
no タイプ 名称 県 市町町
文化財指
定

場所 期間 楽器 採りもの 踊りの特徴 一口ガイド

1 伝統 高島越後盆踊 北海道 後志市 市指定 小樽市高島3丁目高島公園 8月18日～20日
笛　太
鼓

特になし
こうたいじ踊り。現在はゆっくりと
したリズムになっている。

2 伝統 虎杖浜越後盆踊り 北海道 胆振市 市指定 白老郡白老町字虎杖浜 8月14日～16日
横笛・
太鼓・
鉦

楽器を使い、その囃子地歌にあ
わせて踊るもの。太鼓は常に打
ち、踊りは唄の時は穏やかに、横
笛のときは鉦も入りテンポが速く
なる。

年齢は高いが、８０人の男女
が故郷新潟県をしのびなが
ら伝承にもはげんでいる。

3 伝統 正調越後盆踊り 北海道 古平町 なし 8月14日～20日
4 伝統 石狩越後盆踊り 北海道 石狩市 なし 不明

5 伝統 十津川踊り 北海道 新十津川町 なし 新十津川町　役場前駐車場前 9月4日 太鼓

かつては、入植者により全国
各地の盆踊りを踊っていまし
たが、今は北海盆唄のみと
なり、十津川の大踊りなどは
イベント等で踊るのみとなっ
ている。

6 伝統 福島踊り 北海道 旭川市 なし 旭川市東旭川町米原　太田神社境内 8月15日、9月4日
大太鼓
小太鼓
笛　鉦

踊りの仕草は秋の収穫の様子
で、刈って束ねてかけて、などの
意味があるといわれる

明治31年福島県伊達郡大田
村からの団体入植者たちが
故郷をしのび踊りついだも
の。平成14年に踊り里帰りを
実現。

7 伝統 越中盆踊り 北海道 旭川市 なし 東鷹栖 8月

8 伝統 木古内盆踊り（きこない咸臨丸まつり内）北海道 木古内町 なし JR木古内駅付近 8月15～16日 太鼓
津軽地方から移入されたものら
しい

アイヌと一緒に漁労に従事し
たいたころの民謡の中で歌
詞の中に木古内の盆踊りに
ついて記されている

9 伝統 南部盆踊り 北海道 三石町 なし 8月中旬
10 伝統 沼崎念仏鶏舞 青森 東北町 県指定 8月13日

11 伝統 十三の砂山祭り 青森 五所川原市
なし又は
市町村等

十三地区一円 8月14～16日 締太鼓 特になし 砂山踊り

唄に特徴があり、巡礼の御
詠歌に近い唄である。上の
句、下の句にわかれ、下の
句を二度繰り返すのが特徴

12 伝統 黒石よされ 青森 黒石市
なし又は
市町村等

青森県黒石市大字市ノ町 8月15～16日 三味線　鼓　太鼓特になし 誰でも参加できる

13 伝統 ナニャドヤラ（八戸） 青森 八戸市
なし又は
市町村等

青森県八戸市　長根運動公園 7月～9月 なし 特になし ナニャドヤラ

14 伝統 ナニャドヤラ（田子町） 青森 田子町
なし又は
市町村等

青森県三戸郡田子町　町内流し踊り 8月16日 太鼓 特になし 唄・太鼓にあわせて踊る この地方独特の踊り

15 伝統 毛馬内の盆踊り 秋田 鹿角市 国指定 秋田県鹿角市十和田 8月21～23日 太鼓  笛    
16 伝統 西馬音内の盆踊り 秋田 羽後町 国指定 秋田県雄勝郡羽後町 8月16～18日 太鼓  笛 三味線 鼓  
17 伝統 岩崎盆踊り 秋田 湯沢市岩崎 なし 不明
18 伝統 増田盆踊り 秋田 横手市増田 なし 8月16日
19 伝統 田中盆踊り 秋田 横手市平鹿町 なし 不明

20 伝統  一日市盆踊り 秋田 八郎潟町 県指定 秋田県 南秋田郡八郎潟町一日市上丁商店街 8月18日～20日
太鼓
笛

特になし
元気のよい踊り。キタサカ踊り、
ダイダイズク踊り

仮装が踊りのメイン

21 伝統 角間川盆踊り 秋田 大曲市
なし又は
市町村等

秋田県大曲市角間川本通り 8月14日       

22 伝統 長野・東長野ささら 秋田 大仙市 県指定 秋田県大仙市長野　曹渓寺/大仙市豊川　別雷神社 8月13日～8月16日 笛　ビンササラ 三匹の獅子による舞い 祖先の霊・神仏の供養
23 伝統 国見ささら 秋田 大仙市 県指定 不明
24 伝統 白岩ささら 秋田 仙北市 県指定 不明
25 伝統 戸沢ささら 秋田 仙北市 県指定 不明
26 伝統 切石ささら踊 秋田 能代市 県指定 不明

27 伝統 なにやとやら（二戸）／二戸まつり岩手 二戸市
なし又は
市町村等

岩手県二戸市福岡地区 9月7日 太鼓 特になし 手踊り

市内に限らず、岩手県北部、
青森県南部、秋田県北東部
で広く踊られており、振り付
けや拍子、歌が各地域でち
がう。なにゃとやらの由来は
不明である。

28 伝統 安家ナニャトヤラ 岩手 岩泉町
なし又は
市町村等

岩泉地区 8月盆中 太鼓 特になし
拍子の時、下から上にとめるよう
にする

29 伝統 盛岡さんさ踊り 岩手 盛岡市
なし又は
市町村等

岩手県盛岡市中央通り 8月1日～4日
太鼓
笛　鉦

特になし
南禅寺踊りといわれる独特な手
振り。33種類（さんさ）といわれる
ほど数ある

太鼓のたたき手も腹の前に
太鼓をかかえて踊りながらた
たく。

30 伝統
滝沢村さんさ踊り（盛岡さんさ
踊り内で公開）

岩手 滝沢村
なし又は
市町村等

岩手県盛岡市中央通り 8月1日～4日
太鼓
笛　鉦

腰帯　花笠 太鼓を担ぎながら踊る
掛け声踊り「サッコラチョイワ
ヤッセ」＝「幸呼来」「キッキィ
カッコ」＝「青祈栄活呼」

31 伝統 曽山さんさ踊り 岩手 北上市
なし又は
市町村等

岩手県北上市北鬼柳３地割（曽山地区） 8月盆中
太鼓
笛

特になし
盛岡市周辺のさんさ踊りの系譜
をひいている

32 伝統 沢内さんさ盆踊 岩手 西和賀町
なし又は
市町村等

岩手県西和賀町　沢内地区　各集落 8月盆中 太鼓　笛特になし
太鼓を先頭にして円になる、手踊
り

33 伝統 種市ナニャドヤラ 岩手 洋野町
なし又は
市町村等

種市駅前広場 8月5日 太鼓 特になし
起源は諸説あるが、日本最
古ともいわれている

34 伝統 ナニャドヤラ（軽米町） 岩手 軽米町
なし又は
市町村等

軽米町中心商店街 8月5日 太鼓

35 伝統 北奥羽ﾅﾆｬﾄﾞﾔﾗ大会 岩手 洋野町
なし又は
市町村等

岩手県九戸郡大野村 8月18日   
北奥羽圏域の各地で歌詞、踊り
が違う

大会は今回で、第十五回を
迎える。踊り手が1000人超。
観衆は8000人超える。

36 伝統 遠野まぬけ節 岩手 遠野市
なし又は
市町村等

岩手県遠野市駅前通り 8月4日 三味線
覚えやすい踊り。江戸時代発生
の盆踊り

覚えやすい踊りで飛び入りも
できる。遠野城下を沸かせた
ユニークな盆踊りが起源。服
装自由。仮装あり。浴衣あ
り、着ぐるみあり。
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37 伝統 山形花笠まつり 山形 山形市
なし又は
市町村等

山形県山形市七日町 8月05日～7日 太鼓 花笠
花笠踊り（薫風最上川・・女踊り、
蔵王暁光・・男踊り）

正調花坐作踊りが基本だ
が、花笠をもっていれば自分
たちの踊りで構わない。

38 伝統 堀内盆踊り 山形 舟形町 町指定 8月13日
39 伝統 高峰　念仏踊り 山形 飯豊町 町指定 中断
40 伝統 椿念仏踊り 山形 飯豊町 町指定 8月14日
41 伝統 合海盆踊り 山形 大蔵村 なし 8月16日
42 伝統 西川町盆踊り 山形 西川町 なし 8月15日
43 伝統 東根市盆踊り 山形 東根市 なし 8月15日
44 伝統 町岩地区盆踊り 山形 小国町 なし -
45 伝統 大山いざやまき 山形 鶴岡市 なし 保存のみ
46 伝統 櫛引町盆踊り 山形 櫛引町 なし 8月14日
47 伝統 高畠念仏踊り 山形 高畑町 なし 不明
48 伝統 遠刈田盆踊り 宮城 蔵王町 なし 8月15日

49 伝統 南須釜の念仏踊り 福島 玉川村 国選択 東福寺境内（福島県玉川村大字南須釜字久保宿70番地） 8月14日 笛   扇 綾竹

たち踊り・座踊りがある。春は振
袖、夏は浴衣衣装に花笠をかぶ
り、たすき・脚絆・手ざしをかけて
踊る。

踊り子は、南須釜地区の小
学生の少女10名程度で、あ
どけなさの残る少女たちによ
る踊りは、見るものを惹きつ
けて離さない不思議な魅力
にあふれています。

50 伝統 会津流しかんしょ踊り 福島 会津若松市 なし 福島県会津若松市　大町通り 8月4日   民俗的なナンバの踊り

51 伝統 相馬の盆踊り 福島 相馬市 なし 福島県相馬市田町通り、馬陵通り 8月13日,14日 太鼓  尺八特になし
相馬盆唄（櫓を中心に輪になり左
廻りに踊る）

52 伝統 三春の盆踊り 福島 三春市 市指定 福島県田村郡三春町字大町地区 8月15日,16日
太鼓 鉦
笛

特になし

53 伝統 田人の念仏太鼓 福島 いわき市 市指定 8月盆中

54 伝統 空也念仏踊り 福島 会津若松市 県指定 福島県会津若松市冬木沢 8月5日 なし ひょうたん　鉦　太鼓
踊り手8人が演目８つを行う（１番
こうげ～７　歓喜踊躍和讃、８士
念仏まで）

S47　4月福島県重要無形民
俗文化財に指定され、年に
一度お墓の前に奉納される
念仏踊りでにぎやかなものと
は違う。

55 伝統 竹貫盆踊り 福島 古殿町 町指定 福島県川郡古殿町大字竹貫　竹貫区民グランド 8月15日 太鼓
大太鼓と小太鼓と笛の組み
合わせのにぎやかな盆踊り

56 伝統 長沼盆踊り 福島 長沼町 町指定 不明
57 伝統 馬場平のジャンガラ念仏 福島 古殿町 町指定 不明
58 伝統 上羽出庭じゃんがら念佛 福島 小野町 町指定 8月13日～15日
59 伝統 駒形じゃんがら念仏踊り 福島 平田村 村指定 不明
60 伝統 永田観音盆踊り 福島 平田村 村指定 不明
61 伝統 長者原じゃんがら念仏太鼓踊り福島 大熊町 町指定 不明
62 伝統 山田のじゃんがら念仏踊り 福島 双葉町 なし 8月14日
63 伝統 石熊のじゃんがら念仏踊り 福島 双葉町 なし 8月14日
64 伝統 大谷のじゃんがら念仏踊り 福島 楢葉町 なし 8月13日、14日

65 伝統 じゃんがら念仏踊 福島 いわき市 市指定 福島県いわき市内一円 8月盆中
太鼓
鉦

太鼓　鉦
念仏を口々に唱えながら、太鼓・
鉦を打ち鳴らして踊躍する踊り

踊りはひと流れ20分位。鼓を
中心に10人前後の鉦を打つ
者がまわりを囲み後ずさりし
ながら踊る

66 伝統 上三坂のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 三和町 8月13日、16日、19日
67 伝統 中三坂のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 三和町 8月13日、16日

68 伝統
下三坂共進会のじゃんがら念
仏踊り

福島 いわき市 なし 三和町 8月13日、16日

69 伝統
下三坂若連会のじゃんがら念
仏踊り

福島 いわき市 なし 三和町 8月13日～15日

70 伝統 上永井のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 三和町 7月23日、8月14日、23日
71 伝統 下永井のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 三和町 8月13日～15日、23日
72 伝統 沢渡のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 三和町 8月09日、13日

73 伝統
楢木・峠平のじゃんがら念仏
踊り

福島 いわき市 なし 三和町 7月27日、8月16日

74 伝統 渡戸のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 三和町 8月13日、14日、17日
75 伝統 浮矢のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 三和町 8月13日、16日
76 伝統 合戸のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 三和町 8月13日
77 伝統 成沢・入藪のじゃんがら念仏踊り福島 いわき市 なし 好間町 7月29日、8月13、14日
78 伝統 江田のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 小川町 8月13日～15日
79 伝統 横川のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 小川町 8月13日、14日
80 伝統 高崎・片右田のじゃんがら念仏踊り福島 いわき市 なし 小川町 8月13、14日、22日
81 伝統 塩田のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 小川町 8月13、14日
82 伝統 福岡のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 小川町 8月13、14日
83 伝統 本郷のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 小川町 8月13、14日
84 伝統 桐ヶ岡のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 小川町 8月13、14日
85 伝統 柴原のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 小川町 8月13～15日
86 伝統 上平のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 小川町 8月07日,6、14,16日

87 伝統
上平子ども会のじゃんがら念
仏踊り

福島 いわき市 なし 小川町 8月07日,6、14,16日

88 伝統 高萩のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 小川町 8月13～15日

89 伝統
小玉学校のじゃんがら念仏踊
り

福島 いわき市 なし 小川町 7月25、30日、8月07日

90 伝統 館のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 小川町 8月13～15日、31日
91 伝統 三島のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 小川町 8月13、14日
92 伝統 関場のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 小川町 8月13、14日
93 伝統 下小川のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 小川町 8月13、14、18日
94 伝統 駒込のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 四倉町 8月13～15日
95 伝統 八茎のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 四倉町 8月1日、盆の間
96 伝統 袖玉山のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 四倉町 7月19日、8月13～15日
97 伝統 玉山のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 四倉町 8月13、16、23日
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98 伝統 長友のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 四倉町 8月13～15、23日
99 伝統 戸田のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 四倉町 7月第一日曜、8月13,14日

