
月 概要 姫路市 福崎町 市川町 神河町
歳旦祭(元旦に、宮中および諸神社で、皇室ならびに国民の繁栄と農作物の豊作を
皇祖・天神地祇に祈願する祭祀、新年の幸福増進を祈願)

・播磨国総社正月歳旦祭・新春祈願祭・元始祭
・姫路護国神社歳旦祭

元始祭(1年の始まりを寿ぎ、氏子崇敬者の皆様の1年間の家内安全・身体堅固など
のお願い事を神前にお願いする）

・姫路神社元始祭 ・神崎天満宮元旦祭

初えびす祭（商売繁盛、家内安全、学業成就） ・十二所神社十日えびす
・播磨国総社十日えびす・初ゑびす祭
・廣畑天満宮えびす祭

とんど（正月の火祭り行事，無病息災を祈り、良い年を迎えましょう！ (しめなわ)・書
き初めなどを家々から持ち寄り、一箇所に積み上げて燃やす）

・十二所神社とんど祭り
・播磨国総社とんど焼き
・水尾神社とんど焼き

・かくしほちょうじ ・栗鉾採神社とんど祭
・作畑大歳神社狐がえり（とんど）

追儺（鬼追い）（鬼がたいまつを持ち悪魔払いをする修正会） ・書写山圓教寺鬼追い会式 ・福崎神積寺鬼追式

厄神祭（厄除祈願をはじめ、諸願成就を祈る神事） ・正八幡神社厄神祭
・蒲田神社厄除祭

・福崎町西治八幡神社厄神祭

1月/夢前七福神（正月のお参りの一環として、この七福神巡りが静かな人気を呼ぶ
ようになる。中には、商売繁盛の祈願のためひそかにお参りをする人も。①布袋尊
（通宝山弥勒寺）　②寿老人（莇野山正覚寺）　③福禄寿（金林山真楽寺）　④毘沙門
天（八正山生福寺）　⑤大黒天（百丈山臨済寺）　⑥恵比寿（一乗山蓮華寺）　⑦弁財
天（冨田山性海寺））

・夢前七福寺七福祭

えびすさん(商売繁盛祈願を祈る神事） ・英賀神社戎祭り
・恵美酒宮天満神社戎祭

・福崎井ノ口恵美須神社えびすさん ・埋田神社えびすさん
・福本大歳神社えびすさん

厄神祭（厄除祈願をはじめ、諸願成就を祈る神事） ・播磨国総社厄神祭
・破磐神社厄除祭
・松原八幡神社厄除祭
・八幡社（男山八幡社）厄神祭
・若宮神社厄神祭

・上田中諏訪神社厄神祭
・笠形神社厄神祭
・八幡神社厄神祭

・薬王子神社厄神祭

節分祭（厄除け祈願、厄払い） ・恵美酒宮天満神社節分祭
・十二所神社節分祭（豆まき）
・書写山圓教寺節分会
・播磨国総社節分祭
・廣峯神社節分祭
・増位山随願寺の鬼追い式(毎年2月11日）

