
　※日時等は変更されることがありますので、最新の情報は神楽団体の所在する市町へお尋ねください。

開催日 曜日 時間(予定) 神楽団体 奉納場所 祭礼名

12：00～ 山内神楽（豊前市） 深山八幡神社（豊前市河原田285）　※湯立神楽あり 秋祭

13：00～21：00 大村神楽（豊前市） 足切神社（豊前市赤熊971）　　　　　　　※湯立神楽あり 秋祭

10月21日 金 9：00～ 山内神楽（豊前市） 安雲公民館（上毛町安曇48） 秋祭

8：00～ 山内神楽（豊前市） 貴船神社（豊前市永久249） 秋祭

10:00～23:00 吉富神楽（吉富町） 貴船神社（中津市宮夫） 秋祭

11：00～23：00 成恒神楽（上毛町） 若八幡神社（上毛町中村241） 秋祭

14：00～22：00 友枝神楽（上毛町） 貴船神社（中津市宮永） 秋祭

9：00～ 三毛門神楽（豊前市） 貴船神社（豊前市市丸208-1）　　　　※湯立神楽あり 秋祭

10:00～23:00 吉富神楽（吉富町） 界木公民館（吉富町直江472-2） 秋祭

13：00～21：00 大村神楽（豊前市） 恵比寿神社（豊前市宇島373-3）　　※湯立神楽あり 秋祭

14：00～ 黒土神楽（豊前市） 堂山神社（豊前市宇島557）　　　　　　※湯立神楽あり 秋祭

10月24日 月 13：00～ 山内神楽（豊前市） 楡八幡神社（豊前市八屋2581-1） 秋祭

10月25日 火 15：00～21：00 大村神楽（豊前市） 菅原神社（豊前市八屋760） 秋祭

10:00～23:00 吉富神楽（吉富町） 尻高公民館（上毛町尻高1200）　　　※湯立神楽あり 秋祭

13：00～ 黒土神楽（豊前市） 鬼木集会所（豊前市鬼木475） 秋祭

10：00～14：00 吉富神楽（吉富町） 吉富フォーユー会館(吉富町広津413-1） 文化祭

12：00～ 今井神楽（行橋市） 熊野神社（行橋市今井2203） 新嘗祭

11月6日 日 10：00～16：30 友枝神楽（上毛町） 貴船神社（上毛町西友枝3725）　　　※湯立神楽あり 秋祭

13：00～23：00 友枝神楽（上毛町） 貴船神社（上毛町土佐井402-1） 秋祭

13：00～23：00 成恒神楽（上毛町） 貴船神社（中津市如水） 秋祭

11月13日 日 11：00～23：00 友枝神楽（上毛町） 八社神社（上毛町西友枝2319） 秋祭

11月19日 土 14：00～22：00 友枝神楽（上毛町） 鶴岡八幡神社（上毛町西友枝582-1） 秋祭

11月20日 日 14：00～ 唐原神楽（上毛町） 六社神社（上毛町上唐原2050-1） 秋祭

11月22日 火 10：00～ 岩屋神楽（豊前市） 稲成神社（豊前市下河内2146-1） 秋祭

12：00～ 山内神楽（豊前市） 清原神社（豊前市下河内90-1） 秋祭

14：00～深夜 大村神楽（豊前市） 貴船神社（豊前市荒堀634） 秋祭

14：00～ 唐原神楽（上毛町） 毛蔵神社（中津市曽木） 秋祭

14：00～22：00 友枝神楽（上毛町） 八幡神社（上毛町百留3311） 秋祭

15：00～23：00 成恒神楽（上毛町） 貴船神社（中津市是則） 秋祭

15：00～22：00 友枝神楽（上毛町） 八社神社（上毛町東上3327-1） 秋祭

12：00～ 山内神楽（豊前市） 須佐神社（豊前市下河内1070） 秋祭

14：00～ 唐原神楽（上毛町） 貴船神社（上毛町下唐原652-1） 秋祭

15：00～23：00 成恒神楽（上毛町） 貴船神社（中津市三光土田） 秋祭

15：00～ 中村神楽（豊前市） 角田八幡神社（豊前市中村567） 秋祭

「京築神楽」奉納スケジュール　【平成２８年１０月下旬～年末年始分】

　京築地域では、古くから神楽や祇園祭、修験道に関わる祭礼などが繰り広げられ、谷筋ごと小集落ごとに個性的な
伝統文化をかたちづくってきました。
　なかでも、雨の恵みを望み、日の神への祈願の舞であるともいわれる神楽は、古くは神殿での神官による奉納に端
を発し、明治以降は里に下り、人々の暮らしに深く根付きながら、地域の人々によって受け継がれています。
　江戸時代以前からの長い伝統を有するものから、現代的な感覚を取り入れた創作神楽まで、団体の成り立ちや特徴
は様々ですが、京築地域では、今日も３０を超える神楽団体が神楽の伝承・普及と後継者の育成に努めています。
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京築神楽イメージキャラクター 

「みさきくん」 

平成２８年１０月２８日改訂版 

 

「京築神楽ガイドブック」 
 

  京築神楽の特徴、神楽の奉納時期、神社の地図のほか、神楽団体の紹介や演目解説など、京築神楽の 

魅力が詰まった一冊です。巻末には「お立ち寄りスポット」として、観光スポットや道の駅などの土産処も掲載 

しています。 

 ガイドブックは、京築地域の各市役所・町役場・観光協会、道の駅などの直売所、北九州市・福岡市の観光 

案内所、北九州空港、県総合庁舎などで配布しています。 

 この、奉納スケジュールとあわせて、京築地域の神楽めぐりにご活用ください。 
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開催日 曜日 時間(予定) 神楽団体 奉納場所 祭礼名

