
○ ⺠俗芸能等
令和２年11⽉時点

市町村 名称 内容 開催地 保存団体等名

⿅児島市 ２⽉ 皆房棒踊り ⾦⼭と花⼑を使って踊る棒踊り ⿅児島市 皆房棒踊保存会

⿅児島市 ２⽉ 喜入の正神舞 宮坂神社の氏子によって代々伝承される舞 ⿅児島市宮坂神社 宮坂神社氏子総代

⿅児島市 ３⽉ 本城棒踊り ⿅児島市 本城地区棒踊り保存会

⿅児島市 ３⽉ 吉水棒踊り ⿅児島市 吉水棒踊り保存会

⿅児島市 ３⽉ ⻄菖蒲⾕棒踊り 菖蒲神社の春例祭で奉納 ⿅児島市 ⻄菖蒲⾕棒踊り保存会

⿅児島市 ３⽉ 下花棚棒踊り 6尺棒と，なぎなた・鎌の組み合わせで踊る ⿅児島市 下花棚棒踊り保存会

⿅児島市 ３⽉ 花野棒踊り ⿅児島市花野南⽅神社 花野棒踊り保存会

⿅児島市 ３⽉ 帯迫棒踊り ⿅児島市 帯迫棒踊り保存会

⿅児島市 ７⽉ ⻄別府太⿎踊り ⿅児島市⻄別府町 上町内会

⿅児島市 ７⽉ ⻄別府⽥植踊り 諏訪神社の六⽉灯等で披露 ⿅児島市⻄別府町 ⻄別府下⽥植踊り保存会

⿅児島市 ９⽉ 花尾太⿎踊り ⿅児島市 花尾太⿎踊り保存会

⿅児島市 ９⽉ 岩⼾ホウソウ踊り ⿅児島市 同踊り保存会

⿅児島市 ９⽉ 大平の獅子舞 ⿅児島市 大平獅子舞保存会

⿅児島市 10⽉ 入佐棒おどり 五穀豊穣を願って⾏われる ⿅児島市 入佐棒踊保存会

⿅児島市 10⽉ 中⼭虚無僧踊り ⿅児島市 中⼭町下虚無僧踊り保存会

⿅児島市 11⽉ 催馬楽舞 ⿅児島市 せばる隼人舞保存会

⿅児島市 11⽉ チンチクチン踊り ⿅児島市 ⼆軒茶屋太⿎踊り保存会

⿅児島市 12⽉ ⽟利鎌⼿踊り ⿅児島市 ⽟利鎌⼿踊保存会

⿅児島市 12⽉ 錫⼭石当節 石当，ノミ，水サシ等の道具を用いた歌，踊り ⿅児島市錫⼭ 錫⼭石当節保存会

⿅児島市 12⽉ 小⼭⽥太⿎踊り ⿅児島市小⼭⽥町 太⿎踊り保存会

⿅児島市 12⽉ ⼭⽥の鉦踊り ⿅児島市 ⼭⽥鉦踊保存会

⿅児島市 12⽉ 東桜島・島まわり節 ⿅児島市 同保存会

⿅児島市 12⽉ ⻄⽥橋・地つき唄 ⿅児島市 正調おはら節保存会

⿅児島市 12⽉ 広木虚無僧踊り ⿅児島市 広木虚無僧踊保存会

⿅児島市 12⽉ 野頭銭太⿎踊り ⿅児島市 野頭銭太⿎保存会

⿅児島市 12⽉ 米洗い節 ⿅児島市 永吉町芸能保存会