*小室天満神社節分祭 ・金谷神社節分祭（斎灯）

初午祭（2月最初の午の日に行う神社の祭礼） ・白國神社初午祭 ・福崎町駅前稲荷まつり

斎灯（神仏の前で焚(た)くかがり火。） ・探灯大護摩（應聖寺） ・金谷神社斎灯
・立岩神社斎灯

文珠さん（知恵の文殊といわれ、学問、就職成就。） ・福崎町文珠さん

鬼会式（おにえしき）（護摩を焚き、家内安全、無病息災、商売繁盛などを祈願） ・八正寺鬼会式

三ツ山大祭（八難苦厄を祓って国中の人々の幸福を祈る大祭礼で春に行われる。
今年は、3月31日から4月7日まで）

・播磨国総社三ツ山大祭（20年に1度）

白幣祭（氏子校区１２０町の代表者らが総社に参拝し「白幣」を奉納。町内と家内の
安全と悪疫退散を祈願。）

・播磨国総社白幣祭

祈穀祭り（五穀豊穣） ・廣峯神社祈穀祭り
・薬司神社祭り

お田植祭（稲の豊作を願って行われる神事） ・廣峯神社お田植え祭り

祈穀祭（御田植祭の後、神官によって今年の稲の豊凶を占った結果が発表される祭
り）

・廣峯神社祈穀祭

春祭り（子どもの健やかな成長と学業成就、家内安全の祈祷） ・赤鹿稲荷神社春祭り
・賀野神社春祭り（牛馬の神）

・秋葉神社春祭り
・越智熊野神社春祭り
・川上大歳神社春祭り
・神崎天満宮春祭り

春祭り（子どもの健やかな成長と学業成就、家内安全の祈祷） *九所御霊天神社春祭り

花祭り（仏教の開祖、釈迦の生誕を祝福する仏教行事） ・大覚寺花祭り

お菊祭（優しい心を持ち、正しいことを行う精神を進めるお祭り） ・十二所神社お菊祭り

ゆかた祭り（各地域の守護神、お寺である例祭にちなむ夏祭り） ・姫路ゆかた祭り（長壁神社）

芽の輪くぐり・輪抜け祭（正月から半年間の罪穢れを祓う夏越しの大祓えで執り行わ
れ、茅草で作られた大きな輪をくぐると疫病や罪が祓われるとされている）

・恵美酒宮天満神社輪抜け祭
・小松神社芽の輪くぐり
・十二所神社茅の輪くぐり
・播磨国総社水無月大祓い式輪抜け祭

・二之宮神社芽の輪くぐり ・福本大歳神社（ここ数年７月に開催）

人形感謝祭６月～７月（子供の誕生を祝って贈られる節句の人形。幼少の頃に遊ん
だぬいぐるみやキャラクター人形。やがて子供は成長し、生活環境も変わります。大
切なお人形たちとお別れする時は、お人形に感謝の念を捧げ、ご祈祷）

・播磨国総社人形感謝祭
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 祭り一覧表 
 祭りを①地域の神社・お寺主催等歴史と伝統にまつわる祭り 
     ②中播磨地域のもの 
今回の数え上げでは、季節感（春夏秋冬）がわかりやすくなるよう、数え上げ。数え上げ開始時点では、２５しか発見できませんでしたが、地域のみなさんのご協力で、２２４に増えました。 
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一ツ山大祭（不定期に斎行されていた天神地祇祭（神前の松原で3732座の天神地
祇を祀る）で、かつて行われていた影向祭（ようごうさい、神の影向（降臨）を再現す
る祭礼）を踏襲したことに始まる。6月11日丁卯日に行われており、丁卯祭と呼ばれ
た。不定期だったが、現在では丁卯に因み60年に1度（丁卯の年に）斎行される。）

・播磨国総社一ツ山大祭（60年に1度）

夏祭（御祭神である兵主大神が欽明天皇２５年６月１１日に影向。それを祝って新暦
の７月１０日・１１日の両日に総社夏祭を執り行います。１１日の湯立て神事は、大忌
釜に湯を沸かし、白装束の巫女が両手に熊笹を持って、太鼓の合図とともに忌湯を
四方に撒き、疫病や災いを退散させる神事）
湯立（日本の伝統的な神楽の形式のひとつ。 釜で湯を煮えたぎらせ、その湯をもち
いて神事を執り行い、無病息災や五穀豊穣などを願ったり、その年の吉兆を占う神
事の総称）

・英賀神社竹柏なぎ祭り
・蒲田神社夏祭
・白國神社夏越祭（7月第1日曜日）
・高岡神社夏祭
・高岳神社夏祭
・中島天満宮献湯祭
・播磨国総社夏祭

・一之宮神社夏祭り
・神谷大歳神社夏祭り
・川裾神社祭り夏祭り
・三十八社神社夏祭り
・長野諏訪神社夏祭り
・藤田神社夏祭り
・福田大歳神社夏祭り
・南大貫大歳神社夏祭り
・八坂神社夏祭り