100 伝統 田戸のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 四倉町 8月27日
101 伝統 上仁井田のじゃんがら念仏踊り福島 いわき市 なし 四倉町 8月13日
102 伝統 下仁井田のじゃんがら念仏踊り福島 いわき市 なし 四倉町 不明
103 伝統 大森のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 四倉町 不明
104 伝統 細谷のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 四倉町 不明
105 伝統 大利のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 好間大利 8月14日
106 伝統 金剛院のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 好間町 8月13～14日
107 伝統 権現堂・仲組のじゃんがら念仏踊り福島 いわき市 なし 好間町 7月29日、8月14、15日
108 伝統 久保のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 好間町 8月14日、旧暦8月20日
109 伝統 隅田川子ども会のじゃんがら念仏踊り福島 いわき市 なし 好間町 8月13日、15日
110 伝統 上組のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 好間町 8月14日
111 伝統 好間一小のじゃんがら念仏踊り福島 いわき市 なし 好間町 5月、11月
112 伝統 中好間のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 好間町 不明
113 伝統 小谷作のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 好間町 8月13～15日
114 伝統 愛谷のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 好間町 8月13,14日
115 伝統 下好間のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 好間町 8月14、21日
116 伝統 上平窪のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 不明
117 伝統 中平窪のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月14、15日
118 伝統 下平窪のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13,14日
119 伝統 馬目のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 7月最終土曜日、8月13日
120 伝統 泉崎のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13,14、23日
121 伝統 下神谷のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13、14日
122 伝統 赤沼のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13,14、23日
123 伝統 六十枚のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13～15日
124 伝統 山崎のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 7月最終土曜日、8月13、14日
125 伝統 菅波のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13～15日
126 伝統 荒田目のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 7月第二土曜日、8月13、14日
127 伝統 上大越のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 7月23日、8月13、14日
128 伝統 下大越のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13、14、17日
129 伝統 藤間のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13、14、23、29日
130 伝統 南白土のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月14、15日
131 伝統 上荒川のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13～15、17、23日
132 伝統 下荒川のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13～15日
133 伝統 中山のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13～16日
134 伝統 上高久のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 7月14日、8月13～15日
135 伝統 山口のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 7月最終日曜日、8月13～14日
136 伝統 馬場のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13～14、18、23日
137 伝統 川和久のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13～14、19、23日
138 伝統 原のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13,14日
139 伝統 神谷作のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平　 8月13、14、17、24日
140 伝統 高野のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 内郷 8月06日、13、14日
141 伝統 白水のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 内郷 8月05日、12、13、20日
142 伝統 宮のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 内郷 8月13、14日
143 伝統 内町のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 内郷 8月13、20日
144 伝統 高坂のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 内郷 8月10、13、14日
145 伝統 下綴のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 内郷 8月13、14日
146 伝統 御台境のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 内郷 8月14日
147 伝統 御厩のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 内郷 8月13、14日
148 伝統 小島のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 内郷 8月13、14日
149 伝統 入定のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 遠野町 7月16日、8月06日、13～15日
150 伝統 入上・中天のじゃんがら念仏踊り福島 いわき市 なし 遠野町 8月13～16日、28日、9月4日
151 伝統 入下のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 遠野町 7月23日、29日、8月13～15日
152 伝統 東山のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 遠野町 7月16日、8月13～15日
153 伝統 上根本・冷水のじゃんがら念仏踊り福島 いわき市 なし 遠野町 8月07日、13～15日
154 伝統 折松のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 遠野町 7月16日、8月13、15日
155 伝統 下根本のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 遠野町 8月13～15、17、18日
156 伝統 大平のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 遠野町 8月13～15、17、23日
157 伝統 根岸のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 遠野町 8月13、14、16、19日
158 伝統 深山田のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 遠野町 6月16日、8月13、14日
159 伝統 上遠野のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 遠野町 8月06日、14～16、20日
160 伝統 上滝のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 遠野町 8月03日、7、13、14、16日
161 伝統 下滝のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 遠野町 8月13、14、16、17、23日
162 伝統 小野田のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 常盤 8月09日、13～15日
163 伝統 水野谷のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 常盤 8月13日
164 伝統 西郷のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 常盤 8月12、14日
165 伝統 下矢田のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 鹿島町 8月13～15日
166 伝統 上矢田のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 常盤 8月13、14日
167 伝統 藤原のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 常盤 8月14、15日
168 伝統 上蔵持のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 鹿島町 8月06日、13、14日
169 伝統 久保のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 鹿島町 不明
170 伝統 荷路夫のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 田人町 8月14、15日
171 伝統 黒田のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 田人町 8月13、14、16、27日
172 伝統 入旅人のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 田人町 7月23日、8月１、14日
173 伝統 上山田のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 山田町 7月23日、8月20日
174 伝統 下片寄のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 平 8月06日、13、14日
175 伝統 赤井のじゃんがら念仏踊り 福島 いわき市 なし 赤井田町 8月13～15日
176 伝統 上片寄の花笠踊り 福島 いわき市 なし 平 8月14～16日
177 伝統 中神谷の花笠踊り 福島 いわき市 なし 平 8月13、14日
178 伝統 赤井の花笠踊り 福島 いわき市 なし 平 8月13～15日
179 伝統 鏡石町の盆踊り 福島 鏡石町 なし 8月14日～16日
180 伝統 天栄村の盆踊り 福島 天栄村 なし 8月14日～16日
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181 伝統 浅川盆踊り 福島 浅川町 なし 8月15日～17日
182 伝統 常葉の盆踊り 福島 常葉町 なし 8月15日,16日
183 伝統 白河の盆踊り 福島 白河市 なし 8月14日～16日、20日
184 伝統 西郷村の盆踊り 福島 西郷村 なし 8月14日～16日
185 伝統 中島村の盆踊り 福島 中島村 なし 8月14日～16日
186 伝統 表郷村盆踊り 福島 表郷村 なし 8月14日～16日
187 伝統 釜子の盆踊り 福島 東村 なし 8月14日～16日
188 伝統 大信村盆踊り 福島 大信村 なし 8月14日～16日
189 伝統 泉崎村盆踊り 福島 泉崎村 なし 8月14日～16日
190 伝統 棚倉の盆踊り 福島 棚倉町 なし 8月14日
191 伝統 寺山の盆踊り 福島 棚倉町 なし 8月25日、26日
192 伝統 堤の盆踊り 福島 棚倉町 なし 8月23日、24日
193 伝統 山本不動尊の盆踊り 福島 棚倉町 なし 8月27日
194 伝統 地蔵尊の盆踊り 福島 棚倉町 なし 8月23日、24日
195 伝統 台宿の盆踊り 福島 塙町 なし 8月31日
196 伝統 塙の盆踊り 福島 塙町 なし 8月15日
197 伝統 下関河内の観音盆踊り 福島 矢祭町 なし 8月17日
198 伝統 子育て観音盆踊り 福島 矢祭町 なし 8月15日
199 伝統 石井の盆踊り 福島 矢祭町 なし 旧暦6月24日
200 伝統 田中の地蔵盆踊り 福島 矢祭町 なし 8月24日
201 伝統 富田の盆踊り 福島 鮫川村 なし 旧暦7月31日～8月1日
202 伝統 西山愛宕神社の盆踊り 福島 鮫川村 なし 9月2日
203 伝統 西野の盆踊り 福島 鮫川村 なし 10月1日
204 伝統 熱塩加納村の盆踊り 福島 熱塩加納村 なし 8月10日前後
205 伝統 藤沢・千咲原の盆踊り 福島 山都町 なし 8月14日、9月1日
206 伝統 木曽の盆踊り 福島 山都町 なし 8月15日、16日、24日
207 伝統 広野の盆踊り 福島 山都町 なし 8月16日、25日
208 伝統 一郷の盆踊り 福島 山都町 なし 7月24日
209 伝統 寺内・沼の平の盆踊り 福島 山都町 なし 8月15日
210 伝統 早稲谷・一の木盆踊り 福島 山都町 なし 8月15日
211 伝統 川入・藤巻の盆踊り 福島 山都町 なし 8月15日
212 伝統 沢口の盆踊り 福島 山都町 なし 9月1日
213 伝統 上林の盆踊り 福島 山都町 なし 9月8日
214 伝統 西羽賀の盆踊り 福島 高郷村 なし 9月08日、9日
215 伝統 萩野の盆踊り 福島 高郷村 なし 9月15日、16日
216 伝統 夏井の盆踊り 福島 高郷村 なし 9月08日、9日
217 伝統 川井の盆踊り 福島 高郷村 なし 9月08日、9日
218 伝統 野沢の草刈踊り・甚句踊り 福島 西会津町 なし 8月16日
219 伝統 牛沢甚句 福島 会津坂下町 なし 9月9日
220 伝統 坂下の盆踊り 福島 会津坂下町 なし 8月15日～17日
221 伝統 青津甚句 福島 会津坂下町 なし 8月14日
222 伝統 郷戸の盆踊り 福島 柳津町 なし 8月20日
223 伝統 藤の盆踊り 福島 柳津町 なし 8月15日
224 伝統 砂子原の盆踊り 福島 柳津町 なし 8月15日、16日
225 伝統 黒沢・冑中の盆踊り 福島 柳津町 なし 9月15日、16日
226 伝統 鴇巣の盆踊り 福島 南郷村 なし 8月14日
227 伝統 和泉田の盆踊り 福島 南郷村 なし 8月14日～15日
228 伝統 山口の盆踊り 福島 南郷村 なし 8月14日
229 伝統 只見町の盆踊り 福島 只見町 なし 8月14日～16日
230 伝統 下津島の盆踊り 福島 浪江町 なし 8月13日～16日
231 伝統 津島の盆踊り 福島 浪江町 なし 8月13日～16日
232 伝統 笠踊り 福島 楢葉町 なし 8月13日、14日
233 伝統 築地の盆踊り 福島 広野町 なし 8月
234 伝統 上原の盆踊り 福島 広野町 なし 8月14日
235 伝統 大平の盆踊り 福島 広野町 なし 8月14日

236 伝統 大の阪 新潟 魚沼市 国指定 新潟県魚沼市堀之内地区（八幡宮境内） 8月14日～16日 太鼓　笛特になし

哀愁を帯びた笛、太鼓の音と静
かな踊りは先祖への供養に通
じ、右廻りの踊りで別名念仏踊り
ともいわれている

江戸時代上方から伝えられ
たといわれ、国の重要無形
民俗文化財に指定

237 伝統 豊田音頭 新潟 佐渡市 なし 新潟県佐渡市豊田　大光寺境内 8月15日 鉦　太鼓花たて　地蔵お地蔵さんを背負って踊る
238 伝統 山北町の盆踊り 新潟 山北町 なし 8月13日～20日
239 伝統 猿沢の盆踊り 新潟 朝日町 なし 8月15日
240 伝統 乙の盆踊り 新潟 中条町 なし 8月14日～16日
241 伝統 桃崎浜の盆踊り 新潟 中条町 なし 8月14日～16日
242 伝統 荒井浜の盆踊り 新潟 中条町 なし 8月14日
243 伝統 加治川村の盆踊り 新潟 加治川村 なし 8月14日～15日
244 伝統 藤塚浜の盆踊り 新潟 紫雲寺町 なし 8月16日
245 伝統 二ツ山の盆踊り 新潟 紫雲寺町 なし 8月14日
246 伝統 長島の盆踊り 新潟 紫雲寺町 なし 8月15日

247 伝統 稲荷岡の仮装盆踊り 新潟 紫雲寺町 なし
8月14日～16日
うち1日

248 伝統 上真中の盆踊り 新潟 紫雲寺町 なし 8月23日
249 伝統 太田新田サイサイ踊り 新潟 新発田市 なし 8月14日
250 伝統 西簔口サイサイ踊り 新潟 新発田市 なし 8月15日、16日
251 伝統 小戸の盆踊り 新潟 新発田市 なし 8月14日
252 伝統 大槻の盆踊り 新潟 新発田市 なし 8月17日
253 伝統 新発田市の盆踊り 新潟 新発田市 なし 7月23日～9月1日
254 伝統 次第浜盆踊り 新潟 聖籠町 なし 8月14日、15日
255 伝統 二本松盆踊り 新潟 聖籠町 なし 不明
256 伝統 葛塚盆踊り 新潟 豊栄市 なし 9月5日
257 伝統 笠柳サイサイ踊り 新潟 豊栄市 なし 8月14日
258 伝統 大瀬柳サイサイ踊り 新潟 豊栄市 なし 8月14日
259 伝統 乗回サイサイ踊り 新潟 豊浦町 なし 不定期
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260 伝統 池之端サイサイ 新潟 豊浦町 なし 中断
261 伝統 駒林盆踊り 新潟 京ヶ瀬村 なし 不明
262 伝統 新潟市の盆踊り 新潟 新潟市 なし 盆中
263 伝統 大安寺の盆踊り 新潟 新津市 なし 8月27日、28日
264 伝統 結の盆踊り 新潟 新津市 なし 9月29日、30日
265 伝統 古津の盆踊り 新潟 新津市 なし 8月26日
266 伝統 帛の帯 新潟 五泉市 なし 年2回
267 伝統 分水町の盆踊り 新潟 分水町 なし 盆中
268 伝統 当麻の盆踊り 新潟 鹿瀬町 なし 8月15日
269 伝統 鹿瀬の盆踊り 新潟 鹿瀬町 なし 8月15日
270 伝統 綱木の盆踊り 新潟 三川村 なし 8月14日
271 伝統 津川町の盆踊り 新潟 津川町 なし 8月17日・18日
272 伝統 八田蟹の盆踊り 新潟 上川村 なし 8月15日
273 伝統 天神林の鈴踊 新潟 加茂市 なし 中断
274 伝統 三条市の盆踊り 新潟 三条市 なし 8月1日～17日
275 伝統 野積の盆踊り 新潟 寺泊町 なし 芸能祭
276 伝統 西谷の盆踊り 新潟 越路町 なし 8月14日
277 伝統 長岡市の盆踊り 新潟 長岡市 なし 盆中
278 伝統 山古志村の盆踊り 新潟 山古志村 なし 8月15日、16日
279 伝統 真人の大の釈迦踊り 新潟 小千谷市 なし 8月17日
280 伝統 西川口の盆踊り 新潟 川口町 なし 8月
281 伝統 堀の内の盆踊り 新潟 堀の内町 なし 8月10日～末
282 伝統 十日町の盆踊り 新潟 小出町 なし 8月31日～9月1日
283 伝統 干溝の盆踊り 新潟 干溝 なし 8月26日・27日
284 伝統 芹田の甚句踊り 新潟 大和町 なし 8月15日
285 伝統 宮本祇園囃 新潟 塩沢町 なし 盆中
286 伝統 湯沢町の盆踊り 新潟 湯沢町 なし 8月13日
287 伝統 川西町の盆踊り 新潟 川西町 なし 8月13日～14日
288 伝統 中条の大の坂 新潟 十日町市 なし 8月12日～17日
289 伝統 新保広大寺節 新潟 十日町市 なし 不定期
290 伝統 二田の盆踊り 新潟 西山町 なし 8月15日
291 伝統 南鯖石のおいな 新潟 柏崎市 なし 8月15日
292 伝統 柏崎市の盆踊り 新潟 柏崎市 なし 8月15日～17日
293 伝統 千谷沢の三階節 新潟 小国町 なし 8月14日、15日
294 伝統 苔野島のおいな 新潟 小国町 なし 不定期
295 伝統 門出のしげさ 新潟 高柳町 なし 8月16日
296 伝統 高柳の甚句 新潟 高柳町 なし 8月15日
297 伝統 高柳の三階節 新潟 高柳町 なし 8月15日
298 伝統 大島村の盆踊り 新潟 大島村 なし 8月14日～16日
299 伝統 馬正面の十三夜 新潟 柿崎町 なし 盆中
300 伝統 柿崎のしげさ 新潟 柿崎町 なし 盆中
301 伝統 上下浜のしげさ 新潟 柿崎町 なし 8月14日
302 伝統 西野島の十三夜 新潟 吉川町 なし 8月18日
303 伝統 潟町の米大舟 新潟 大潟町 なし 9月14日・15日
304 伝統 土底浜の米大舟 新潟 大潟町 なし 8月22日～24日
305 伝統 潟町の八社五社 新潟 大潟町 なし 4月28日、10月16日
306 伝統 上曽根の八社五社 新潟 上越市 なし 8月15日
307 伝統 夷浜の米大舟 新潟 上越市 なし 8月20日
308 伝統 三ツ橋新田の古けい詞 新潟 上越市 なし 不定期
309 伝統 西野谷の盆踊り 新潟 新井市 なし 8月16日
310 伝統 平丸の盆踊り 新潟 新井市 ない 盆中
311 伝統 猿橋の盆踊り 新潟 新井市 ない 盆中
312 伝統 長沢の盆踊り 新潟 新井市 ない 8月15日・16日
313 伝統 小出雲の盆踊り 新潟 新井市 ない 中断
314 伝統 上小沢の盆踊り 新潟 新井市 ない 中断
315 伝統 井ノ口古代詞 新潟 三和村 ない 8月15日
316 伝統 梨平古代詞 新潟 清里村 ない 8月17日
317 伝統 関田こうだいじ 新潟 板倉町 ない 8月18日
318 伝統 高野しげさ踊り 新潟 板倉町 ない 8月16日
319 伝統 大鹿の盆踊り 新潟 妙高村 ない 8月14日～16日
320 伝統 関山の盆踊り 新潟 妙高村 ない 盆中
321 伝統 豊葦の盆踊り 新潟 妙高村 ない 中断
322 伝統 妙高高原町の盆踊り 新潟 妙高高原町 ない 不定期
323 伝統 不動の盆踊り 新潟 名立町 ない 不定期
324 伝統 仙納おけさ 新潟 能生町 ない 不定期
325 伝統 木蓮尊者の一代記 新潟 能生町 ない 8月14日、16日
326 伝統 小泊いたこ 新潟 能生町 ない 不定期
327 伝統 能生の米大舟 新潟 能生町 ない 不定期
328 伝統 能生のヨーホイ踊り 新潟 能生町 ない 盆中
329 伝統 根知のヨーホイ踊り 新潟 糸魚川市 ない 8月15日・16日
330 伝統 糸魚川のヨーホイ踊り 新潟 糸魚川市 ない 8月14日・15日
331 伝統 浦本の盆踊り 新潟 糸魚川市 ない 8月14日・15日
332 伝統 小滝の盆踊り 新潟 糸魚川市 ない 8月
333 伝統 大和川の盆踊り 新潟 糸魚川市 ない 8月14日～16日
334 伝統 早川の盆踊り 新潟 糸魚川市 ない 8月15日
335 伝統 相川町の盆踊り 新潟 相川町 ない 不定期
336 伝統 山田の盆踊り 新潟 赤泊村 ない 8月13日～15日
337 伝統 小木町の盆踊り 新潟 小木町 ない 8月14日～16日
338 伝統 琴浦の盆踊り 新潟 小木町 ない 8月14日～16日
339 伝統 宿根木の盆踊り 新潟 小木町 ない 8月13日～17日
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340 伝統 日光和楽踊 栃木 日光市 なし 栃木県日光市 8月3日  花笠

