
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の文化審議会で、「近江湖南のサンヤレ踊り」と「近江のケンケト祭り長刀振り」が重

要無形民俗文化財に指定されました！あわせて、「近江の郷祭り」も記録作成等の措置を講

ずべき無形の民俗文化財に選択されました！これを受け、滋賀県の重要無形民俗文化財は合

計６件に、記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財は合計９件になりました。 

 

 

○近江湖南のサンヤレ踊り 

草津市の７つのサンヤレ踊りと栗東市の小杖祭りなどです。 

「サンヤレ サンヤレ」という囃子詞（はやしことば）で囃し 

ながら、華やかに趣向を凝らした衣装の子どもたちが、太鼓や鉦、 

ササラなどの打楽器を中心とした楽器を奏しながら踊ります。 

【草津市下笠のサンヤレ踊り】 

 

 

○近江のケンケト祭り長刀(なぎなた)振り 

 守山市のすし切り祭、甲賀市のケンケト祭り、東近江市と竜王町のケンケト祭りなどです。 

「踊り子」と称される華やかに美しく装った少年が、鉦、ササラ、太鼓、小鼓等の楽器を奏しな 

がら長刀踊りや棒振りを行います。 

「花」や「鷺」という鉾が付随する 

ことも特色の一つです。 

【左：竜王町、右：甲賀市】 

 

 

 

 

○近江の郷(ごう)祭り 

 滋賀県のほぼ全域にわたってみられる祭礼で、郷と称する複数 

集落によって継承されているお祭りです。 

【高島市の川上祭り】 

 

重要無形民俗文化財 
 に指定されました！ 
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近江のケンケト祭り長刀振り 



近江の祭り 

滋賀県は祭りの宝庫です。県内各地で様々なお祭りが年間を通して開催されています。今回、重

要無形民俗文化財に新しく指定されたのは、２件とも「風流踊り」という種類のお祭りです。滋賀

県のお祭りを主なカテゴリーに分けて紹介します。（掲載以外のお祭りもあります。★は毎年同じ日

に開催されます。日付は変更となる場合があります。また、年により実施されないものもあります。

写真は☆のお祭りです。◎は(公社)びわこビジターズビューロー） 

 

 

 

風流(ふりゅう)踊り 

中世以降に始まった、鉦・太鼓・笛などの鳴り物や独特の 

囃子詞等に合わせ、様々な衣装を着た人々が群舞する踊り。 

疫神祓いや五穀豊穣の願いを込めて行われています。 

 

18日 ★ 川上祭（サンヤレ祭） 日置神社・津野神社 高島市
第三日曜日 黒川花笠太鼓踊り 大宮神社 甲賀市

23日に近い日曜日 ケンケト祭（帯掛け祭）
高木神社・旭野神社・山
部神社

東近江市

3日 ★ ケンケト祭り 杉之木神社 竜王町
3日 ★ ケンケト祭り 瀧樹神社 甲賀市
3日 ★ 草津のサンヤレ踊り 老杉神社など 草津市
5日 ★ すし切り祭 下新川神社 守山市
5日 ★ 小杖祭り（花傘踊り） 小槻大社 栗東市
5日 ★ 豊年踊り（サンヤレ踊り） 馬路石邊神社 守山市
5日 ★ 長刀まつり 小津神社 守山市
15日 ★ 井之口豊年太鼓踊 米原市井之口 米原市
21日 ★ 北落のおはな踊り 日吉神社 甲良町
第一土曜日 牧の太鼓踊り 日雲神社 甲賀市
第一土曜日 上砥山の田楽踊 日吉神社 栗東市
13日 ★ 渋川花踊り 伊砂砂神社 草津市
23日（5年に1度） ★ 春照太鼓踊り 八幡神社 米原市
第一日曜日（5年に1度） 伊吹山奉納太鼓踊☆ 三之宮神社 米原市
第二土日の前後 朝日豊年太鼓踊 八幡神社 米原市
第二日曜日 大野木豊年太鼓踊り 八相宮 米原市
下旬の日曜日 上笠天満宮講踊り 上笠天満宮 草津市

4月

5月

8月

9月

10月

 

 

 

 

 

奴振り(やっこふり・やっこぶり) 

武家の供揃えに由来するもの。行列で進みながら行われます。 

 

4月 29日 ★ 奴振り 坂田神明宮 米原市
1日（5年に1度） ★ 奴振り 油日神社 甲賀市
3日 ★ 磯武者行列 礒崎神社 米原市
4日 ★ 七川祭☆ 大荒比古神社 高島市
4日 ★ 公家奴振り 熊野神社 米原市
5日 ★ 武家奴振り 山津照神社 米原市

11月 15日に近い日曜日 公家奴振り 福田寺 米原市

5月

 

 

今年は伊吹山奉納太鼓踊が 10 月 4 日（日）に開催！ 



 

曳山(ひきやま)祭り 

曳山と呼ばれる山車が巡行する華やかな祭礼。街道沿いの 

豊かな町衆が支えました。長浜や米原のように曳山の上で 

子どもが歌舞伎を演じたり、大津のようにからくりが楽し 

めたり、様々な曳山があります。また、昼の巡行だけでな 

く、提灯等で曳山が彩られる夜も見どころです。 

 