・福本大歳神社夏祭り

天神祭（氏子の安全、家内安全） ・恵美酒宮天満神社天神祭

住吉祭（海上安全） ・恵美酒宮天満神社住吉祭

天神祭り（海上の安全と五穀豊穣を祈願） ・家島天神夏祭り

千灯祭（五穀豊穣、無病息災） ・破磐神社千灯祭

7月/秋祭虫送り
（豊作、無病息災を祈る伝統行事）

・甘地八幡神社甘地虫送り

供養祭（死者・祖先に対する追善供養） ・お夏清十郎まつり（慶雲寺供養祭）
・破磐神社供養祭

慰霊祭(戦没者の魂を慰霊する） ・姫路護国神社永霊祭

火祭り（僧侶達の霊を鎮める） ・太陽公園鶏足寺の火祭り

ゆかた祭り（各地域の守護神、お寺である例祭にちなむ夏祭り） ・大覚寺ゆかた祭り

奉点燈祭（氏子らがたいまつをぶつけ合い、火の粉をかぶりながら先祖の霊を慰め
る勇壮なもの。戦後数十年途絶えていた祭りを宮司さんが氏子さんと協力して復活
された祭り）

・破磐神社奉点燈祭

地蔵盆祭り（お盆の期間中でもある旧暦7月24日に向け、その日前後に行われる地
蔵菩薩）

・延命地蔵祭り
・本覚寺地蔵祭り

・市川町屋形地蔵盆まつり ・福田寺地蔵盆まつり(花だんご）

子供奉納相撲大会(子どもの成長を祈願） ・正八幡神社子供奉納相撲大会

八朔祭り（旧暦8月1日(朔日)の事で、このころ台風や病害虫の被害をこうむる事が
多いため、風雨を避け、順調な五穀豊穣、家内安全を祈ることを目的）

・荒川神社八朔祭り ・福田大歳神社八朔祭り

秋祭
（大地のめぐみ、ご先祖さまに感謝し、各地区の方が奉納演芸する）
（主に農村地帯において収穫を感謝する祭り）
・祭り屋台
（神輿屋根型屋台、屋根型布団屋台が神社に宮入し台場練りなどし神事が行われる
祭り＝屋台が主役）
・とんぼ祭り
（男性が女装して祭りのお弁当を長持ちに入れ運ぶ）
・獅子舞
（氏神で舞い清め、悪霊を打ち払う）

・英賀神社秋祭り・荒川神社秋祭り・天御酒(あまみき)神社秋祭り・泡子八幡(あわこはちまん)神社(仁豊野)秋
祭り・生矢神社秋祭り・市原神社秋祭り・稲岡(いなおか)神社秋祭り・岩部大歳神社(香寺町)秋祭り・魚吹八幡
神社秋祭り・上野八幡(うえのはちまん)神社(船津町)秋祭り・馬谷神元(うまたにかみもと)神社(夢前町)秋祭り・
江鮒大年(えふなおおとし)神社(豊富町）秋祭り・恵美酒天満神社秋祭り・大塩天満宮秋祭り・小川天満(おがわ
てんま)神社秋祭り・落岩(おちいわ)神社秋祭り・鍛冶内大年(かじうちおおとし)神社(豊富町)秋祭り・春日神社
秋祭り・勝松(かちまつ)神社秋祭り・加納(かのう)神社・甲八幡神社秋祭り(金竹獅子舞)・蒲田神社秋祭り・上鈴
大歳(かみすずおおとし)神社(花田町)秋祭り・賀茂(かも)神社秋祭り・北山田天満(きたやまだてんま)神社秋祭
り・吉備(きび)神社秋祭り・小坂菅原(こさかすがわら)神社秋祭り・小玉(こだま)神社秋祭り・御着大歳(ごちやく
おおとし)神社秋祭り・神種神元(このくさかみもと)神社(夢前町）秋祭り・五霊天(ごりょうてん)神社（花田町）秋祭
り・杵築(きづき)神社秋祭り　・才天満(さいてんま)神社秋祭り・佐良和大歳(さろおおおとし)神社秋祭り・三(さん)
神社(上余部)秋祭り・飾西大年(しきさいおおとし)神社秋祭り・重国大年(しげくにおおとし)神社(豊富町)秋祭り・
書写西坂日吉(しょしゃにしざかひよし)神社秋祭り・蛇穴(じゃけつ)神社秋祭り(とんぼ祭り)・若王子(じゃくおうじ)
神社秋祭り・庄大歳(しょうおおとし)神社秋祭り・庄田天満(しょうだてんまん)宮秋祭り・十二所神社秋祭り・白國
(しらくに)神社秋祭り・新在家本町大歳(しんざいけほんちょうおおとし)神社秋祭り・神明(しんめい)神社秋祭り
(獅子舞) ・正八幡神社秋祭り(龍王舞）・高岳神社秋祭り・竹宮(たけのみや)神社秋祭り・多田大歳(ただおおと
し)神社(山田町)秋祭り・多田諏訪(ただすわ)神社秋祭り・津田神社秋祭り・天神(てんじん)社秋祭り・砥堀大歳
(とほりおおとし)神社秋祭り・鞆田(ともだ)神社秋祭り・豊岡八幡(とよおかはちまん)神社秋祭り・中島天満宮秋
祭り　・中野大年(なかのおおとし)神社(船津町)秋祭り・二(に)神社秋祭り・新次(にいつぎ)神社秋祭り・二百余
(にひゃくよ)神社秋祭り・破磐神社秋祭り(子ども神輿）・浜の宮天満宮秋祭り・広畑天満宮秋祭り・深志野大歳
(ふかしのおおとし)神社秋祭り・土師大年(はぜおおとし)神社秋祭り(獅子舞）・八王子(はちおうじ)神社秋祭り