12月2日 金 14：00～ 唐原神楽（上毛町） 貴船神社（宇佐市安心院） 秋祭

8：00～ 三毛門神楽（豊前市） 春日神社（豊前市三毛門307）　　※湯立神楽あり 秋祭

9：00～深夜 大村神楽（豊前市） 甲神社（豊前市大村1141-1）※荒堀集会所 秋祭

9：00～ 黒土神楽（豊前市） 沓川神社（豊前市沓川232） 秋祭

10:00～23:00 吉富神楽（吉富町） 臼木公民館・神社（中津市三光臼木） 秋祭

12：00～ 山内神楽（豊前市） 合八幡神社（豊前市天和389） 秋祭

14：00～ 唐原神楽（上毛町） 貴船神社（上毛町垂水648-1） 秋祭

14：00～23：00 友枝神楽（上毛町） 七社神社（上毛町原井823） 秋祭

16：00～早朝 成恒神楽（上毛町） 貴船神社（中津市原口） 秋祭

9：00～深夜 大村神楽（豊前市） 事代主神社（豊前市今市375） 秋祭

14：00～ 唐原神楽（上毛町） 貴船神社（中津市相原） 秋祭

未定 成恒神楽（上毛町） 貴船神社（中津市三光） 秋祭

12月9日 金 14：00～ 唐原神楽（上毛町） 貴船神社（中津市高瀬） 秋祭

13:00～17:00 吉富神楽（吉富町） 川上神社（宇佐市金屋） 秋祭

13：00～深夜 大村神楽（豊前市） 大歳神社（豊前市四郎丸1495） 秋祭

14：00～ 唐原神楽（上毛町） 貴船神社（中津市高瀬） 秋祭

14:00～23:00 土屋神楽（吉富町） 八坂神社（中津市三保） 秋祭

12月上旬 未定 山内神楽（豊前市） 大山衹神社（豊前市青畑） 秋祭

14：00～ 唐原神楽（上毛町） 貴船神社（中津市湯屋） 秋祭

13：00～ 大村神楽（豊前市） 琴牧神社（豊前市大村166-1） 秋祭

12月13日 火 14：00～ 唐原神楽（上毛町） 貴船神社（上毛町上唐原1063-1） 秋祭

12月25日 日 10：00～18：00 友枝神楽（上毛町） 貴船神社（宇佐市安心院） 秋祭

23:00～ 道場寺神楽（行橋市） 北山神社（行橋市道場寺444） 除夜祭

23：50～ 大村神楽（豊前市） 大富神社（豊前市四郎丸256-1）　　※湯立神楽あり 除夜祭

23：00～ 金富神楽（築上町） 金富神社（築上町湊392-2） 年越・新年奉納

年末 未定 伝法寺神楽（築上町） 岩戸見神社（築上町伝法寺1339） 元旦祭

0：00～ 今井神楽（行橋市） 熊野神社（行橋市今井2203） 元旦祭

0：00～ 黒土神楽（豊前市） 石清水八幡神社（豊前市久路土996） 元旦祭

0：00～ 新津神楽社中（苅田町） 大原八幡神社（苅田町新津1427） 歳旦祭

00:00～03:00 土屋神楽（吉富町） 八幡古表神社（吉富町小犬丸353-1） 元旦祭

0：00～ 赤幡神楽（築上町） 赤幡八幡神社（築上町赤幡325-1） 年越し新年

10：00～ 小原神楽（築上町） 綱敷天満宮（築上町高塚794-2） 元旦祭

12：00～ 今井神楽（行橋市） 須佐神社（行橋市元永1299） 元旦祭

12：00～ 元永神楽（行橋市） 須佐神社（行橋市元永1299） 元旦祭

12:00～16:00 吉富神楽（吉富町） 中津大神宮（中津市二ノ丁中津城内） 元旦祭

未定 寒田神楽（築上町） 山霊神社（築上町寒田634） 元旦祭

未定 中村神楽（豊前市） 角田八幡神社（豊前市中村567） 元旦祭

12月3日 土

12月4日 日

1月1日 日

年始

12月10日 土

12月11日 日

12月31日 土

神楽のスケジュール等の詳細については、神楽団体 

の所在する市町へお問い合わせください。 
 

行橋市  総合政策課    ０９３０－２５－１１１１(代表) 

 

豊前市  総合政策課    ０９７９－８２－１１１１(代表)   

 

苅田町  協働のまちづくり課 ０９３－４３４－１８０９ 

 

みやこ町 総合政策課    ０９３０－３２－２５１１ 

 

吉富町  企画財政課    ０９７９－２４－４０７１ 

 

上毛町  企画情報課    ０９７９－７２－３１１１（代表） 

 

築上町  企画振興課    ０９３０－５６－０３００（代表） 

京築地域のイベント・神楽情報は・・・ 

URL：https://www.keichiku.info   

 

 神楽を鑑賞される皆様へ 

 
 神楽は、地元の氏子さんが神々に感謝し、家内安全を祈って奉

納するものです。見学にあたっては、地元の方々にご迷惑がかか

らないようにお願いします。 

 また、写真を撮影する際、フラッシュの使用・過度なシャッ

ター音や視界を遮るなどの行為は、他のお客様のご迷惑になりま

すので、ご遠慮願います。特に、三脚を使った撮影は、他のお客

様のご迷惑にならないようご注意願います。         

奉納スケジュールは、随時更新しています。 

京築７市町での配布のほか、下記のホームページから

ダウンロードできます。 

京築連帯アメニティ都市圏推進会議　・　神楽の里づくり推進協議会