由来は大正２年、民間工場
として前例のない大正天皇・
皇后のご視察をうけ、その大
任を果した所員の祝賀の席
で自然発生的に歌い踊られ
たものが現在に至る

341 伝統 茂木町山内上組の百堂念仏 栃木 茂木町 町指定 栃木県芳賀郡茂木町（山内上組公民館） 8月13日,15日
笛　太
鼓　ﾋﾞﾝ
ｻﾞｻﾗ

扇　すりこ
ぎ棒　花笠

獅子舞と念仏踊をあわせた異色
芸能である

二頭獅子舞は中世期のもの
で８５０年の伝統を誇る

342 伝統 大杉神田踊り 栃木 粟野町 なし 8月16日
343 伝統 富田節 栃木 大平町 なし 不定期
344 伝統 上塩原源太踊り 栃木 塩原町 なし 9月17日
345 伝統 八木節 栃木 足利市 なし 不定期
346 伝統 沢入盆踊り 群馬 みどり市 なし 群馬県みどり市　旧沢入小学校 8月14日 太鼓・笛・鼓 八木節
347 伝統 中善地の盆踊り 群馬 箕郷町 町指定 不明
348 伝統 上青梨子の盆踊り 群馬 前橋市 なし 11月
349 伝統 満呂木の盆踊り 群馬 赤城村 村指定 8月13、14、15日
350 伝統 群馬 なし 不明
351 伝統 群馬 なし 不明
352 伝統 真家みたま踊り 茨城 石岡市 国選択 茨城県石岡市真家273　福寿院 8月15日

太鼓
笛  び

太鼓・笛・
びんささら

御詠歌を歌う。念仏踊り
先祖を供養するおどり（一般
的に言われるにぎやかな盆

353 伝統 古河甚句（古河盆踊り大会） 茨城 古河市 なし 茨城県古河市中田　古河市立古河第四小学校 8月14日～15日

太鼓
スリ金
タル
鼓

特になし

祖先は新保広大寺節の流れ
で270年の歴史がある。元唄
は中田盆踊りであるが昭和
38年に多少の編曲をし、古
河甚句と改めた。

354 伝統
枕河盆踊り（古河盆踊り大
会）

茨城 古河市 なし 茨城県古河市 8月14日～15日   

355 伝統 八木節源太踊り 茨城 七会村　 村指定 7月28日
356 伝統 大津のじゃんがら念仏 茨城 北茨城市大津 なし 8月13日～15日

357 伝統 秩父音頭（秩父音頭まつり） 埼玉 皆野町 なし 埼玉県秩父郡皆野町　商店街　まつり広場 8月14日
小太鼓
笛　鉦
大太鼓

特になし
養蚕や農耕の仕種などがとりい
れられている

秩父音頭発祥の町

358 伝統 下川崎石投げ踊り 埼玉 幸手市 市指定 不明
359 伝統 境石投踊り並びに笛 埼玉 深谷市 市指定 不明

360 伝統
やっぺ踊り（銚子みなとまつり
やっぺ踊り大会）

千葉 銚子市 なし 千葉県銚子市双葉町（銚子駅前シンボルロード） 8月7日
太鼓
笛

扇

ウチワの江を手の平で回しなが
ら、ピーヒャラピーヒャラとお囃子
にあわせリズムカルに踊るのが
基本。

やっぺ踊り「やっぺ」は銚子
の方言で「やりましょう」の意

361 伝統 じょうかんよ節 銚子市 なし 銚子市前宿町 8月最終日曜日

362 伝統 八日市場盆踊り 千葉 八日市場市 県指定 千葉県八日市場市本町通り商店街 8月22日  特になし

363 伝統 野田盆踊り 野田市 なし 野田市舟形等 8月上旬

364 伝統
新島の大踊り（先祖踊り・疫
踊り）

東京 新島村 国指定 東京都新島村　長栄寺／岩郷　妙蓮寺 8月14,15日
太鼓
笛

扇
室町時代後期に日本全国で流布
した風流踊りで伊豆新島しかな
い

365 伝統 佃島盆踊り 東京 中央区 国選択 東京都中央区佃1丁目 7月13～15日 太鼓 特になし 全国盆踊りガイド参照
366 伝統 樫立踊り場踊り（八丈島） 東京 八丈町 都指定 不明

367 伝統 瓜生野盆踊り 神奈川 秦野市 市指定 神奈川県秦野市南矢名瓜生野 8月14日 なし
扇　手ぬぐ
い

手踊り、手ぬぐい踊り、扇踊りの
３種類がある

同日に瓜生野百八松明とい
う２～３ｍ程の大松明に燈を
つけ山を駆け下る勇壮な民
俗行事が行われる

368 伝統 遠藤ささら踊り 神奈川 藤沢市 県指定 神奈川県藤沢市遠藤（宝泉寺） 8月16日 太鼓 ささら すり足で踊る

369 伝統 葛原ささら踊り 神奈川 藤沢市 県指定 神奈川県藤沢市葛原（皇子大神） 9月上旬 ささら

370 伝統 長谷ささら踊り 神奈川 厚木市 県指定 不明
371 伝統 綾瀬ささら踊り 神奈川 綾瀬市 県指定 不明
372 伝統 海老名ささら踊り 神奈川 海老名市 県指定 不明
373 伝統 愛甲ささら踊り 神奈川 厚木市 県指定 不明
374 伝統 秦野ささら踊り 神奈川 秦野市 県指定 不明
375 伝統 新野の盆踊り 長野 阿南町 国指定 長野県下伊那郡阿南町 8月14～17日   扇 全国盆踊りガイドを参照
376 伝統 大河内の掛け踊り 長野 天龍村 国選択 長野県下伊那郡天龍村大河内 8月14日,15日,16日       
377 伝統 向方の掛け踊り 長野 天龍村 国選択 不明
378 伝統 坂部の掛け踊り 長野 天龍村 国選択 不明
379 伝統 下栗掛け踊り 長野 飯田市 国選択 不明

380 伝統 和合念仏 長野 阿南町 国選択 長野県下伊那郡阿南町和合 8月13日～16日
笛　太
鼓

ひっちき
ヤッコ

太鼓・カネ・ヒッチキの激しい
リズム。紙のシデをつけ、菅
笠をあｋぶったはだしの踊り
手がとびはね、ダイナミック
に舞う。

381 伝統 売木の盆踊り 長野 売木村 なし 8月15日

382 伝統 内田のささら踊り 長野 松本市 市指定 不明

383 伝統 須賀川の盆じゃもの 長野 山ノ内町 町指定 不明

384 伝統 松本ぼんぼん 長野 松本市 県指定 不明
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385 伝統 野辺の来迎念仏 長野 須坂市 県指定 ※お盆、彼岸、11月

386 伝統 榑木踊り 長野 泰阜村
なし又は
市町村等

8月22日

387 伝統 無生野大念仏 山梨 上野原市 国指定 ※お盆と小正月
388 伝統 奈良田盆踊り 山梨 早川町 なし 不明
389 伝統 四ツ打 山梨 韮崎市 なし 保存のみ？
390 伝統 妻良盆踊り 静岡 南伊豆町 県指定 静岡県南伊豆町 8月15日
391 伝統 徳山の盆踊り 静岡 川根本町 国指定 静岡県篠原群中川根町　徳山　浅間神社 8月15日 太鼓  笛  鉦　拍子木 扇 杖　笠 鹿ん舞、ヒーヤイ踊り、狂言

392 伝統 有東木の盆踊り 静岡 静岡市 国指定 静岡県静岡市有東木　東雲寺 8月14,15日 太鼓  長刀 扇 こきりこ男踊り、女踊りに分かれている

15日の最後に送りだしと称
する、先祖の送りがある。踊
りの途中にハリガサと呼ぶ
中踊りが登場する

393 伝統 平野の盆踊り 静岡 静岡市 国選択 静岡県静岡市平野　少林寺 8月14日 太鼓  長刀 扇 ささら男踊り、女踊りに分かれている
394 伝統 大代大念仏 静岡 静岡市 なし 不明
395 伝統 呉松の大念仏 静岡 浜松市 県指定 不明
396 伝統 滝沢の放歌踊り 静岡 浜松市 県指定 不明
397 伝統 西浦の念仏踊り 静岡 浜松市 県指定 不明
398 伝統 水窪念仏踊り・盆踊り（長生） 静岡 浜松市 県指定 不明
399 伝統 水窪念仏踊り・盆踊り（小畑） 静岡 浜松市 県指定 不明
400 伝統 水窪念仏踊り・盆踊り（神原） 静岡 浜松市 県指定 不明
401 伝統 水窪念仏踊り・盆踊り（本町） 静岡 浜松市 県指定 不明
402 伝統 水窪念仏踊り・盆踊り（向市場）静岡 浜松市 県指定 不明
403 伝統 水窪念仏踊り・盆踊り（上村） 静岡 浜松市 県指定 不明
404 伝統 水窪念仏踊り・盆踊り（向島） 静岡 浜松市 県指定 不明
405 伝統 水窪念仏踊り・盆踊り（滝戸） 静岡 浜松市 県指定 不明
406 伝統 水窪念仏踊り・盆踊り（大野） 静岡 浜松市 県指定 不明
407 伝統 水窪念仏踊り・盆踊り（草木） 静岡 浜松市 県指定 不明
408 伝統 水窪念仏踊り・盆踊り（大嵐） 静岡 浜松市 県指定 不明
409 伝統 水窪念仏踊り・盆踊り（地双） 静岡 浜松市 県指定 不明
410 伝統 水窪念仏踊り・盆踊り（有本） 静岡 浜松市 県指定 不明
411 伝統 遠州大念仏（熊平） 静岡 浜松市 市指定 不明
412 伝統 遠州大念仏（柴） 静岡 浜松市 市指定 不明
413 伝統 遠州大念仏（阿寺） 静岡 浜松市 市指定 不明
414 伝統 遠州大念仏（懐島） 静岡 浜松市 市指定 不明
415 伝統 遠州大念仏（滝沢） 静岡 浜松市 市指定 不明
416 伝統 遠州大念仏（上島） 静岡 浜松市 市指定 不明
417 伝統 遠州大念仏（大平） 静岡 磐田市 市指定 不明
418 伝統 木原大念仏 静岡 袋井市 市指定 8月13日・14日
419 伝統 おわら風の盆 富山 富山市 なし 富山県富山市 9月1日～3日   

420 伝統 入善　盆音頭 富山 入善町 町指定 富山県入善町内全域 8月13日～16日
太鼓
三味線

羽根曽、口説きは平踊り、残座
はその変形

歌詞は、節まわしを変えて羽
根曽・口説、残座のどちらに
も歌われている

421 伝統 柿沢の盆踊り 富山 上市町 なし 旧柿沢小学校 8月10日
422 伝統 四谷尾の盆踊り 富山 立山町 なし 神明社境内 8月14日
423 伝統 稲荷神社の盆踊り 富山 立山町 なし 稲荷神社境内 8月24日
424 伝統 婦中町盆踊り 富山 婦中町 なし 8月14日 ヤンサ踊り
425 伝統 広田村盆踊り 富山 富山市 なし 三川神社 8月13日
426 伝統 新庄町盆踊り 富山 富山市 なし 8月15日～17日
427 伝統 大島町盆踊り 富山 大島町 なし 8月15日二年に一度
428 伝統 奈呉盆踊り 富山 新湊市 なし 小川おさん古跡前 7月13日～16日
429 伝統 片口盆踊り 富山 新湊市 なし 8月15日～17日
430 伝統 七美盆踊り 富山 新湊市 なし 8月13日
431 伝統 本江盆踊り 富山 新湊市 なし 9月1日
432 伝統 中田盆踊り 富山 高岡市 なし 8月14日、15日
433 伝統 立野盆踊り 富山 高岡市 なし 8月29日
434 伝統 能美村盆踊り 富山 城瑞町 なし 北野天満宮 8月25日

435 伝統 船津の盆踊り 岐阜 飛騨市 県指定 岐阜県飛騨市 8月14日～15日 太鼓 特になし

曲・踊りのテンポは遅く、振りは
江戸末期に歌舞伎役者によっ
て、多少手直しされたと伝えられ
るが、動作は腰よりうえのみの大
ぶりなもので古い形を残している

起源は明らかでないが、はじ
めは叙事詩的な長文を単純
な節で歌ったと伝わる。それ
が江戸中期より短い単独の
歌詞がうまれ、この地ゆかり
の様々なものが歌いこまれ
ている。歌詞は繰り返しに独
特の妙味がある。