⿅児島市 12⽉ ソバ切り踊り ⿅児島市 ⾕⼭芸能保存会

⿅児島市 12⽉ ⽥上棒踊り ⿅児島市 ⽥上棒踊保存会

⿅児島市 12⽉ 上花棚棒踊り ⿅児島市 上花棚棒踊保存会

⿅児島市 12⽉ 犬迫荒磯棒踊り（活動休止中） ⿅児島市 荒磯棒踊り保存会

⿅児島市 12⽉ 大久保棒踊り ⿅児島市 大久保棒踊り保存会



市町村 名称 内容 開催地 保存団体等名

⿅児島市 城内天狗踊り ⿅児島市 城内天狗踊り保存会事務局

⿅児島市 12⽉ 桜島火の島太⿎ ⿅児島市 桜島火の島太⿎保存会

⿅児島市 12⽉ ⻄俣⼋丁杵踊り ⿅児島市 ⻄俣⼋丁杵踊り保存会

⿅児島市 12⽉ 川⽥棒踊り ⿅児島市 川⽥棒踊り保存会

⿅児島市 12⽉ 中名棒踊り
島津氏の朝鮮での先勝を祈念し，農⺠の⼠気を⿎舞するために踊られた
踊り

⿅児島市
中名上,中名中,中名下
棒踊り保存会

⿅児島市 12⽉ 仮屋崎早⼄⼥踊り 用水路の開通を偲び婦人部が創作した舞 ⿅児島市 仮屋崎早⼄⼥踊り保存会

⿅児島市 12⽉ ⽣⾒おた踊り 出陣の門出に踊られた踊り ⿅児島市 ⽣⾒おた踊り保存会

⿅児島市 12⽉ 宮地棒踊り 平家一族の⼠気を⿎舞するために踊られた踊り ⿅児島市宮坂神社 宮地棒踊り保存会

⿅児島市 12⽉ 一倉鎌踊り 歴代の薩摩藩主が若者に鍛練する意味で⾏わせた式技の一種 ⿅児島市 一倉鎌踊り保存会

⿅児島市 12⽉ 前之浜チョイのチョイ 敵陣に⼥装して攻め込み大勝したことに由来 ⿅児島市 前之浜ﾁｮｲのﾁｮｲ保存会

⿅屋市 ２⽉ しか祭 先祖の狩猟時代からの古い歴史を物語る祭り ⿅屋市⽥崎町 しか祭伝承保存会

⿅屋市 ２⽉ かぎ引き祭 豊作を祈願し神木を鈎にみたてて引き合う祭り ⿅屋市中津神社 かぎ引き祭伝承保存会

⿅屋市 ２⽉ ⼭宮神社春祭り 五穀豊穣を祈念する棒踊りと鉤引き
⿅屋市串良町細⼭⽥
⼭宮神社

⼭宮神社春祭り保存会

⿅屋市 ３⽉ 石牟礼神社例祭奉納棒踊り 3集落の氏子が五穀豊穣を祈願し,棒踊りを奉納
⿅屋市輝北町平房石牟礼
神社境内

平房地区棒踊り保存会

⿅屋市 ３⽉ 棒踊り 五穀豊穣などを願って奉納させる祭り ⿅屋市大姶良 ⻄⽅棒踊り伝承保存会

⿅屋市 ８⽉ ⼑舞 ⼋坂神社の祇園祭に⾏われる神楽舞 ⿅屋市⾼須町 ⾼須⼑舞踊保存会