13日～16日 ★ 長浜曳山まつり☆ 長濱八幡宮 長浜市
19・20日 ★ 水口曳山祭 水口神社 甲賀市
20日に近い日曜日 堅井之大宮の曳山祭り 軽野神社 愛荘町
2・3日 ★ 日野祭 馬見岡綿向神社 日野町
3・4日 ★ 大溝祭 日吉神社 高島市

7月 第三土・日曜日 浅小井曳山まつり（祇園祭） 津島神社 近江八幡市
第二土日前後 大津祭 天孫神社 大津市
第二土日前後 米原曳山まつり 湯谷神社 米原市

4月

5月

10月
 

 

 

 

 

火祭り 

左義長やとんど焼き、お盆の迎え火・送り火をはじめとする 

火祭りは、夜にクライマックスを迎える勇壮なお祭りです。 

 

第二土曜日 勝部の火祭り 勝部神社 守山市
第二土曜日 浮気の火まつり 住吉神社 守山市

3月 14・15日に近い土・日曜日 左義長まつり☆ 日牟禮八幡宮 近江八幡市
4月 14・15日 ★ 八幡まつり 日牟禮八幡宮 近江八幡市

1日 ★ 弓削の火祭り 小日吉神社 竜王町
4日 ★ 篠田の花火 篠田神社 近江八幡市
4日 ★ 御崎神社の火まつり 御崎神社 愛荘町
14・15日 ★ 火ふり祭 五社神社・ひばり野 日野町
15日 ★ 清滝大松明 清滝山 米原市
15日 ★ まんどう火祭り 白鳥神社 東近江市

1月

5月

8月

 

 

 

 

 

奇祭 

全国で、滋賀県でここだけの 

習俗を見ることができる、 

珍しいお祭りです。 

 

4月 4日 ★ 南山王の祭（ホイノボリ）☆ 日枝神社 日野町
5月 3日 ★ 鍋冠まつり 筑摩神社 米原市
7月 23・24日 ★ 大原祇園祭（ハナバイ）☆ 大鳥神社 甲賀市
8月 7日に近い土曜日 千草盆（ヤッサ） 金山神社 甲良町
9月 第一日曜日 近江中山の芋競べ祭り 熊野神社・野上山 日野町
10月 第二月曜日 ずいき祭 御上神社 野洲市  

◎ 

◎ 

◎ 

大津祭の見送幕（石橋山）と前掛（孔明祈水山）は、 
保存修理事業の一環で昨年、復元新調されました。 



おこない 

年頭にあたって神仏の前に村人が集い、その年の村内安全や五穀 

豊穣を祈る行事で、現在でも湖北地域や甲賀地域を中心に湖東・ 

湖南地方でも広く伝承されています。内容は祭りによって様々で 

あり、餅花や牛王宝印と呼ばれる護符の祈祷、的や空に向かって 

矢を射る、乱声（ランジョウ）という堂の床や壁面を叩き大きな 

音を立てるなど様々な儀式が執り行われます。 

 

成人の日の前日 西市辺裸まつり 法徳寺薬師堂 東近江市
第二日曜日 鬼ばしり 長寿寺 湖南市
成人の日 弓取りの神事☆ 熊野神社 日野町
14日 ★ 田中の粥占い 八幡神社 竜王町
上旬 杉野のおこない 杉野中薬師堂 長浜市
下旬 川道のおこない 川道神社 長浜市

1月

2月
 

 

 

 

神輿(みこし)の船渡御(ふなとぎょ) 

お神輿が船に乗って渡るお祭りです。（伊庭はかつて内湖を 

船渡御していましたが、現在は行っていません） 

 

4月 12日～14日 ★ 山王祭☆ 日吉大社 大津市
5月 4日 ★ 伊庭の坂下し祭 繖峰三神社 東近江市
8月 17日 ★ 船幸祭 建部大社 大津市  

 

 

 

馬が登場する祭り 

走ったり、行列を組んだり、 

馬が活躍するお祭りです。 

 

4月 22日 ★ 多賀まつり☆ 多賀大社 多賀町
5日 ★ 節句祭（流鏑馬） 苗村神社 竜王町
6日頃 足伏走馬☆ 賀茂神社 近江八幡市

6月 第一日曜日 近江神宮流鏑馬 近江神宮 大津市

5月

 

 

 

 

 

 

 

◎ ◎ 

～滋賀応援寄附（ふるさと納税）のご案内～ 

滋賀県にはたくさんのお祭りがありますが、地域の過疎化や高齢化により、見ることができなくなっ

たお祭りもあります。参加できる年齢や性別の幅を広げたり、役割を分担したり、ボランティアを募集

したりと、知恵と工夫により各地のお祭りは継続されています。近年、長浜市鍛冶屋の太閤踊りや高島

市朽木の六斎念仏踊りなど、地域の外からの力を借りて復活した事例も出てきました。 

滋賀県では、文化財の魅力発信や次世代継承に活用するため、滋賀応援寄附を受け付け 

ています。みなさまの応援で滋賀を元気に！  「ふるさとチョイス 滋賀県」で検索 

今年の川道のおこないは 2/29(土)宵宮、3/1(日)本膳 