436 伝統 郡上踊り 岐阜 郡上市 国指定 岐阜県郡上郡八幡町 7月14日～9月08日

太鼓
笛 三味
線 拍子
木

  全国盆踊りガイドを参照

437 伝統 広瀬の盆踊り 岐阜 高山市 なし 岐阜県高山市国府町広瀬町各地区 8月13日  

438 伝統 白鳥踊り 岐阜 郡上市 なし 岐阜県郡上市 7月21日～9月22日   全国盆踊りガイドを参照
439 伝統 ※白鳥拝殿踊り 岐阜 郡上市 国選択 岐阜県郡上市 不明

440 伝統 大須の盆踊り 岐阜 本巣市 なし 岐阜県本巣市根尾下大須　福寿寺 8月盆中
随時大踊りが入る。踊りに笛を吹
き、鉦太鼓をうち、扇をもって踊る

身体のこなし、手振りが古式
のままで中世囃子物の色彩
を色濃く残している

441 伝統 三倉太鼓踊り 岐阜 久瀬村 県指定 不明
442 伝統 大須盆踊り 岐阜 本巣町 町指定 不明
443 伝統 石徹白の盆踊り 岐阜 郡上市 市指定 不明

444 伝統 綾渡の夜念仏・盆踊り 愛知 豊田市 国指定 愛知県豊田市綾渡町奥・平勝寺境内 8月10,15日 なし  扇 
10曲の唄が伝えられている。扇
子を使用する唄としない唄があ
る。

楽器を使わず音頭とりの歌う
唄にあわせて下駄の足拍子
だけで踊る素朴な踊り

445 伝統 阿蔵はねこみ 愛知 豊田市 なし 8月14日



no タイプ 名称 県 市町町
文化財指
定

場所 期間 楽器 採りもの 踊りの特徴 一口ガイド

446 伝統 田峯の念仏踊り 愛知 設楽町 県指定 愛知県北設楽郡設楽町田峯　田峯観音 8月17日
笛　鉦
太鼓

扇
手踊りの後、勇壮なはね込みが
行われ、念仏衆が精霊を送り盆
行事が終わる

447 伝統 塩津はねこみ 愛知 設楽町 なし 愛知県北設楽郡設楽町塩津　薬師堂（13日）諏訪神社（16日） 8月13日、16日  

448 伝統 栗島はねこみ 愛知 設楽町 なし 愛知県北設楽郡設楽町栗島　公会堂 8月14日   
449 伝統 田口本町はねこみ 愛知 設楽町 なし 愛知県北設楽郡設楽町本町　福田寺 8月14日、15日  
450 伝統 神田はねこみ 愛知 設楽町 なし 愛知県北設楽郡設楽町神田　明神山東泉寺 8月15日   
451 伝統 平山はねこみ 愛知 設楽町 なし 愛知県北設楽郡設楽町栗島　平山　集会場 8月14日   
452 伝統 清崎はねこみ 愛知 設楽町 なし 8月14日
453 伝統 小代はねこみ 愛知 設楽町 なし 8月14日、15日
454 伝統 津具の盆踊り 愛知 設楽町 なし 愛知県北設楽郡設楽町津具字下川原5-1 8月14日～16日 太鼓
455 伝統 古戸念仏踊り・盆踊り 愛知 東栄町 なし 8月14日
456 伝統 粟代念仏踊り 愛知 東栄町 なし 8月14日
457 伝統 足込念仏踊り 愛知 東栄町 なし 8月15日、8月16日
458 伝統 月念仏踊り 愛知 東栄町 なし 8月13日
459 伝統 柿野念仏踊り 愛知 東栄町 なし 8月1日、4日
460 伝統 三瀬念仏踊り 愛知 東栄町 なし ８月1,７,13,15日
461 伝統 本郷の盆踊り 愛知 東栄町 なし 不明
462 伝統 下田の盆踊り 愛知 東栄町 なし 不明
463 伝統 三輪の盆踊り 愛知 東栄町 なし 不明
464 伝統 黒瀬の大念仏 愛知 新城市 なし 8月14日
465 伝統 田代の念仏放下 愛知 新城市 なし 8月14日～16日
466 伝統 岩波の念仏踊り 愛知 新城市 なし 不明
467 伝統 粟世（あわよ）念仏踊り 愛知 豊根村 なし 8月16日
468 伝統 川宇連（かわうれ）念仏踊り 愛知 豊根村 なし 8月16日
469 伝統 牧舟（まきふね）念仏踊り 愛知 豊根村 なし 8月16日
470 伝統 山内（やまうち）念仏踊り 愛知 豊根村 なし 8月14日
471 伝統 大沢念仏踊り 愛知 豊根村 なし 8月16日

472 伝統 布里ほうか 愛知 新城市 国選択 愛知県新城市布里　御堂橋や普賢院 8月15日 篠笛 扇、太鼓

「ほうか」の源流は、浄土教の源
信僧都とされ、その後、空也、一
遍などを経て、さらに工夫を重ね
られた踊り念仏が、今日当地方
に伝承されている「ほうか」であ
る。

473 伝統 一色ほうか　 愛知 新城市 国選択 愛知県新城市一色　洞泉寺 8月14日 篠笛 扇、太鼓 　
474 伝統 塩瀬ほうか 愛知 新城市 国選択 愛知県新城市塩瀬　高月寺 8月15日 篠笛 扇、太鼓
475 伝統 名号ほうか 愛知 新城市 国選択 愛知県新城市名号　石雲寺 8月14日 篠笛 扇、太鼓
476 伝統 源氏のほうか 愛知 新城市 国選択 不明
477 伝統 大海の放下 愛知 新城市 国選択 愛知県新城市大海地区 8月15日 太鼓　鉦　笛

478 伝統 信玄原火おんどり 愛知 新城市 県指定 愛知県新城市信原塚一帯 8月15日
太鼓
鉦　笛

479 伝統 身平橋はねこみ 愛知 新城市 市指定 不明
480 伝統 方瀬・真菰はねこみ 愛知 新城市 市指定 不明

481 伝統 珠洲ちょんがり 石川 珠洲市
なし又は
市町村等

石川県珠洲市飯田町 8月6日 太鼓　鉦　拍子木
早口軽妙で数え唄、何々づくしと
いう即興が中心

市指定無形文化財

482 伝統 砂取節 石川 珠洲市
なし又は
市町村等

石川県珠洲市馬緤町 8月13日 擬音 特になし 情感あふれる製塩作業歌 件指定無形民俗文化財

483 伝統 八田さかた踊り 石川 金沢市
なし又は
市町村等

石川県金沢市八田町東1356　八田町農民ふれあい広場 8月15日 笛　太鼓傘　しゃもじ　手ぬぐい踊りや約１２種類

484 伝統 三夜踊り 石川 輪島市
なし又は
市町村等

石川県輪島市二ツ屋町　三角州広場予定 8月14日～16日
太鼓
三味線
笛

特になし 名称三夜踊り 三日三晩踊る

485 伝統 二俣いやさか踊り 石川 金沢市 県指定 不明
486 伝統 桑島盆踊り 石川 白峰村 なし 8月14日
487 伝統 深瀬盆祭り 石川 尾口村 なし 9月08日～10日
488 伝統 美川町盆踊り 石川 美川町 なし 7月13日～20日
489 伝統 徳光盆踊り 石川 松任市 なし 8月14日・15日
490 伝統 一木盆踊り 石川 松任市 なし 8月12日
491 伝統 笠間盆踊り 石川 松任市 なし 8月第一土曜日
492 伝統 石立盆踊り 石川 松任市 なし 8月26日
493 伝統 松本盆踊り 石川 松任市 なし 8月14日
494 伝統 野々市町盆踊り 石川 野々市町 なし 8月上旬
495 伝統 内灘町盆踊り 石川 内灘町 なし 8月15日・16日
496 伝統 ちょんがり音頭 石川 津幡町 なし 8月14日・15日・24日
497 伝統 田鶴浜町地蔵盆踊り 石川 田鶴浜町 なし 8月18日、20日

498 伝統 キリコ祭り※ 石川 穴水町 なし 8月17日・18日
神輿とともに移動。エビス堂と浜
で乱舞。

499 伝統 今庄羽根曽踊り 福井 南条町 県指定 福井県南条町北国街道、JR今庄駅前 8月盆中 なし 鈴

テンポは緩やか。近世の時代風
俗で踊る宿場の盆踊り。日本舞
踊のような手振り、足さばきがあ
る。

音頭1人につき、手音頭数人
によるもので鈴以外の鳴り
物は一切ない

500 伝統 上中の六斎念仏 福井 若狭町 国選択 不明
501 伝統 舟寄踊 福井 坂井市 県指定 不明
502 伝統 シテナ踊り 福井 若狭町 県指定 不明
503 伝統 奈胡の六斎念仏 福井 小浜市 県指定 不明
504 伝統 六斎念仏（瓜生 福井 若狭町 県指定 不明
505 伝統 奥窪谷の六斎念仏 福井 小浜市 県指定 不明
506 伝統 六斎念仏（父子） 福井 あおい町 県指定 不明
507 伝統 六斎念仏（鹿野） 福井 あおい町 県指定 不明
508 伝統 本郷踊り 福井 大飯町 県指定 不明
509 伝統 太鼓踊り 福井 敦賀市 県指定 不明
510 伝統 扇踊り 福井 大野市 県指定 不明



no タイプ 名称 県 市町町
文化財指
定
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511 伝統 平家踊り 福井 大野市 県指定 不明
512 伝統 神子踊り 福井 大野市 県指定 不明
513 伝統 奥窪谷の六斎念仏 福井 小浜市 県指定 不明
514 伝統 聖徳まつり（江州音頭総踊り） 滋賀 八日市 なし又は 滋賀県八日市緑町 7月28日 特になし

515 伝統 甲賀鼓踊 滋賀 甲賀市 県指定 滋賀県甲賀市 8月13日
羯鼓
小鼓
笛

台傘　高張
提灯

新仏供養

516 伝統 真野六斎念仏 滋賀 大津市 県指定 不明
517 伝統 栗原の太鼓念仏 滋賀 大津市 県指定 不明
518 伝統 針畑六斎念仏 滋賀 高島市 県指定 不明
519 伝統 延勝寺の太鼓踊り 滋賀 湖北町 県指定 不明
520 伝統 江州音頭 滋賀 県内一帯 なし 不明

521 伝統 嵯峨野六斎念仏 京都 京都市 国指定 京都市右京区嵯峨野宮ノ元町 阿弥陀寺 8月23日、9月06日
太鼓
鉦　笛

さまざまな
道具あり

芸能化した六歳念仏

522 伝統 壬生六斎念仏 京都 京都市 国指定 8月9日
523 伝統 中堂寺六斎念仏 京都 京都市 国指定 8月9日
524 伝統 上鳥羽六斎念仏 京都 京都市 国指定 8月09日、22日
525 伝統 千本六斎念仏 京都 京都市 国指定 8月15日
526 伝統 西方寺六斎念仏 京都 京都市 国指定 8月16日
527 伝統 中堂寺六斎念仏 京都 京都市 国指定 8月16日
528 伝統 小山郷六斎念仏 京都 京都市 国指定 8月18日、22日
529 伝統 吉祥院六斎念仏 京都 京都市 国指定 8月25日
530 伝統 梅津六斎念仏 京都 京都市 国指定 8月30日
531 伝統 久世六斎念仏 京都 京都市 国指定 8月31日
532 伝統 松ヶ崎題目踊り・さし踊り 京都 京都市 市指定 京都市左京区松ヶ崎涌泉寺 8月16日   法華経にのせる

533 伝統 福知山音頭 京都 福知山市 市指定 京都府福知山市 8月14日～16日,24日～25日 三味線　尺八　太鼓特になし
16手振りからなる、しなやかな踊
りである。遠くは関東、中部地方
からの見学者もある

明智光秀が福知山城築城の
時、領民が石垣用の石をドッ
コイセ、ドッコイセと唄って運
んだのが起源といわれてい
る

534 伝統
上狛の精霊踊（しょうらい踊
り）

京都 木津川町 府選択 不明

535 伝統 鉄仙流白川踊 京都 京都市 市指定 不明
536 伝統 修学院大日踊・紅葉音頭 京都 京都市 市指定 大日盆（8月27日)
537 伝統 市原ハモハ踊り鉄扇 京都 京都市？ 市指定 不明
538 伝統 上高野念仏供養踊 京都 京都市 市指定 8月19日

539 伝統
広河原（ひろがわら）ヤッサコ
サイ

京都 京都市 市指定 8月24日

540 伝統 久多花笠踊 京都 京都市 市指定 8月24日
541 伝統 長岡　盆踊り※ 京都 長岡京市 なし 長岡天満宮 8月25日 江州音頭
542 伝統 奈島盆踊り 京都 城陽市 なし 奈島 9月1日、2日 江州音頭
543 伝統 久世盆踊り 京都 城陽市 なし 久世 8月25日 江州音頭
544 伝統 市辺盆踊り 京都 城陽市 なし 市辺 8月13日 江州音頭
545 伝統 井手盆踊り 京都 井出町 なし 8月16日 江州音頭
546 伝統 宇治田原町盆踊り 京都 宇治田原町 なし 8月23日 江州音頭
547 伝統 精華町盆踊り 京都 精華町 なし 8月盆 江州音頭
548 伝統 丹波音頭 京都 園部町 なし 8月17日
549 伝統 丹波音頭 京都 丹波町 なし 8月02日、9日、23日
550 伝統 丹波音頭 京都 日吉町 なし 8月15日
551 伝統 和賀盆踊り 京都 日吉町 なし 8月14日 浄瑠璃くずしなど
552 伝統 中世木盆踊り 京都 日吉町 なし 8月15日 文七など
553 伝統 山家盆踊り 京都 綾部市 なし 8月13日 浄瑠璃音頭
554 伝統 三和町盆踊り 京都 三和町 なし 8月13日～17日位 福知山音頭、サヨモン音頭
555 伝統 大江町盆踊り 京都 大江町 なし 8月14日、23日 大江山音頭、福知山音頭

556 伝統 岩滝町盆踊り 京都 岩滝町 なし 8月15日、23日、24日
お半長右衛門、鈴木主水、八百
屋お七

557 伝統 やちゃ踊り 京都 網野町 なし 8月14日、15日
558 伝統 中浜盆踊り 京都 丹後町 なし 8月14日、15日
559 伝統 弥栄町盆踊り 京都 弥栄町 なし 8月13日～15日、23日 鈴木主水など

