-25-3333
・住吉神社：
0838-22-0849

≪山口県≫

すがわらじんじゃ

み こ

まい

[菅原神社 巫女の舞]
お祭りの画像を貼り付けてください。

【どんなお祭りなの？】
菅原神社の秋祭りでは、巫
女の舞が毎年奉納されます。
巫女を務めるのは、地域の小
学１年生の女子４名。町内１
０箇所を巡り、山車の上での
舞を披露する、天保年間から

枚数やレイアウトについては、各ご担当者にお任せいた
します。

続く、伝統あるお祭りです。

お祭 りの画像を貼 り付け
てください。
できれば、左記欄の見どこ
ろに 関係するもの であれ
ば、左記欄の説明が分かり

【お祭りの見どころを教えて！】
祭り初日には、神事ならではの厳かな雰囲気
漂う夜に、ライトアップされた山車の中で巫女
さんが可憐な舞を披露します。

やす いものになる と思い
ます。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

菅原神社 秋 ９月２４日
祭り 巫女の
２５日

場所

お問い合わせ先

山口県阿武町奈古地域

阿武町教育委員会
08388-2-0501

舞

４９

≪山口県≫
山口県指定無形民俗文化財
あかさきじんじゃがくおどり

[赤崎神社楽 踊 ]
【どんなお祭りなの？】
昭和４３年４月５日県指定
文化財指定

無形民俗

昭和４７年８月５日国選択

記録作成等の処置を講ずべき無形文化財
選択
毎年９月の第２土曜日の次の日曜日、
がく さ じ き

赤崎神社の例祭に、赤崎神社楽桟敷で奉
納される踊り。慶長元年（1596）
、北長
門地方一帯に牛馬の疫病が大流行し、深
川村でも３８０頭余りの牛馬が病死した
ので、牛馬の守護霊である赤崎神社に疫
病が治まるように祈願した。その祈願成
就の神の恩に感謝するために踊りを奉納
しちがく

したのが始まりである。昔は赤崎の七楽
がくおどり

（ 楽 踊 五、南条踊一、地芝居一の総称）
れい

が奉納されていた。現在は「月の前の伶
がく

楽」と「虎の子渡し」の２つの楽踊と南
条踊、式三番叟が奉納されている。

【お祭りの見どころを教えて！】
会場の赤崎神社楽桟敷は、赤崎神社のある赤崎山の中腹に
おどりにわ
あり、すり鉢状の地形を巧みに利用し、谷底の踊庭で奉納
される楽踊・南条踊・芝居などの観覧席として、江戸時代よ
り整備が始まり、明治期に完成した。桟敷は階段状の高桟敷
と踊庭の平桟敷がある。
昭和 38 年 10 月 26 日 国指定重要有形民俗文化財指
定。
「桟敷」が国指定されている事例はここ「赤崎神社楽桟敷」
のみであり、民俗学、演劇歴史、建築学などの学問的価値も
高いとされており、楽踊とともにその文化的価値を堪能する
ことができる。

☆イベントスケジュール☆
イベント名

日時

場所

お問い合わせ先

赤崎神社楽踊

9 月第 2 土曜日の 山口県長門市東深川
次の日曜日

前夜祭
楽踊

前夜
当日

飯山八幡宮
0837-22-2732

赤崎神社・飯山八幡宮
赤崎神社楽桟敷

５０

[祭りアイランド九州]
【どんなお祭りなの？】
今年は「ラグビーワールド
カップ 2019」
が日本で開催
されます。
「祭りアイランド九州」は、
この期間を利用して、
伝統文化である「祭り」を
とおして、熊本地震からの
創造的復興に向けて
九州・山口地域の魅力を全世界
に発信するための２本立て
の企画です！

博多祇園山笠

日向ひょっとこ夏祭

【お祭りの見どころを教えて！】

九州・山口９県の食・物産・観光が集結する

☆九州・山口の祭り熊本に集結☆ 「九州・火の国元気まつり」も同時開催！
博多祇園山笠、八代妙見祭などユネスコ無形文化遺産に登録された
５つの祭りをはじめ九州・山口９県４０あまりのお祭りが
熊本に一堂に集結！！
ほかではみることのできない圧巻の競演で皆さまを魅了します！
[期
間] 2019 年９月 28 日（土）・２９日（日）
[開催場所] 熊本市中心部
☆九州・山口地域の祭りめぐり☆
ラグビーワールドカップ期間中、九州・山口各地で行われる秋祭りを
体感しながら楽しく九州を周遊頂けるメニューを取り揃えました。
[期
間] 2019 年９月２０日（金）～１１月３日（日・祝）
[開催場所] 九州・山口全域
【お問い合わせ先】祭りアイランド九州実行委員会事務局（一般社団法人 九州観光推進機構内）TEL： 092-751-2943
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