・熊野神社秋祭り（浄舞）
・二之宮神社秋祭り
・南大貫大年神社秋祭り
・余田大歳神社秋祭り（浄舞）

・甘地大歳神社秋祭り（獅子舞）
・甘地八幡神社秋祭り（獅子舞）
・稲荷神社秋祭り
・大谷神社秋祭り
・奥大歳神社秋祭り
・小畑天満神社秋祭り
・笠形神社秋祭り
・猿田彦神社秋祭り
・上田中諏訪神社秋祭り
・下瀬加天満神社秋祭り
・姫宮神社秋祭り

・市原神社秋祭り（獅子舞）
・吉冨春日神社秋祭り（とんぼ祭り）
・作畑大歳神社秋祭り（獅子舞）
・杉大年神社秋祭り（獅子舞）
・立岩神社秋祭り
・日吉神社秋祭り（とんぼ祭り）
・福本大歳神社秋祭り
・埋田神社秋祭り（獅子舞）
・根宇野大歳神社秋祭り（獅子舞）
・山田大年神社秋祭り

・林田八幡(はやしだはちまん)神社秋祭り・祝田(はふりだ)神社秋祭り・春川(はるかわ)神社秋祭り・東延末大年
(ひがしのぶすえおおとし)神社秋祭り・櫃蔵(ひつくら)神社秋祭り・武大(ぶだい)神社秋祭り・太尾大年(ふとおお
おとし)神社(豊富町)秋祭り・別所日吉(べっしょひよし)神社秋祭り・北条天満宮(ほうじょうてんまんぐう)秋祭り・
本郷大年(ほんごうおおとし)神社（四郷町)秋祭り・前之庄八幡(まえのしょうはちまん)神社秋祭り・牧野大歳((ま
きのおおとし)神社(山田町)秋祭り・松原八幡神社秋祭り(灘のけんか祭り）・円山(まるやま)神社秋祭り・湊神社
秋祭り・簑尾(みのお)神社秋祭り・六角大年(ろっかくおおとし)秋祭り・八代大歳(やしろおおとし)神社秋祭り・山
脇印鐸大(やまわきいんたくだい)神社(四郷町山脇）秋祭り・若宮印鐸大(わかみやいんたくだい)神社(四郷町山
脇)秋祭り

11
お柱祭り（一陽来福を祝し、陽気発達を祈り、運勢と幸福を祈る祭」） ・廣峯神社お柱祭り

霜月祭（安徳天皇の養和元年(1181)11月15日に播磨国16郡の大小明神百七十四
座の神々を播磨國總社に合わせ祀り、播磨国総社となった日を祝して執り行われて
いる。 ）

・播磨国総社霜月大祭

亥の子祭り（旧暦10月（亥の月）の亥の日に行われる年中行事。主に西日本で見ら
れる。行事の内容としては、亥の子餅を作って食べ万病除去・子孫繁栄を祈る）

・杉大年神社亥の子祭り

大根焚き（聖護院大根｢翠月｣という丸大根。住職によって祈祷された大根があつあ
つに柔らかく煮られ、それと甘い油揚げを載せて、息で冷ましながらほおばって食べ
る。無病息災、厄除けにつながる。 ）