560 伝統 香良洲の宮踊り 三重 津市
なし又は
市町村等

三重県津市　香良洲神社 8月15日 兜、大太鼓
踊り手と一緒になって「かさぼこ」
と呼ばれる御神燈の周りを回り
踊る

豊漁豊作を祈願。「白くじ」
「本くじ」をひき踊りの順番を
決める

561 伝統 ジャジャック踊り 三重 熊野市
なし又は
市町村等

三重県熊野市飛鳥町神山　宝鏡山光福寺 8月15日～16日
笛　太
鼓　四
つ竹

大和踊り、甚句、三つ拍子と踊り
が進む。三つ拍子には昔ながら
の地蔵和賛があり、昔の念仏踊
りの名残がみえる。

釣鐘と大太鼓を並べて打ち
手は右手にシャチマタと称す
る棒をもって打つ「ジャジャッ
ク」が特徴

562 伝統
大念仏かんこ踊り（上条地
区）

三重 伊勢市
なし又は
市町村等

三重県伊勢市御薗地区　上條公民館 8月14日 鼓 鼓
かけ声にともに小鼓を回転させ
舞う

江戸初期から伝わる踊りで、
手筒花火も同時に行われま
す。

563 伝統
大念仏かんこ踊り（小林地
区）

三重 伊勢市
なし又は
市町村等

三重県御薗地区　宝林寺 8月15日 鼓 鼓　籠
かけ声にともに小鼓を回転させ
舞う

江戸初期から伝わる踊りで、
手筒花火も同時に行われま
す。

564 伝統 かんこ踊り（猟師町） 三重 松阪市 県指定 三重県松阪市猟師町 8月13～15日 太鼓 かんこ踊り

565 伝統 かんこ踊り（松崎浦町） 三重 松阪市 県指定 三重県松阪市松崎浦町 8月14～16日 太鼓 バチ かんこ踊り
数あるかんこ踊りの中でも激
しい踊り

566 伝統 本郷の鞨鼓踊り 三重 松阪市 県指定 不明

567 伝統 佐八かんこ踊り 三重 伊勢市 県指定 三重県伊勢市佐八町公民館 8月16日
白馬の毛でできたかぶりも
の（シャグマ）で有名

568 伝統 円座かんこ踊り 三重 伊勢市 県指定 三重県伊勢市円座町、正覚寺 8月15日
白馬の毛でできたかぶりも
の（シャグマ）で有名

569 伝統 つくつく踊り 三重 四日市市
なし又は
市町村等

三重県四日市市日永三丁目　両聖寺 8月盆中 太鼓　笛    特になし
多く人々がお互いに手をつない
で、二重三重に円陣を作って踊
る（輪踊り）

踊りは3種類あり、それぞれ
の踊る日によって歌詞が変
わる

570 伝統 志摩加茂五郷の盆祭行事 三重 鳥羽市 国指定 三重県四日市市日永三丁目　両聖寺 8月15日
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571 伝統 十津川盆踊り（小原） 奈良 十津川村 国指定 奈良県吉野郡十津川村(小原地区） 8月13日   

572 伝統 十津川盆踊り（武蔵） 奈良 十津川村 国指定 奈良県吉野郡十津川村（武蔵地区） 8月14日       

573 伝統 十津川盆踊り（西川） 奈良 十津川村 国指定 奈良県吉野郡十津川村（西川地区） 8月15日   

574 伝統 阪本踊り 奈良 五條市 国選択 奈良県五條市阪本　天神社境内 8月15日 太鼓 扇、
やっちょんまかせ　阪本　他約20
曲

扇子によるあでやかな踊り、
哀しい踊りがある

575 伝統 大柳生の太鼓踊り 奈良 奈良市 県指定 8月17日
576 伝統 田原の祭文・祭文音頭・おかげ踊り奈良 奈良市 県指定 不明
577 伝統 木津川の祈祷念仏（踊り念仏）奈良 吉野村 県指定 8月18日
578 伝統 伏拝盆踊り 和歌山 本宮町 県指定 和歌山県東牟婁郡本宮町 8月15日   
579 伝統 土河屋お夏清十郎踊り 和歌山 本宮町 県指定 和歌山県東牟婁郡本宮町 8月15日 太鼓 扇　太鼓
580 伝統 平治川の長刀踊り 和歌山 本宮町 県指定 和歌山県東牟婁郡本宮町 8月15日 太鼓 長刀

581 伝統 大瀬の太鼓踊り 和歌山 本宮町 県指定 和歌山県東牟婁郡本宮町 8月15日 太鼓 扇

582 伝統 団七踊り 和歌山 和歌山市 県指定 不明
583 伝統 三谷の笹踊り 和歌山 かつらぎ町 なし 8月16日
584 伝統 湯浅町盆踊り 和歌山 湯浅町 なし 8月14日～20日
585 伝統 扇踊り 和歌山 すさみ町 なし 8月15日～16日
586 伝統 くじら踊り 和歌山 太地町 なし 8月14日
587 伝統 塩津のいな踊 和歌山 下津町 県指定 不明
588 伝統 嵯峨谷の神踊り 和歌山 橋本市 県指定 不明
589 伝統 太地のくじら踊 和歌山 太地町 県指定 不明
590 伝統 一ノ瀬大踊り 和歌山 上富田町 県指定 不明
591 伝統 梅中傘おどり 和歌山 野上町 町指定 不明
592 伝統 生馬の扇踊り 和歌山 上富田町 町指定 不明
593 伝統 本宮地区のハイヤハー踊り 和歌山 本宮町 なし 不明
594 伝統 二川の盆踊り 和歌山 有田川町 なし 8月16日
595 伝統 志原の盆踊り 和歌山 御浜町 なし 8月14日
596 伝統 尾呂志の盆踊り 和歌山 御浜町 なし 8月15日
597 伝統 平尾井薬師盆踊り 和歌山 紀宝町 なし 8月16日
598 伝統 常光寺盆踊り 大阪 八尾市 なし 大阪府八尾市本町 8月23日～24日

599 伝統 寺方提灯踊り（交野節） 大阪 守口市 市指定 守口市駅前広場 7月第三月曜日と火曜日
提灯にろうそくの灯をともし消さな
いように踊る

義民の思いと霊を弔うため
の踊りで農作業のしぐさであ
らわされている

600 伝統 貝塚東盆踊り 大阪 貝塚市 府選択 不明
601 伝統 葛城踊り 大阪 岸和田市 府選択 不明
602 伝統 土生鼓踊り 大阪 岸和田市 市指定 不明
603 伝統 貝塚三夜音頭 大阪 貝塚市 市指定 不明
604 伝統 河内音頭 大阪 府内一帯 なし 不明

605 伝統 香住町の盆踊り 兵庫 香美町
なし又は
市町村等

兵庫県香美町（訓谷地区） 8月14,15日,23日 太鼓      

606 伝統 海上傘踊り 兵庫 新温泉町
なし又は
市町村等

兵庫県美方郡新温泉町海上 8月13日～15日 太鼓     傘

607 伝統 中辻芸踊り 兵庫 新温泉町 なし 8月14日～15日
608 伝統 岸田さえもん踊り 兵庫 新温泉町 なし 8月14日
609 伝統 丹土はねそ踊り 兵庫 新温泉町 県指定 兵庫県美方郡新温泉町丹土 8月13日～16日 刀

610 伝統 浜坂の盆踊り 兵庫 新温泉町
なし又は
市町村等

兵庫県新温泉町浜坂地区 8月15日 太鼓

611 伝統 大杉ざんざこ踊り 兵庫 養父市 国選択 不明

612 伝統
摂州兵庫功徳盆踊（むぎわら
音頭）

兵庫 伊丹市 県指定 不明

613 伝統 摂津音頭 兵庫 伊丹市 なし 8月15日・16日
614 伝統 轟の太鼓踊 兵庫 竹野町 県指定 不明
615 伝統 若杉ざんざか踊 兵庫 養父市 県指定 不明
616 伝統 九鹿ざんざか踊り 兵庫 養父市 県指定 10月
617 伝統 寺内ざんざか踊り 兵庫 朝来市 県指定 7月
618 伝統 久谷ざんざか踊り 兵庫 浜坂町 なし ※9月
619 伝統 大久保踊り 兵庫 南淡路市（淡路島）県指定 不明

620 伝統 踊り念仏 兵庫 神戸市兵庫区 なし 松原通り真光寺 9月16日
一遍上人の廟所のある真光
寺で行われる

621 伝統 太鼓念仏 兵庫 神戸市北区 なし 成道寺観音堂 8月09日、14日、16日
622 伝統 太鼓念仏 兵庫 神戸市北区 なし 正覚寺 8月06日、13日
623 伝統 太鼓念仏 兵庫 神戸市長田区 なし 8月13日
624 伝統 観音おどり 兵庫 尼崎市 なし 素戔嗚神社 8月18日
625 伝統 袖下踊り 兵庫 西宮市 なし 8月14日～16日、24日
626 伝統 名塩音頭 兵庫 西宮市 なし 8月15日～24日
627 伝統 シャコ踊り 兵庫 芦屋市 なし 8月
628 伝統 千吉踊り 兵庫 宝塚市 なし 8月19日
629 伝統 安倉音頭 兵庫 宝塚市 なし 8月15日
630 伝統 加茂六斎念仏 兵庫 川西市 なし 8月13日、14日
631 伝統 念仏太鼓 兵庫 社町 なし 8月07日、13日
632 伝統 板越盆踊り 兵庫 赤穂市 なし 8月15日

633 伝統 播州音頭※ 兵庫 市川町 なし 8月23日、24日
明治頃は馬鹿踊りあり。その
後炭坑節に

634 伝統 すっぽん踊り 兵庫 新宮町 なし 8月14日
635 伝統 ちゃんちゃこ踊り※ 兵庫 波賀町 なし 8月18日
636 伝統 ザンザカ踊り 兵庫 波賀町 なし 数年に一度8月16日
637 伝統 六斎念仏 兵庫 豊岡市 なし 8月16日～24日
638 伝統 べろべろ節 兵庫 豊岡市 なし 8月14日～16日
639 伝統 そうだろ節・ヤチャ踊り 兵庫 日高町 なし 盆中
640 伝統 生野踊り 兵庫 生野町 なし 8月13日
641 伝統 火踊り 兵庫 洲本市 なし 8月16日
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642 伝統 童子踊り 兵庫 五色町 なし 8月15日
643 伝統 兵庫音頭 兵庫 五色町 なし 8月15日
644 伝統 おおぎおどり 兵庫 西淡町 なし 8月15日、23日
645 伝統 かさおどり 兵庫 西淡町 なし 8月15日、23日
646 伝統 ささら踊り 兵庫 三原町 なし 9月4日
647 伝統 けやり踊り 兵庫 南淡町 なし 阿万上町 旧盆隔年実施
648 伝統 木遣り音頭 兵庫 南淡町 なし 阿万西町 地蔵盆
649 伝統 でこでん踊り 兵庫 南淡町 なし 阿万塩屋町 旧盆隔年実施
650 伝統 俵踊り 兵庫 南淡町 なし 土生町 8月16日
651 伝統 沼島盆踊り 兵庫 南淡町 なし 沼島 8月13日～17日
652 伝統 牧谷はねそ踊り 鳥取 岩美町 県指定 鳥取県岩美郡岩美町 踊り保存のため随時 太鼓   傘 イベントで随時行われる

653 伝統 日置はねそ踊り 鳥取 鳥取市 県指定 鳥取県気高郡青谷町日置地区 8月14日,15日 太鼓
網笠、浴衣、下駄が正装の手踊
り。舞に近い優雅なもの。

踊り歌詞は浄瑠璃を台本と
した口説調のもの。はねそ
は「はね裾」から転じたという
節がある。

654 伝統 浪人踊り 鳥取 湯梨浜町 なし 鳥取県東伯郡湯梨浜町 7月20日 太鼓    特になし 東郷町浪人踊り 鳥取県指定無形民俗文化財

655 伝統 米子の盆踊り 鳥取 米子市 県指定 鳥取県米子市　公会堂広場 8月14日 太鼓 特になし
こだいじ踊り、さいご踊り、たい
しょう踊り

656 伝統 船岡手踊り 鳥取 八頭町 なし 鳥取県八頭郡八頭町 踊り保存のため随時 近年復活

657 伝統 用瀬はねそ踊り 鳥取 鳥取市 なし 鳥取県鳥取市町用瀬　正覚寺境内 8月13日～15日 太鼓    特になし 男踊り、女踊りあり
武士が弓矢を射る様子が取
り入れられている

658 伝統 智頭はねそ踊り 鳥取 智頭町 なし 鳥取県八頭郡智頭町 踊り保存のため随時

659 伝統
江尾のこだいぢ踊り（江尾十
七夜踊）

鳥取 江府町 県指定 鳥取県日野郡江府町江尾　城ノ段広場 8月17日 太鼓 特になし
こだいち踊り、ゆったりとした所作
で古い踊りの調子を残している

戦国時代の江尾城主の滅亡
を城下の町民達が悲しみ、
供養にと踊り続け現在に
至っていると伝えられる

660 伝統 亀井踊り 鳥取 鳥取市 なし 鳥取県鳥取市鹿野地区 踊り保存のため随時 太鼓      

661 伝統
みつぼし盆踊り（倉吉打吹ま
つり）

鳥取 倉吉市 市指定 鳥取県倉吉市周辺 8月4日 太鼓  
反閉（へんばい）の名残で地面を
けるような動作、足をひきずるよ
うな足運び

倉吉打吹まつりの初日に実
施

662 伝統 小松谷盆踊 鳥取 南部町 県指定 鳥取県西伯郡南部町 8月17日 太鼓    なし

「小松谷盆踊り」：高らかな歌声、
情緒豊か、かつ素朴な踊り「バン
バ踊り」：流暢な口説に調和する
個性豊かな華麗な踊り

663 伝統 逢束踊り 鳥取 琴浦町 市指定 鳥取県東伯郡琴浦町逢束　あじさい公園 8月14日 太鼓    刀
西郷踊り、伊勢音頭、滋賀団七、
大文字茶屋、丁半踊り

歌も物語り的な口説調のも
のを取り入れ変化に富んで
いる

664 伝統 三本杉踊り 鳥取 琴浦町 県指定 鳥取県東伯郡東伯町三本杉　三本杉ふるさと分校 旧暦6月10日,8月14日 太鼓 なし 1種類の踊り

踊り手の手振りに色っぽさ感
じられ、一度覚えて踊りだす
と、いつまでも疲れを感じな
い

665 伝統 以西踊り 鳥取 琴浦町 市指定 鳥取県東伯郡琴浦町以西地区内 8月13日～8月15日 太鼓

666 伝統 宇野三ツ星盆踊り 鳥取 湯梨浜町 町指定 不明

667 伝統 白石踊り 岡山 笠岡市 国指定 岡山県笠岡市白石島海洋センター広場 8月14～16日 太鼓  扇 笠など
1つの口説きにあわせて何種類
もの踊りを踊る

全国盆踊りガイドを参照

668 伝統 大島の傘踊り 岡山 笠岡市 県指定 岡山県笠岡市大島中学校グラウンド 8月14日 太鼓      傘
2人一組となり、笠を刀に見立て
て斬り合うように踊る。

供養踊り奉納のとき、たまた
ま夕立があり、刀のかわりに
雨傘を使用するようになった
という伝承がある。

669 伝統 大宮踊り 岡山 真庭市 国指定 岡山県真庭郡八束村・川上村 8月13日～19日 太鼓  

670 伝統 備中高梁松山踊り 岡山 高梁市
なし又は
市町村等

JR伯備線備中高梁駅前大通り 8月14～16日 太鼓   三味線 特になし
伝統的な松山踊りとテンポの速
いヤトサがある

期間中は10万人の老若男女
で踊り一色に染まる。矢倉中
心の輪踊りで参加型の踊り。

671 伝統 宮内踊り 岡山 岡山市 県指定 岡山県岡山市吉備津931（吉備津神社） 7月31日 大太鼓    扇
歌舞伎の「なんばん六法」崩しの
細かい節々の中に、優しさと巧み
さがあり、優雅で艶やかな踊り