⿅屋市 ９⽉ ⼋⽉踊り 水神を奉り豊作を願い歌い踊る奉り ⿅屋市祓川町ほか 同踊り伝承保存会

⿅屋市 ９⽉ ⼋⽉口説踊り 水神へ奉納し、五穀豊穣を祈る祭り ⿅屋市川東町 同踊り伝承保存会

⿅屋市 ９⽉ 鉦踊り 江⼾時代から⾏われてきた水神祭りで,豊年を祈念して⾏われる ⿅屋市王子町 鉦踊り保存会

枕崎市 １⽉ 火の神太⿎ 元旦の午前６時から日の出に合わせて演奏 枕崎市火之神公園 火の神太⿎保存会

枕崎市 １⽉ ハマテゴ 子供達が⼿製の⼸で転がるダイダイを射る⾏事 枕崎市小江平公⺠館 小江平公⺠館

枕崎市 １⽉ ⽴神相撲 ⽴神地区に伝わる正⽉相撲大会 枕崎市駒場公園 ⽴神校区公⺠館

枕崎市 ９⽉ ⼗五夜⾏事 綱引き・相撲 枕崎市内各公⺠館 枕崎市内各公⺠館

枕崎市 10⽉ 豊年まつり(ホゼ） 太⿎踊り，棒踊り奉納 枕崎市南⽅神社/妙⾒神社
⼭下/東⿅篭太⿎踊り
･⼭口棒踊り保存会

阿久根市 ５⽉ ひな⼥祭り
佐潟地区出⾝の男性の⻑⼥のみを子孫繁栄を願って背中合わせに背負っ
て踊る

阿久根市佐潟地区漁港広
場

佐潟ひな⼥祭り保存会

出水市 ３⽉ 牛耕の儀 春季大祭に奉納されるユーモラスな儀式 出水市 加紫久利神社

出水市 ９⽉ 紫尾神社大祭 五穀豊穣を祝い，郷⼟芸能を披露し奉納する 出水市⾼尾野町紫尾神社 紫尾神社神官税所篤磨

出水市 随時 種子島楽 県指定無形文化財，武家屋敷のある出水麓に伝わる踊り 出水市 出水種子島楽保存会

出水市 12⽉ 加紫久利神楽舞 加紫久利神社例大祭で奉納 出水市
加紫久利神社神楽舞
保存会

出水市 随時 ⽥ノ神舞 豊年を祝い，町⺠が⽥ノ神に感謝の餅を捧げる 出水市野⽥町／随所 熊陳地区⽥ノ神舞保存会

出水市 随時 ⼭⽥楽 太⿎踊 出水市野⽥町／随所 ⻘木地区⼭⽥楽保存会

出水市 随時 餅井奴 餅井集落に伝わる三味線，太⿎，唄による踊り 出水市野⽥町／随所 餅井奴保存会



市町村 名称 内容 開催地 保存団体等名

出水市 随時 島津太⿎ 太⿎による島津家発祥の地ＰＲ及び地域活性 出水市内外／随所 野⽥郷島津太⿎保存会

指宿市 １⽉ サンコンメ
15歳を迎えた少年たちが「無病息災」などと書かれた紙が貼られた孟宗
⽵を担ぎ，グルグルと回りながら辻の道路にほうり投げる。その⽵に入
れていた硬貨が⾶び散り周りで⾒ていた子ども達が競って拾う。