・書写阿弥陀寺大根焚き

12
師走大祓式　大晦日の輪ぬけ神事（一年を締めくくる神事で、今年の罪穢れを祓い
清めるお祭り）
 

・播磨国総社師走大祓式・大晦日の輪ぬけ神事
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姫路市 福崎町 市川町 神河町

・姫路全国凧あげ祭り

・太子堂（溝口廃寺遺跡）

・砥峰高原山焼き

・桜華園春まつり

・姫路城観桜会

・グリーンエコー春祭り

・千姫ぼたんまつり

・三左衛門堀川祭り

・クラフトアートフェアー姫路

・新野水車まつり

・中村地区ホタルまつり

・姫路みなと祭り海上花火大会

・置塩城祭り ・山桃忌 ・池田仙九郎祀り(妙見祭り、浄徳寺）

・福崎町山崎虫送り ・神河町赤田の虫送り
・東柏尾虫送り

・姫路お城祭り ・福崎夏祭り ・かみかわ夏まつり

・家島天神夏まつり

1月/姫路全国凧あげ祭り
（日本全国から和凧の愛好家が集まり、畳に換算して２０畳以上もある大凧や数百にも連な
る連凧をはじめ、全国各地の珍しい郷土凧・和凧があげられ、播磨路の名物イベント）

2月/太子堂太子祭（聖徳太子が立寄られた所。塔の礎石が残っており、奈良時代前期の寺
跡と推測される。一説に聖徳太子勅願による寺ともいわれ、明治に再興された太子堂で毎
年２月２２日に太子祭が催され、多くの人で賑わう。 ）

3月/砥峰高原山焼き
(高原のススキの発芽と育成を促し、美しい自然を守るため、毎年春に行う）

概要

5月/三左衛門堀川祭り
（城陽地区連合自治会が主催している、地域のふれあい行事）

5月/クラフトアートフェアー
（海道から九州まで、全国のクラフト・アート作家150組が出展するフェア。木工や陶芸をはじ
め、染織・皮革・鉄・ガラス・絵画・シルバーなどの作品が出品され、ワークショップや作家に
よる実演などの企画も予定されています。広い会場に並んだ「食のブース」でピクニック気分
も楽しめるイベント）

5月/新野水車まつり
（新野水車の郷にて、秋の収穫を祝うお祭り）

6月/中村地区ホタルまつり

3月中旬～5月上旬/桜華園春まつり
（240品種3,000本の桜を、大嶽山の山麓15haに植栽。3月中旬～5月上旬まで花をたのし
む）

4月/観桜会（日本さくら名所100選の姫路城三の丸広場で100面のお琴の演奏や勇壮な和
太鼓演奏が披露される祭り）

4月/グリーンエコー　春まつり
（鯉のぼりが春の笠型山を舞う、春の到来を賑やかす行事）

4月/千姫ぼたんまつり
（市民から寄せられた浄財で植栽されたボタンが植えられており、例年4月下旬～5月上旬
にかけて見頃を迎えます。「千姫ぼたん祭り」では、おどりの会をはじめ、俳句会、お茶席、
マジックショー、ステージイベントなどが開催されるほか、22日午後1:30ごろには「千姫様お
輿入れ行列」が行われる

8月/天神祭り
(海上の安全と五穀豊穣を祈願して奉納される神事）

7月/姫路みなと祭り海上花火大会
（姫路港のPRと活性化を図り、ウォーターフロント空間の創出により、親水・親港機能の強化
を図るため、毎年7月下旬に「姫路みなと祭」を開催、観覧場所（席なし）からわずか300mの
台船から打上げられる花火は迫力満点。）

７月/置塩城祭、8月/山桃忌等の顕彰会（市民が自主的に社会や地域等の発展に功績を
残した歴史的な人物の功績を讃え、社会に広め末永く語り継ぐ活動を展開（柳田國男、井
上通泰　両先生を偲ぶ催し等）

7月/秋祭虫送り
（豊作、無病息災を祈る伝統行事）

8月/夏祭り
（姫路市：市民の皆さまの手により世界遺産姫路城の素晴らしさを広く発信する姫路最大の
夏まつり）　(福崎町，神河町：花火大会、町民総おどり、ステージイベント有り）