672 伝統 吉念仏踊り 岡山 落合町
なし又は
市町村等

岡山県真庭郡落合町大字吉3945　法福寺境内 8月16日 鞨鼓　鉦鞨鼓　鉦　サイハラ
先祖供養のために念仏をとなえ
る踊るが踊り歌は歌わない

素朴で信仰的性格強い、踊
り念仏の風流かのすすまな
い初原に近い形態をとどめ
ている

673 伝統 年末の念仏踊り 岡山 吉備中央町 町指定 8月16日

674 伝統 須佐神社念仏踊り 島根 出雲市 県指定 島根県出雲市 須佐神社 8月15日
笛　鉦
太鼓

念仏踊り

出雲阿国の広めた歌舞伎の
基となる踊りは、こちらが継
承している念仏にあると言わ
れており、05年に保存会100
周年をむかえる。

675 伝統 琴が浜盆踊り 島根 太田市
なし又は
市町村等

島根県邇太田市琴が浜海岸 8月13日～8月15日
太鼓な
ど

特になし
盆踊りに三様の踊り願成就、一
つ橋、思案橋

白地の浴衣に白足袋姿。日
本一よく鳴る浜で夜明けまで
踊る。琴が浜の中央に櫓を
たて、周囲を輪になってキュ
ウキュウと砂を鳴らして踊る

676 伝統 津和野踊り 島根 津和野町 県指定 島根県鹿足郡津和野町 8月15日   全国盆踊りガイド参照

677 伝統 荒茅盆踊り 島根 出雲市
なし又は
市町村等

島根県出雲市長浜町 8月盆中
三味線
太鼓

歌舞伎の始風　出雲阿国

678 伝統 河下盆踊り 島根 出雲市
なし又は
市町村等

8月14日

679 伝統 志賀団七踊り 島根 益田市 市指定 不明
680 伝統 隠岐西の島盆踊り 島根 西ノ島町 なし 8月15日
681 伝統 日次祐福寺盆踊り※ 島根 安来市 なし 旧井尻村 8月23日（続行不明
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682 伝統 木次町盆踊り 島根 木次町 なし 8月13日～16日
683 伝統 西浜村盆踊り 島根 湖陵町 なし 8月14日
684 伝統 井原村盆踊り 島根 川本町 なし 8月15日
685 伝統 日貫盆踊り 島根 川本町 なし 8月15日
686 伝統 日和村盆踊り 島根 美都町 なし 8月15日

687 伝統
二上り踊り（福山夏祭　二上り
踊り大会）

広島 福山市 国指定 広島県福山市駅前大通り 8月13日
三味線
尺八

四つ竹

三味線の二上りを基調に、思い
思いの踊りで三々五々組を作っ
て、練り踊ったもので、唄がない
のが特徴である

他の盆踊りがおおむね継続
音をもって構成されているの
に比べ、甚だ音楽的であり
武家的気品と庶民的哀調を
巧みに交錯させた独特のリ
ズムをもっている

688 伝統 三原やっさ踊り 広島 三原市 なし 広島県三原市（駅前周辺） 8月10日～12日
太鼓 鉦
笛 三味
線

提灯　四つ
竹

足の踊りといわれ、手は招き踊
り、きまった型はない。

三原やっさ祭りにおいて実
施。1567年三原城築城を
祝って老若男女がやっさ
やっさと声をかけながら踊っ
たのが始まり。

689 伝統 法楽踊り 広島 因島市 県指定 広島県因島市椋浦町 8月15日     刀　扇 法楽踊り

690 伝統 幽霊踊り 山口 萩市 なし 山口県萩市見島　島内三ヶ所で実施 8月14日～16日 大太鼓 特になし
口説と「はやし」言葉で数10人が
踊る

踊りの手法は24手あり、戦
後第一回山口県盆踊り大会
において優勝の実績がある

691 伝統 居能盆踊 山口 宇部市 市指定 山口県宇部市居能町2-1-2三島神社 8月15日,16日 三味線　横笛　太鼓踊り上手なものが提灯をもつ
昔ながらの「地踊り」が残ってい
る（手首を回転させるときにシナ
をつくらない）

昔ながらの「口説き」が残っ
ている。市指定無形民俗文
化財

692 伝統 地福蹴出し踊り 山口 阿東町 町指定 不明

693 伝統 阿波踊り 徳島 徳島市 なし 徳島県徳島市中心部 8月12日～15日 太鼓   三味線 鼓　笛　締太鼓　大太鼓扇　うちわ等連により異なる
男踊り、女踊りあるが基本的に
手を上にあげリズムにあわせる

阿波踊りは見るより踊る方が
はるかに楽しい。本番ではに
わか連として誰でも参加でき
る

694 伝統 津田の盆踊り 徳島 徳島市 県指定 不明
695 伝統 端山（木屋）の踊り念仏 徳島 つるぎ町 県指定 8月13日
696 伝統 端山（川見）の踊り念仏 徳島 つるぎ町 県指定 8月14日
697 伝統 山城の鉦踊り（寺野） 徳島 三好市 県指定 旧暦7月14日～16日
698 伝統 山城の鉦踊り（信正） 徳島 三好市 県指定 旧暦7月14日～16日
699 伝統 山城の鉦踊り（茂地） 徳島 三好市 県指定 旧8月1日
700 伝統 山城の鉦踊り（栗山） 徳島 三好市 県指定 旧7月06日、7日
701 伝統 宅宮神社の神踊り 徳島 徳島市 県指定 不明
702 伝統 まわり踊り 徳島 吉野川市 県指定 6月～8月
703 伝統 山河内の彦之進音頭と芸題踊り 徳島 日和佐町 県指定 不明
704 伝統 牟岐音頭 徳島 牟岐町 町指定 不明
705 伝統 宍喰の団七踊り 徳島 宍喰町 町指定 不明
706 伝統 二上り音頭とまわり踊り 徳島 松茂町 町指定 ※地蔵盆
707 伝統 里浦の精霊踊り 徳島 鳴門市 なし 8月18日
708 伝統 北泊の十七夜踊り 徳島 鳴門市 なし 8月17日、23日
709 伝統 西祖谷山村吾橋の扇子踊り 徳島 三好市 なし 不明

710 伝統 東祖谷山村久保のしばっこみ 徳島 三好市 なし 不明

711 伝統 滝宮の念仏踊 香川 綾川町 国指定 8月25日
712 伝統 与島･櫃石の盆踊 香川 坂出市 国選択 不明
713 伝統 南鴨念仏踊 香川 多度津町 県指定 ※8月第二日曜
714 伝統 シカシカ踊り 香川 善通寺市 県指定 不明
715 伝統 安田おどり 香川 内海町 県指定 不明
716 伝統 津田精霊踊 香川 さぬき市 市指定 不明
717 伝統 庵治盆おどり 香川 庵治町 町指定 不明
718 伝統 岡田おどり 香川 丸亀市 町指定 不明
719 伝統 さいさい踊り 香川 財田町 町指定 不明

720 伝統 いさ踊り 愛媛 宇和島市 県指定 愛媛県宇和島市遊子 津の浦 8月15日 太鼓 しで
白装束をつけた踊り子が船の上
に作った舞台で踊る

721 伝統 平家踊り 愛媛 伊予三島市 なし 8月15日
722 伝統 さんまのぞう（豊岡の盆踊り） 愛媛 伊予三島市 なし 旧暦8月15日隔年
723 伝統 畑野薦田踊り 愛媛 土居町 なし 8月15日
724 伝統 小林薦田踊り 愛媛 土居町 なし 8月16日
725 伝統 藤原地区念仏踊り 愛媛 土居町 なし 8月20日
726 伝統 下野田地蔵踊り 愛媛 土居町 なし 8月23日

727 伝統 別子山の盆踊り 愛媛 別小山村 なし 8月15日
とんかか踊り、はいや踊り、しょう
がえな踊り、ええとこな踊り、雨乞
い踊り、牛若踊り

728 伝統 かぶと踊り 愛媛 新居浜市 なし 8月16日
729 伝統 黒島百八踊り 愛媛 新居浜市 なし 8月15日～16日
730 伝統 とんかかさん踊り 愛媛 新居浜市 なし 7月17日
731 伝統 垣生じょうさ節 愛媛 新居浜市 なし 盆前の土曜日
732 伝統 大保木太鼓踊り 愛媛 西条市 なし 8月16日,20日,24日
733 伝統 黒瀬笹踊り 愛媛 西条市 なし 中断 とんかかさ踊り、とことん踊り
734 伝統 千町盆踊 愛媛 西条市 なし 8月15日
735 伝統 とことん踊り 愛媛 西条市 なし 8月16日、24日
736 伝統 木善寺盆踊り 愛媛 小松町 なし 8月17日 トンカカハン（新崖節）、ひち節
737 伝統 来見トンカカはん 愛媛 丹原町 なし 8月15日、24日
738 伝統 宅間の盆踊り 愛媛 今治市 なし 8月14日～16日
739 伝統 桜井のひょんこや踊り 愛媛 今治市 なし 8月16日
740 伝統 下朝倉の盆踊り 愛媛 今治市 なし 8月13日
741 伝統 波片の盆踊り 愛媛 波片町 なし 8月14日～16日
742 伝統 津島盆踊り 愛媛 吉海町 なし 8月14日～16日
743 伝統 木山音頭 愛媛 伯方町 なし 8月14日～16日
744 伝統 はんじき踊り 愛媛 伯方町 なし 8月16日
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745 伝統 四ツ竹踊り 愛媛 魚島村 なし 8月14日～16日
746 伝統 てんてこ 愛媛 魚島村 なし 8月15日

747 伝統 弓削の雨乞い踊り 愛媛 弓削村 なし ※9月第2又第3日曜

盆供養の念仏踊りが起源、
もとは盆踊りや雨のない年
に踊られたが戦後廃絶、復
活

748 伝統 岩城の盆踊り 愛媛 岩城村 なし 8月15日
749 伝統 木山踊り 愛媛 関前村 なし 8月14日～15日
750 伝統 萩原の盆踊り 愛媛 北条市 なし 8月14日
751 伝統 安居島の盆踊り 愛媛 北条市 なし 8月13日
752 伝統 和田霊神の盆踊り 愛媛 重信町 なし 8月15日
753 伝統 仮装盆踊り 愛媛 中島町 なし 8月15日
754 伝統 元怒和の位牌踊り 愛媛 中島町 なし 8月15日
755 伝統 上野雨乞踊り 愛媛 伊予市 なし 8月7日
756 伝統 大谷池竜神踊り 愛媛 伊予市 なし 8月7日
757 伝統 高市盆踊り 愛媛 広田村 なし 中断
758 伝統 多居谷盆踊り 愛媛 広田村 なし 8月15日
759 伝統 安別当の盆踊り 愛媛 中山町 なし 8月17日
760 伝統 池之窪盆踊り 愛媛 双海町 なし 8月24日
761 伝統 下浜盆踊り 愛媛 双海町 なし 8月15日
762 伝統 石久保盆踊り 愛媛 双海町 なし 中断
763 伝統 蔵川盆踊り 愛媛 大洲市 なし 8月15日
764 伝統 麓の盆踊り 愛媛 内子町 なし 8月17日
765 伝統 大瀬の手踊りと扇子踊り 愛媛 内子町 なし 8月15日、17日

766 伝統 大久喜の念仏踊り 愛媛 五十崎町 なし 8月1、14,17、21、24日
一遍（河野家）とゆかりが深
い

767 伝統 御祓の盆踊り 愛媛 五十崎町 なし 8月16日
768 伝統 古田の盆踊り 愛媛 五十崎町 なし 8月21日
769 伝統 山鳥坂の念仏踊り 愛媛 肱川町 なし 8月8日
770 伝統 河辺の扇子踊り 愛媛 河辺村 なし 8月15日
771 伝統 双岩の盆踊り 愛媛 八幡浜市 なし 8月13日
772 伝統 神宮の盆踊り 愛媛 八幡浜市 なし 盆のうち1日
773 伝統 日土の盆踊り 愛媛 八幡浜市 なし 8月14日
774 伝統 皆江の盆踊 愛媛 三瓶町 なし 8月15日
775 伝統 岡木の盆踊り 愛媛 三瓶町 なし 8月15日

776 伝統 俵津の盆踊り 愛媛 明浜市 なし 8月14日
以前は口説きあったが現在
はレコードのみ

777 伝統 高山の盆踊り 愛媛 明浜市 なし 8月15日
778 伝統 宮野浦の盆踊り 愛媛 明浜市 なし 8月15日
779 伝統 田之浜の盆踊り 愛媛 明浜市 なし 8月14日～15日
780 伝統 成龍寺楽念仏踊り 愛媛 野村町 なし 8月14日
781 伝統 興禅寺念仏踊り 愛媛 野村町 なし 8月10日
782 伝統 本光寺念仏踊り 愛媛 野村町 なし 8月12日
783 伝統 小松の小踊り 愛媛 野村町 なし 8月12日
784 伝統 戸島のはんや踊り 愛媛 宇和島市 なし 8月13日～15日
785 伝統 蒋淵のとんとこ踊り 愛媛 宇和島市 市指定 8月13日～15日
786 伝統 河内の盆踊り 愛媛 吉田町 町指定 8月16日
787 伝統 小松善光寺念仏 愛媛 広見町 なし 8月14日
788 伝統 中野川念仏 愛媛 広見町 なし 8月7日
789 伝統 大宿念仏 愛媛 広見町 なし 8月7日
790 伝統 目黒の施餓鬼踊り 愛媛 松野町 なし 8月1日
791 伝統 日吉村の念仏踊り 愛媛 日吉村 なし 盆中
792 伝統 下鍵山の盆踊り 愛媛 日吉村 なし 8月15日
793 伝統 北灘国永の伊勢踊り 愛媛 津島町 なし 2月16日、8月16日
794 伝統 柏の盆踊り 愛媛 内海村 なし 8月14日
795 伝統 柏崎の盆踊り 愛媛 内海村 なし 8月15日
796 伝統 須ノ川の盆踊り 愛媛 内海村 なし 8月14日
797 伝統 平碆の盆踊り 愛媛 内海村 なし 8月14日
798 伝統 魚神山の盆踊り 愛媛 内海村 なし 8月14日
799 伝統 網代の盆踊り 愛媛 内海村 なし 8月14日
800 伝統 家串の盆踊り 愛媛 内海村 なし 8月14日
801 伝統 油袋の盆踊り 愛媛 内海村 なし 8月15日
802 伝統 菊川の盆踊り 愛媛 御荘町 なし 8月14日
803 伝統 高畑の盆踊り 愛媛 御荘町 なし 8月15日
804 伝統 長月の盆踊り 愛媛 御荘町 なし 8月15日
805 伝統 中浦の盆踊り 愛媛 御荘町 なし 8月15日
806 伝統 平城の盆踊り 愛媛 御荘町 なし 8月15日
807 伝統 赤水の盆踊り 愛媛 御荘町 なし 8月15日
808 伝統 久良の能山踊り 愛媛 城辺町 なし 7月31日～8月14日
809 伝統 増田の花取踊り 愛媛 一本松町 なし 旧暦7月11日
810 伝統 西泊の盆踊り 愛媛 一本松町 なし 8月15日,16日
811 伝統 船越の盆踊り 愛媛 一本松町 なし 8月15日
812 伝統 越田の盆踊り 愛媛 一本松町 なし 8月15日
813 伝統 久家の盆踊り 愛媛 一本松町 なし 8月15日
814 伝統 樽見の盆踊り 愛媛 一本松町 なし 8月15日
815 伝統 大成川の盆踊り 愛媛 一本松町 なし 8月15日
816 伝統 福浦の盆踊り 愛媛 一本松町 なし 8月15日
817 伝統 麦ヶ浦の盆踊り 愛媛 一本松町 なし 8月14日,15日
818 伝統 中泊の盆踊り 愛媛 一本松町 なし 8月15日
819 伝統 小浦の角庵踊り 愛媛 一本松町 なし 中断
820 伝統 田滝おれん踊り 愛媛 西条市 県指定 愛媛県西条市　田滝小学校 8月15日 太鼓     扇 
821 伝統 壬生川盆踊トンカカはん（石田）愛媛 東予市 市指定 愛媛県東予市石田 8月19日 太鼓     扇 
822 伝統 壬生川盆踊トンカカはん（喜多台）愛媛 東予市 なし 愛媛県東予市喜多台 8月17日 太鼓     扇 
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823 伝統 壬生川盆踊トンカカはん（北条）愛媛 東予市 なし 愛媛県東予市北条 8月17日 太鼓     扇 