指宿市⼭川浜児ヶ水区 サンコンメ保存会

指宿市 １⽉ ⻤火焚き 年中⾏事のひとつ。家内安全，無病息災を願って⾏われる。 指宿市各地区 各地域の公⺠館や子ども会

指宿市 １⽉ ダセチッ
祖⽗や⽗親が作ったダセッボーを使って，昨年の新婚者宅を訪れ，祝い
⾔葉に合わせながら庭を突く。

指宿市⼭川利永区 利永区

指宿市 １⽉ メンドン かまどのすすを顔などに塗って病魔退散を願う。 指宿市⼭川利永地区 メンドン保存会

指宿市 ２⽉ 新⻄⽅棒踊り
往時の薩摩隼人の気質そのままの勇壮活発なもので，六尺棒，三尺棒を
持った６人が１組となり入り乱れて打ち合う。

指宿市新⻄⽅ 新⻄⽅棒踊り保存会

指宿市 ２⽉ ⼠官節
日清・日露戦争の頃，出兵していく兵⼠の武運⻑久を祈って，地区の
人々が着物姿で太⿎や三味線で伴奏しながら踊ったもの。

指宿市新⻄⽅ ⼠官節保存会

指宿市 ３⽉ 成川そば切り踊り
320年以上前の12⽉14日に起きた小屋の火事を村人たちがそば汁で火を
消し止めた。このエピソードを後世に伝えるための踊り。

指宿市⼭川成川 成川そば切り踊り保存会

指宿市 ５⽉ 浜児ヶ水棒踊り
昭和17年⼭川⻘年学校創⽴４周年記念体育祭を期に浜児ヶ水区の⻘年団
が福元区の棒踊りを習って踊られたもの

指宿市⼭川浜児ヶ水区 浜児ヶ水棒踊り保存会

指宿市 ６⽉ ⼭川漁り節
不漁の際に祭事を⾏い，大漁を祈願して「漁り節」を唄いはやしたとい
う「沖得祭」の故事に由来している。

指宿市⼭川福元区

福元区天神下婦人会
⼭川伝承会
福元寿会
⼭川小学校

指宿市 ７⽉ 宮坂⽥踊り
島津氏のお殿様一⾏が参勤交代で江⼾へ上がる時，道中で⻑旅の疲れを
癒すために踊られたもの。

指宿市東⽅ 宮坂⽥踊り保存会

指宿市 ７⽉ ⽟利奴踊り 独特な振り付けと片足で⾶び跳ねる軽快で激しい動きが特徴。 指宿市東⽅ ⽟利奴踊り保存会

指宿市 ７⽉ さまふり 島津家参勤交替の⿅児島への帰路の⼼境を表現したものといわれる。 指宿市⼗⼆町⾼野原 さまふり保存会

指宿市 ７⽉ 中小路唐人踊り
琉球王国の使節団の帰路中，天候不良のため揖宿や喜入等に分宿し，そ
こで披露した踊り

指宿市⼗⼆町中小路 中小路唐人踊り保存会

指宿市 ７⽉ 大⼭棒踊り 六尺棒2人，三尺棒4人を１組として打ち合う。 指宿市⼭川大⼭ 大⼭棒踊り保存会

指宿市 ７⽉ 大⼭琉球人傘踊り
琉球使節団の様子を歌や踊りにしたものが教え継がれ集落の祝い事や農
村慰安会で披露されてきた。

指宿市⼭川大⼭ 大⼭琉球人傘踊り保存会

指宿市 ９⽉ チョイノチョイ
日清・日露戦争の頃，出兵していく兵⼠の武運⻑久を祈って，地区の
人々が着物姿で太⿎や三味線で伴奏しながら踊ったもの。

指宿市小牧 小牧チョイノチョイ保存会

指宿市 ９⽉ 小牧四⽵踊り
腰を低くし，大きな掛け声を出しながら左右前に交互に走り出しながら
軽快に踊られる。

指宿市小牧 小牧四⽵踊り保存会

指宿市 ９⽉ 岩本棒踊り 岩本の農⺠達が領主の島津忠郷を慰めるために踊られた棒踊り。 指宿市岩本 岩本棒踊り保存会

指宿市 ９⽉ 庄五郎踊り
清⾒城城主が肝付軍勢を退けた戦勝を喜ぶ宴で，池⽥軍勢の武⼠「庄五
郎」が殿様の前で⾯⽩く踊った踊り。

指宿市池⽥ 庄五郎踊り保存会