 その他 
 今回の定義 「社寺が伝統的に行うもの」 に入らなかった資源も地域の皆さまからたくさん出てきましたので、ご紹介いたします。 
  どれも、皆さんの地域の新しいお祭りやイベント等です。是非、足を運んでみてくださいね！     
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・姫路城観月会

・砥峰観月会

・そばの花まつり（新田ふるさと村）

・ひめじ国際交流フェスティバル

・砥峰すすき祭り（砥峰高原）

・まっせまつり

・福崎町文化祭

・ふれあいの祭典

・こころの祭り姫路

・姫路菓子まつり

・書写山円教寺もみじまつり

・姫路農林漁業祭り ・ＪＡ兵庫西ふれあいフェスタ農業祭り

・福本遺跡まつり

・新野秋の収穫祭

・わくわくぶらり市（寺前駅周辺）

・かみかわ冬のホタル

・川上大歳神社くまびき打ち

9月/姫路城観月会
（三ノ丸広場に造られた特設ステージで中秋の名月を愛でる各種イベントが開催）

9月/砥峰観月会
（高原散策道の350本のたいまつ、見頃を迎えたススキ、中秋の名月が、秋の高原を幻想的
に彩ります。）

9月/そばの花まつり
（お楽しみ抽選会やフリーマーケット、そば畑までのスタンプラリー、地元バンドによるライ
ブ、ゲーム、各種屋台等実施）

11月/ふれあいフェスティバル
（毎年1回、兵庫県内の各地域持ち回りで開催している「ふれあいフェスティバル」）

11月/こころの祭り姫路
（普段公開されていない工房や個人宅を開放して、そこを訪れる人たちと心の交流をもって
もらおうというユニークな祭。）

11月/姫路菓子まつり
（平成20年（2008年）の第25回全国菓子大博覧会・兵庫「姫路菓子博2008」の開催後「お菓
子の楽しさ」をモットーに毎年“姫路菓子まつり”を開催し、菓子処・姫路として品質品格のよ
り一層の向上と菓子文化の発展に取り組んでいるまつり）

11月/書写山円教寺もみじまつり
（西の延暦寺「書写山圓教寺」所蔵の文化財を特別公開。「もみじまつり」の期間中は、紅葉
に染まった書写山を目指し、美術工芸館から山上への「播磨路ファミリーハイキング」やゴー
ル地点の書写山・三つの御堂では、書写山円教寺のお話や特別歴史講談、ラジオ関西
パーソナリティのトークショー、ゲーム、クイズ大会、お楽しみ抽選会などを開催。)

10月/ひめじ国際交流フェスティバル
（国際色あふれるイベントが盛りだくさん！さまざまな国の文化に触れて楽しみながら異文
化理解を深める）

10月/砥峰すすき祭り
(高原のススキの発芽と育成を促し、美しい自然を守るため、毎年春に行う）

10月/まっせまつり
（このまつりは、神河町中村から粟賀町までの旧街道沿いの、空店舗・空地及び民家の軒
下を利用して、住民・商工業者が特産品の販売及びバザーイベントを開催するものです）

11月/文化祭
（クラブ活動の発表会）

12月/かみかわ冬のホタル
（町内の有志の方がボランティアで自宅をイルミネーションで飾る。かみかわ冬の蛍は「発電
所のある”電源のまち”から明かりを」をテーマに取り組まれ、電飾は利用電力の少ないＬＥ
Ｄで環境の事も考えられている。）

12月/川上大歳神社くまびき打ち
（年の瀬の行事として継承されている。神社を飾る大きなしめなわを数人がかりで仕上げて
いく）

11月/農業祭り
（農林水産物の展示・即売等を通じ、広く市民に農林水産業や農林水産物に対する理解を
深め、農山漁村の豊かな自然との触れ合いと都市との交流の場を提供する事等を目的とす
るイベント）

11月/福本遺跡まつり（昔の住居の復元）

11月/新野秋の収穫祭
（新野水車の郷にて、秋の収穫を祝うお祭り）

12月/わくわくぶらり市
（寺前駅前活性化のため）
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