824 伝統 生名村盆踊り 愛媛 上島町 村指定 愛媛県越智郡上島町生名村中学校校庭 8月13日～15日 太鼓 位牌、遺影、うちわ
口説きにあわせて踊る　はんじき
踊り

足を跳ね上げた様子や後に
下がりながら踊る様子が特
徴。海に住むハンジキ（シャ
コに似た節足動物）の真似を
している。

825 伝統 渡江歌舞伎くずし盆踊り 愛媛 西予市 町指定 愛媛県西予市渡江　大網の浜 8月14日 太鼓 扇　刀　俵
全国でも珍しい歌舞伎化粧
をする盆踊り

826 伝統 皆江歌舞伎くずし盆踊り 愛媛 西予市
なし又は
市町村等

西予市三瓶町 皆江地区 8月15日

827 伝統 青島の盆おどり 愛媛 大洲市 県指定 愛媛県大洲市青島 8月13日,14日 太鼓 鎧　兜
8月13日大漁踊り　8月14日亡者
踊り

①賤ヶ岳の七本やりの武将
姿
②四十七士の姿で踊る

828 伝統 新宮の鐘踊り 愛媛 四国中央市 県指定 8月最終日曜日
829 伝統 福見川の提婆踊り 愛媛 松山市 県指定 不明
830 伝統 畑野の薦田踊り 愛媛 四国中央市 県指定 不明

831 伝統 手結盆踊り 高知 夜須町 県指定 高知県香美郡夜須町坪井　ヤ・シィパーク 8月15日 太鼓　拍子木ざい　刀
こっぱ　くろす　見合い　花取りの
四つからなる

832 伝統 瑞応の盆踊り 高知 佐川町 県指定 高知県高岡郡佐川町瑞応 8月16日 太鼓 特になし 豊年踊りともいう。５曲5種 高知県指定無形文化財
833 伝統 古城の大念仏 高知 十和村 県指定 8月05日～6日
834 伝統 地吉の大念仏 高知 十和村 県指定 8月05日～6日
835 伝統 東浜盆踊り 高知 奈半利町 町指定 不明
836 伝統 有井川庄司踊り 高知 大方町 町指定 不明
837 伝統 蜷川の常清踊り 高知 大方町 町指定 不明
838 伝統 伊田の新吉踊り 高知 大方町 町指定 不明
839 伝統 里川の盆踊り（こっぱ踊り） 高知 十和村 村指定 不明
840 伝統 神湊盆踊り 福岡 宗像市 市指定 福岡県宗像市 8月19日       

841 伝統 鐘崎盆踊り 福岡 宗像市 県指定 福岡県宗像市　承福寺 8月13日～24日       
くどき、太鼓、踊り手の三者で成
り立つ

手にうちわをもって、櫓の周
りを輪になって踊る

842 伝統 城の原盆踊り 福岡 福岡市 市指定 福岡県福岡市西区上山門２丁目　中央広場 8月15日 太鼓　三味線　横笛特になし
盆くどき。動作はゆっくりしてい
る。

中央一に舞台を作り囃子手
と唄い手が上る

843 伝統 天籟寺の盆踊り 福岡 北九州市 市指定 福岡県北九州市戸畑区　天籟寺 8月13･16･17・20・24 太鼓 団扇 思案橋　調子踊りなど
太鼓と口説きを入れた盆踊
り。口説きの間に踊り手の合

844 伝統 前田の盆踊り 福岡 北九州市 市指定 福岡県北九州市八幡東区祇園二丁目（前田観音堂） 8月24日 三味線　太鼓　鉦特になし 思案橋　など
地謡を囲んで輪踊りをする。
所作が繊細である。

845 伝統 木屋瀬盆踊 福岡 北九州市 県指定 不明
846 伝統 能行の盆踊 福岡 北九州市 市指定 不明
847 伝統 野面の盆踊 福岡 北九州市 市指定 不明
848 伝統 藍島の盆踊 福岡 北九州市 市指定 不明
849 伝統 志賀島の盆踊り 福岡 福岡市 市指定 不明
850 伝統 吉木思案橋踊り 福岡 岡垣町 町指定 不明
851 伝統 香春盆踊り 福岡 香春町 町指定 不明
852 伝統 彦山踊り 福岡 添田町 町指定 不明
853 伝統 番所踊り 福岡 吉富町 町指定 不明
854 伝統 脇野の大念仏 佐賀 東山代町 町指定 8月21日
855 伝統 波多津町浦地区の盆踊り 佐賀 伊万里市 町指定 不明
856 伝統 七山の盆口説 佐賀 七山村 なし 8月13日～15日
857 伝統 赤木の盆口説 佐賀 鎮西町 なし 8月13日、16日、18日
858 伝統 石室の盆口説 佐賀 鎮西町 なし 8月13日
859 伝統 打上の盆口説 佐賀 鎮西町 なし 8月16日
860 伝統 串の盆口説 佐賀 鎮西町 なし 8月15日
861 伝統 塩鶴の盆口説 佐賀 鎮西町 なし 8月15日
862 伝統 菖蒲の盆口説 佐賀 鎮西町 なし 8月16日
863 伝統 早田の盆口説 佐賀 鎮西町 なし 8月15日
864 伝統 中野の盆口説 佐賀 鎮西町 なし 8月12日
865 伝統 波戸の盆口説 佐賀 鎮西町 なし 8月15日
866 伝統 馬渡の盆口説 佐賀 鎮西町 なし 8月14日
867 伝統 八床の盆口説 佐賀 鎮西町 なし 8月14日、15日

868 伝統 野母の盆踊り 長崎 長崎市 国選択 長崎県長崎市 野母地区の神社等６ヶ所 8月13日     扇
子踊りがモッセー、一般の踊り
ちゅうろう、鐘と太鼓の合奏

野母浦祭りにて実施

869 伝統 対馬厳原の盆踊 長崎 対馬市 国選択 長崎県対馬市（阿連、曲、久根浜、内山、内院） 8月15日～17日 太鼓　鉦扇 仕組踊
女性が加わらず男性が二列
縦隊で踊る

870 伝統 チャンココ 長崎 五島市 県指定 長崎県福江市一帯（13日、14日は市街地でも） 8月13日～15日 重鉦　小鉦太鼓
重鉦、小鉦の音と唄声と合わせ
て踊る南方系の情緒を漂わせる
エキゾチックな踊り

半袖襦袢に素足のまま花笠
を被り、腰みのをつけて太鼓
を抱いて踊る

871 伝統 カケ 長崎 五島市 なし 長崎県五島市玉之浦郷内 8月14日 タイコ バチ 念仏踊り
872 伝統 オーモンデー 長崎 五島市 国選択 長崎県五島市嵯峨島 8月14日 太鼓　バチ

873 伝統 くわいんここ（カインココ） 長崎 佐世保市 市指定？ 長崎県佐世保市宇久地区 現在未実施 太鼓　鉦御幣　太鼓　バチ念仏踊り

南方系の踊りで毎年初盆の
家や墓所・寺をまわりながら
踊る。現在は人員不足により
実施していない

874 伝統 平戸のジャンガラ 長崎 平戸市 国指定 長崎県平戸市岩の上町1517　亀岡神社など 8月14日,15日,16日,18日 鉦　太鼓　笛  

中踊り・側打ち・はやし・幟持ちで
構成され、神社仏閣などを中心
に奉納する。中踊りは古記録に
「闘鶏のごとく舞う」との表現

五色の色紙を使った花幣を
飾った花笠を被り、外側に多
くの幟を配する。

875 伝統 対馬美津島の盆踊 長崎 対馬市 国選択 不明
876 伝統 大島の復古踊り 長崎 平戸市 国選択 不明

877 伝統 度島の盆ごうれい 長崎 平戸市 県指定 不明
盆踊りというより総合盆行事であ
る

878 伝統 大島のジャンガラ 長崎 平戸市 県指定 不明
879 伝統 狩立オネオンデ踊 長崎 五島市 市指定 不明
880 伝統 山下オネオンデ踊 長崎 五島市 市指定 不明
881 伝統 大島の六斎念仏 長崎 平戸市 市指定 不明
882 伝統 青方念仏踊り 長崎 新上五島町 町指定 8月14日
883 伝統 江の浜念仏踊り（きゃあ念仏踊り長崎 新上五島町 町指定 8月15日
884 伝統 鯛ノ浦薙刀踊り 長崎 新上五島町 町指定 8月15日
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885 伝統 舘浦須古踊 長崎 生月町 町指定 不明
886 伝統 五根猪の盆踊り 長崎 島原市 なし 8月13日～15日
887 伝統 大村の盆踊り 長崎 大村市 なし 8月上旬の日曜日
888 伝統 五根猪の盆踊り 長崎 上対馬町 なし 上対馬町琴 8月13日～15日

889 伝統 姫島盆踊り 大分 姫島村 村指定 大分県東国東郡姫島村（姫島フェリー広場と各地区の盆坪） 8月15日,16日 太鼓
傘　青竹
他

キツネ踊り・アヤ踊り・銭太鼓、猿
丸太夫の伝統踊りと新作踊り

姫島の盆踊りは鎌倉時代の
念仏踊りが発展したものとい
われている

890 伝統 鶴崎踊り 大分 大分市 国選択 不明
891 伝統 堅田踊り 大分 佐伯市 県指定 不明
892 伝統 大分の盆踊り 大分 県内一帯 なし 不明

893 伝統 山鹿灯篭まつり 熊本 山鹿市 市指定 熊本県山鹿市市街地一円 8月15日,16日
特にな
し

 山鹿灯篭踊り

894 伝統 峯の宿ばんば踊り 熊本 高森町 県指定 不明
895 伝統 宇土松山の花棒踊り 熊本 宇土市 市指定 ※8月第１土曜日
896 伝統 植柳盆踊り 熊本 八代市 市指定 不明
897 伝統 片俣の盆踊り 熊本 産山村 市指定 不明

898 伝統 上岩戸日出地区念仏踊り 宮崎 高千穂町 町指定 宮崎県高千穂町 8月盆中 太鼓　鉦 太鼓の先導で鉦が舞う
墓地（念仏踊り）、新盆の家
（楽踊り）を行う

899 伝統 団七踊り 宮崎 高千穂町 なし 宮崎県高千穂町 8月盆中
900 伝統 ばんば踊り 宮崎 高千穂町 なし 宮崎県高千穂町 8月盆中
901 伝統 染踊り 宮崎 高千穂町 なし 宮崎県高千穂町 8月盆中

902 伝統 ばんば踊り 宮崎 延岡市 なし 延岡市内各地 8月盆中 太鼓
田の草取りの段、武者修行の
段、仇討の段が有名

延岡ばんば踊り、冊子に記
載されています。今夏までに
国会図書館等に配布予定

903 伝統 泰平踊 宮崎 日南市 県指定 不明
904 伝統 風田盆踊り 宮崎 日南市 なし 不明
905 伝統 てひ踊り 宮崎 南郷町 なし 不明
906 伝統 蚊口盆踊り　ジロマ 宮崎 高鍋町 なし 8月13日～16日
907 伝統 高鍋地区の盆踊り 宮崎 高鍋町 なし 不明
908 伝統 三納吉田盆踊 宮崎 西都市 市指定 不明
909 伝統 別府の供養盆踊り 宮崎 日向市 市指定 不明
910 伝統 佐賀利いろは口説踊り 宮崎 佐土原町 町指定 不明
911 伝統 通浜の三尺棒踊り 宮崎 川南町 町指定 不明
912 伝統 多賀盆踊り 宮崎 川南町 町指定 不明
913 伝統 川南盆踊り 宮崎 川南町 町指定 不明
914 伝統 深角団七踊り 宮崎 日之影町 町指定 不明

915 伝統 久志盆踊り 鹿児島 南さつま市
なし又は
市町村等

鹿児島県南さつま市久志地区全域 8月15日 鉦　太鼓太鼓　鉦 太鼓踊りと呼ばれている
笠を被った踊り手が勇壮に
太鼓をたたき舞う

916 伝統 黒島大里の盆踊り・太鼓踊り 鹿児島 三島村 村指定 8月15日
917 伝統 黒島片泊の供養踊り・太鼓踊り鹿児島 三島村 なし 8月15日
918 伝統 硫黄島の盆踊り 鹿児島 三島村 村指定 8月15日
919 伝統 竹島の盆踊り 鹿児島 三島村 なし 旧7月13日～15日
920 伝統 中の島盆踊り 鹿児島 十島村 なし 不明
921 伝統 平島小踊 鹿児島 十島村 なし 旧7月14日、15日
922 伝統 井手方棒踊 鹿児島 山川町 なし 8月中旬
923 伝統 山口棒踊り 鹿児島 枕崎市 なし 8月14日
924 伝統 大浦町太鼓踊り 鹿児島 大浦町 なし 8月15日
925 伝統 伊作田踊 鹿児島 東市 なし 盆　3年に1度
926 伝統 下養母太鼓踊り 鹿児島 東市 なし 8月12日
927 伝統 皆田太鼓踊り 鹿児島 東市 なし 8月4日
928 伝統 田代太鼓踊り 鹿児島 東市 なし 8月15日
929 伝統 吉利太鼓踊り 鹿児島 日吉町 町指定 8月23日
930 伝統 日置太鼓踊り 鹿児島 日吉町 なし 8月28日
931 伝統 高橋十八度踊り 鹿児島 金峰町 なし 8月22日
932 伝統 尾下太鼓踊り 鹿児島 金峰町 なし 8月30日
933 伝統 城上太鼓踊り 鹿児島 川内市 なし 8月10日
934 伝統 別府原鐘踊り 鹿児島 川内市 なし 8月24日
935 伝統 在郷太鼓踊り 鹿児島 川内市 なし 8月25日
936 伝統 久見崎盆踊り 鹿児島 川内市 なし 8月16日
937 伝統 花尾踊り 鹿児島 桶脇町 なし 8月25日
938 伝統 上手太鼓踊り 鹿児島 桶脇町 なし 8月21日
939 伝統 朝陽太鼓踊り 鹿児島 入来町 なし 8月28日
940 伝統 山下太鼓踊り 鹿児島 入来町 なし 8月28日
941 伝統 大馬越太鼓踊り 鹿児島 入来町 なし 8月28日
942 伝統 下手太鼓踊り 鹿児島 入来町 なし 8月28日
943 伝統 一本矢旗太鼓踊り 鹿児島 宮之城町 なし 8月28日
944 伝統 蘭牟田原棒踊り 鹿児島 祁答院町 なし 8月22日
945 伝統 太鼓踊り 鹿児島 祁答院町 なし 8月22日
946 伝統 今村鎌踊り 鹿児島 出水市 なし 8月15日
947 伝統 川床鐘踊り 鹿児島 東町 なし 8月07日、8、9日
948 伝統 脇崎棒踊り 鹿児島 東町 なし 8月07日、8、9日
949 伝統 鷹巣種子島踊り 鹿児島 東町 なし 8月07日、8日
950 伝統 宮ノ浦鳥刺し踊り 鹿児島 東町 なし 8月07日、8日
951 伝統 三船兵六踊り 鹿児島 東町 なし 8月07日、8日
952 伝統 種子島踊り 鹿児島 長島町 なし 8月8日
953 伝統 ウバッチョ踊り 鹿児島 大口市 なし 8月22日
954 伝統 小木原太鼓踊り 鹿児島 大口市 なし 8月第三日曜
955 伝統 敷根琉球人踊り 鹿児島 国分市 なし 8月、9月
956 伝統 加治木町の太鼓踊り 鹿児島 加治木町 県指定 8月16日
957 伝統 吉左右踊り 鹿児島 加治木町 県指定 8月16日
958 伝統 川東太鼓踊り 鹿児島 蒲生町 なし 8月21日
959 伝統 下久徳太鼓踊り 鹿児島 蒲生町 なし 8月21日
960 伝統 北太鼓踊り 鹿児島 蒲生町 なし 8月21日



no タイプ 名称 県 市町町
文化財指
定

場所 期間 楽器 採りもの 踊りの特徴 一口ガイド

961 伝統 鉦踊り 鹿児島 大崎町 なし 8月14日
962 伝統 川内踊り 鹿児島 垂水市 なし 8月22日
963 伝統 横山盆踊り 鹿児島 西之表市 なし 7月7日
964 伝統 尾之間棒踊り 鹿児島 上屋久町 なし 8月5日
965 伝統 安房棒踊り 鹿児島 屋久町 なし 8月15日
966 伝統 平内手踊り 鹿児島 屋久町 なし 8月15日
967 伝統 大和浜棒踊り、ナギナタ踊り 鹿児島 大和村 なし 8月15日
968 伝統 稲すり踊り 鹿児島 宇検村 なし 8月15日
969 伝統 ムチタボリー 鹿児島 徳之島町 なし 旧7月15日
970 伝統 夏目踊り 鹿児島 徳之島町 なし 盆後
971 伝統 千人踊り 鹿児島 徳之島町 なし 8月15日
972 伝統 7月踊り 鹿児島 天城町 なし 8月20日

973 伝統 西之本国寺盆踊り 鹿児島 南種子町
なし又は
市町村等

鹿児島県 熊毛郡南種子町西之　1664 8月16日 大太鼓　仏鼓　鉦　太鼓扇
東組が「つんたん拍子」、西組が
「たけなが」「ぎのぎの」を隔年ご
とに踊る

先祖供養の踊りなので、静
かでとてもゆかしい踊りであ
る

974 伝統 麦生なぎなた踊り 鹿児島 屋久島町 町指定 屋久島町麦生集落 8月13日、15日 太鼓
手踊り　松葉踊り　棒踊り　弁慶
と牛若丸踊り　長刀踊り　金ちゃ
ん踊り

太鼓はすわって、歌い手もす
わって行う

975 伝統 悪石島盆踊り（ボゼ祭り） 鹿児島 悪石島 県指定 鹿児島県郡十島村悪石島 旧7月16日 なし マラ棒
盆の最終日に突然あらわれ、見
物人に泥をぬったりおいたてまわ
す

南方系の仮面をかぶった神
である

976 伝統 吉左右踊・太鼓踊 鹿児島 加治木町 国選択 不明
977 伝統 久見崎盆踊『想夫恋』 鹿児島 薩摩川内市 県指定 8月28日
978 伝統 吹上町の伊作太鼓踊 鹿児島 吹上町 県指定 不明
979 伝統 横山盆踊り 鹿児島 種子島（西之表市）県指定 ※旧暦7月07日に近い日曜

980 伝統 井之川夏目おどり 鹿児島 徳之島 県指定
※盆後の土曜日の夕方から日
曜日の朝まで

981 伝統 平敷屋エイサー 沖縄 勝連町 町指定 旧暦盆

982 伝統 手登根エイサー 沖縄 佐敷町 町指定 旧暦盆
983 伝統 与那エイサー 沖縄 国頭村 なし 旧暦盆
984 伝統 仲尾次エイサー 沖縄 名護市 なし 旧暦盆
985 伝統 屋部エイサー 沖縄 名護市 なし 旧暦盆
986 伝統 東江エイサー 沖縄 名護市 なし 旧暦盆
987 伝統 世冨慶エイサー 沖縄 名護市 なし 旧暦盆
988 伝統 安和エイサー 沖縄 名護市 なし 旧暦盆
989 伝統 旭川エイサー 沖縄 名護市 なし 旧暦盆
990 伝統 辺野古エイサー 沖縄 名護市 なし 旧暦盆
991 伝統 城エイサー 沖縄 名護市 なし 旧暦盆
992 伝統 恩名エイサー 沖縄 恩名村 なし 旧暦盆
993 伝統 黄瀬武原エイサー 沖縄 恩名村 なし 旧暦盆
994 伝統 仲泊エイサー 沖縄 恩名村 なし 旧暦盆
995 伝統 名嘉真エイサー 沖縄 恩名村 なし 旧暦盆
996 伝統 屋富祖エイサー 沖縄 恩名村 なし 旧暦盆
997 伝統 南恩納エイサー 沖縄 恩名村 なし 旧暦盆
998 伝統 瀬良垣エイサー 沖縄 恩名村 なし 旧暦盆
999 伝統 金武区エイサー 沖縄 金武町 なし 旧暦盆

1000 伝統 中川区エイサー 沖縄 金武町 なし 旧暦盆
1001 伝統 並里区エイサー 沖縄 金武町 なし 旧暦盆
1002 伝統 伊芸区エイサー 沖縄 金武町 なし 旧暦盆
1003 伝統 屋嘉区エイサー 沖縄 金武町 なし 旧暦盆
1004 伝統 山城区エイサー 沖縄 石川市 なし 旧暦盆
1005 伝統 前原区エイサー 沖縄 石川市 なし 旧暦盆
1006 伝統 伊波区エイサー 沖縄 石川市 なし 旧暦盆
1007 伝統 美原区エイサー 沖縄 石川市 なし 旧暦盆
1008 伝統 冨着区エイサー 沖縄 石川市 なし 旧暦盆
1009 伝統 赤野エイサー 沖縄 具志川市 なし 旧暦盆
1010 伝統 具志川エイサー 沖縄 具志川市 なし 旧暦盆
1011 伝統 赤道エイサー 沖縄 具志川市 なし 旧暦盆
1012 伝統 天願エイサー 沖縄 具志川市 なし 旧暦盆
1013 伝統 安慶名エイサー 沖縄 具志川市 なし 旧暦盆
1014 伝統 豊原エイサー 沖縄 具志川市 なし 旧暦盆
1015 伝統 宮里エイサー 沖縄 具志川市 なし 旧暦盆
1016 伝統 川崎エイサー 沖縄 具志川市 なし 旧暦盆
1017 伝統 田場エイサー 沖縄 具志川市 なし 旧暦盆
1018 伝統 江洲エイサー 沖縄 具志川市 なし 旧暦盆
1019 伝統 宇座エイサー 沖縄 読谷村 なし 旧暦盆
1020 伝統 大湾エイサー 沖縄 読谷村 なし 旧暦盆
1021 伝統 伊良皆エイサー 沖縄 読谷村 なし 旧暦盆
1022 伝統 高志保エイサー 沖縄 読谷村 なし 旧暦盆
1023 伝統 喜名エイサー 沖縄 読谷村 なし 旧暦盆
1024 伝統 波平エイサー 沖縄 読谷村 なし 旧暦盆
1025 伝統 座喜味エイサー 沖縄 読谷村 なし 旧暦盆
1026 伝統 長浜エイサー 沖縄 読谷村 なし 旧暦盆
1027 伝統 渡慶次エイサー 沖縄 読谷村 なし 旧暦盆
1028 伝統 瀬名波エイサー 沖縄 読谷村 なし 旧暦盆
1029 伝統 大添エイサー 沖縄 読谷村 なし 旧暦盆
1030 伝統 楚辺エイサー 沖縄 読谷村 なし 旧暦盆
1031 伝統 比謝矼エイサー 沖縄 読谷村 なし 旧暦盆
1032 伝統 古堅エイサー 沖縄 読谷村 なし 旧暦盆
1033 伝統 千原エイサー 沖縄 嘉手納町 なし 旧暦盆
1034 伝統 西浜エイサー 沖縄 嘉手納町 なし 旧暦盆
1035 伝統 比謝エイサー 沖縄 嘉手納町 なし 旧暦盆
1036 伝統 南エイサー 沖縄 嘉手納町 なし 旧暦盆



no タイプ 名称 県 市町町
文化財指
定
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1037 伝統 栄口エイサー 沖縄 北谷町 なし 旧暦盆
1038 伝統 謝刈エイサー 沖縄 北谷町 なし 旧暦盆
1039 伝統 上勢エイサー 沖縄 北谷町 なし 旧暦盆
1040 伝統 桃原エイサー 沖縄 北谷町 なし 旧暦盆
1041 伝統 北玉エイサー 沖縄 北谷町 なし 旧暦盆
1042 伝統 宇地原エイサー 沖縄 北谷町 なし 旧暦盆
1043 伝統 北前エイサー 沖縄 北谷町 なし 旧暦盆
1044 伝統 宮城エイサー 沖縄 北谷町 なし 旧暦盆
1045 伝統 宜野湾エイサー 沖縄 宜野湾市 なし 旧暦盆
1046 伝統 野嵩エイサー 沖縄 宜野湾市 なし 旧暦盆
1047 伝統 内間エイサー 沖縄 浦添市 なし 旧暦盆
1048 伝統 宮城エイサー 沖縄 浦添市 なし 旧暦盆
1049 伝統 牧港エイサー 沖縄 浦添市 なし 旧暦盆
1050 伝統 屋慶名エイサー 沖縄 与那城町 なし 旧暦盆
1051 伝統 与那城エイサー 沖縄 与那城町 なし 旧暦盆
1052 伝統 平安座エイサー 沖縄 与那城町 なし 旧暦盆
1053 伝統 西原エイサー 沖縄 与那城町 なし 旧暦盆
1054 伝統 照間エイサー 沖縄 与那城町 なし 旧暦盆
1055 伝統 上原エイサー 沖縄 与那城町 なし 旧暦盆
1056 伝統 宮城エイサー 沖縄 与那城町 なし 旧暦盆
1057 伝統 池味エイサー 沖縄 与那城町 なし 旧暦盆
1058 伝統 平安名エイサー 沖縄 勝連町 なし 旧暦盆
1059 伝統 南風原エイサー 沖縄 勝連町 なし 旧暦盆
1060 伝統 内間エイサー 沖縄 勝連町 なし 旧暦盆
1061 伝統 比嘉エイサー 沖縄 勝連町 なし 旧暦盆
1062 伝統 園田エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1063 伝統 越来エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1064 伝統 胡屋エイサ－ 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1065 伝統 南桃原エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1066 伝統 諸見里エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1067 伝統 室川エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1068 伝統 嵩原エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1069 伝統 安慶田エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1070 伝統 城前エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1071 伝統 照屋エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1072 伝統 住吉エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1073 伝統 嘉間良エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1074 伝統 八重島エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1075 伝統 センターエイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1076 伝統 中の町エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1077 伝統 山内エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1078 伝統 山里エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1079 伝統 久保田エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1080 伝統 美里エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1081 伝統 東エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1082 伝統 宮里エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1083 伝統 松本エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1084 伝統 明道エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1085 伝統 知花エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1086 伝統 豊川エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1087 伝統 池原エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1088 伝統 古謝エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1089 伝統 大里エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1090 伝統 東桃原エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1091 伝統 比屋根エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1092 伝統 与儀エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1093 伝統 泡瀬エイサー 沖縄 沖縄市 なし 旧暦盆
1094 伝統 和仁屋エイサー 沖縄 北中城村 なし 旧暦盆
1095 伝統 島袋エイサー 沖縄 北中城村 なし 旧暦盆
1096 伝統 仲順エイサー 沖縄 北中城村 なし 旧暦盆
1097 伝統 喜舎場エイサー 沖縄 北中城村 なし 旧暦盆
1098 伝統 安谷屋エイサー 沖縄 北中城村 なし 旧暦盆
1099 伝統 屋宜原エイサー 沖縄 北中城村 なし 旧暦盆
1100 伝統 津波エイサー 沖縄 北中城村 なし 旧暦盆
1101 伝統 荻道エイサー 沖縄 北中城村 なし 旧暦盆
1102 伝統 石平エイサー 沖縄 北中城村 なし 旧暦盆
1103 伝統 渡口エイサー 沖縄 北中城村 なし 旧暦盆
1104 伝統 熱田エイサー 沖縄 北中城村 なし 旧暦盆
1105 伝統 新城エイサー 沖縄 具志頭村 なし 旧暦盆
1106 伝統 安里エイサー 沖縄 具志頭村 なし 旧暦盆
1107 伝統 ぐしちゃんエイサー 沖縄 具志頭村 なし 旧暦盆
1108 伝統 米須エイサー 沖縄 糸満市 なし 旧暦盆
1109 伝統 武富エイサー 沖縄 糸満市 なし 旧暦盆
1110 伝統 喜屋武エイサー 沖縄 糸満市 なし 旧暦盆
1111 伝統 大城エイサー 沖縄 大里村 なし 旧暦盆
1112 伝統 首里平良町エイサー 沖縄 那覇市 なし 旧暦盆
1113 伝統 安次嶺エイサー 沖縄 那覇市 なし 旧暦盆
1114 伝統 新城エイサー 沖縄 那覇市 なし 旧暦盆
1115 伝統 国場エイサー 沖縄 那覇市 なし 旧暦盆
1116 伝統 安里エイサー 沖縄 那覇市 なし 旧暦盆
1117 伝統 石垣島のアンガマ 沖縄 石垣市 なし 旧暦盆   
1118 伝統 竹富島のアンガマ 沖縄 竹富町 なし 旧暦盆
1119 伝統 西表島のアンガマ 沖縄 竹富町 なし 旧暦盆
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1120 伝統 小浜島のアンガマ 沖縄 竹富町 なし 旧暦盆
1121 伝統 黒島のアンガマ 沖縄 竹富町 なし 旧暦盆
1122 伝統 波照間島のムシャーマ 沖縄 竹富町 なし 旧暦盆
1123 伝統 与那国島のアンガマ 沖縄 与那国町 なし 旧暦盆