市町村 名称 内容 開催地 保存団体等名

指宿市 ９⽉ 相撲甚句 昭和の初期から当地の五穀豊穣を祈願する奉納踊り。 指宿市⻄⽅下吹越 下吹越相撲甚句保存会

指宿市 ９⽉ 福元棒踊り 江⼾時代，⼭川に琉球から伝わったと⾔われている郷⼟芸能。 指宿市⼭川福元 福元棒踊り保存会

指宿市 ９⽉ 小川区棒踊り
明治38年日露戦争の祝勝の時，今和泉村池⽥の大迫⻑兵衛氏の指導によ
り始まった。

指宿市⼭川小川区 小川区棒踊り保存会

指宿市 ９⽉ 上野猿の子踊り
サスケ（猿使い）の下知（命令）に合わせて，小猿と親猿が⾯⽩おかし
く⾶び跳ねたり，芸をしたりする。

指宿市開聞上野 上野猿の子踊り保存会

指宿市 ９⽉ 上野棒踊り 三尺棒，六尺棒を持って素早く回転しながら激しく打ち合う。 指宿市開聞上野 上野棒踊り保存会

指宿市 ９⽉ ⽥中⼿拍子踊り ⼿の動きで曲に唄われている情景を表現した踊り。 指宿市開聞仙⽥ ⽥中⼿拍子踊り保存会

指宿市 ９⽉ ⾕村⼿拍子踊り 地区の児童が掛け声と四⽵を鳴らす踊り⼿の一糸乱れない踊り。 指宿市開聞仙⽥ ⾕村⼿拍子踊り保存会

指宿市 ９⽉ 下仙⽥棒踊り 三尺棒，六尺棒を持って素早く回転しながら激しく打ち合う。 指宿市開聞仙⽥ 下仙⽥棒踊り保存会

指宿市 ９⽉ 利永琉球傘踊り
江⼾時代，琉球使節団が枚聞神社に航海の無事のお礼をするため道すが
ら踊られた踊りを真似た踊り。

指宿市⼭川利永 利永琉球傘踊り保存会

指宿市 ９⽉ 開聞しだら節 大宮姫伝説の内容に沿って踊りが展開する。 指宿市開聞川尻 開聞しだら節保存会

指宿市 ９⽉ 川尻剣舞 詩吟の「福島中佐」を歌詞に踊られる。 指宿市開聞川尻 川尻⺠踊保存会

指宿市 ９⽉ 川尻棒踊り・鎌踊り
古くから猟師町として栄えた川尻ならではの⾮常にテンポの速い⽴ち回
り活気に溢れた踊り。

指宿市開聞川尻 川尻棒踊り保存会

指宿市 ９⽉ 入野物袋琉球人踊り
指宿や⼭川に伝わる琉球踊りを伝え聞いた人々が酒の宴での踊りとして
⾒よう⾒まねで踊ったのがはじまり。

指宿市開聞⼗町入野・物
袋

入野物袋琉球人踊り保存会

指宿市 ９⽉ ⼗五夜綱引き
旧暦8⽉15日に各地区で⾏われていた。大⼭区では数⼗ｍの大綱を作
り，その綱を持って集落内を練り歩く。

指宿市⼭川大⼭区など 大⼭区 他

指宿市 10⽉ 成川南⽅神社神舞
お諏訪様と呼ばれる諏訪大明神（現︓南⽅神社）に伝わる神事のひと
つ。３年に１度⾏われる。

指宿市⼭川成川 成川神舞保存会

指宿市 10⽉ 脇浦古琴節
夫婦・子どもと共にお伊勢参りをして，子どもの病気（疱瘡）が治るの
祈願する道中を踊ったもの

指宿市開聞⼗町脇浦 脇浦古琴節保存会

指宿市 10⽉ 枚聞神社ほぜ祭り 前夜祭，例大祭，御神幸，豊年相撲が⾏われる
指宿市開聞⼗町 枚聞神
社

枚聞神社

指宿市 10⽉ 枚聞神社神舞奉納
薩摩一の宮に古くから伝わる神舞奉納。五穀豊穣や地域の安泰を祝いな
がら舞われる。

指宿市開聞⼗町 枚聞神
社

指宿市役所⻘年団

指宿市 10⽉ 開聞⿓宮太⿎ 地元の神話や伝説を題材にした曲を創作し演奏している。 指宿市開聞⼗町 開聞⿓宮太⿎

指宿市 11⽉ 亥の日の石突き 稲刈りの季節を終え，⼭に帰る神々に感謝し，五穀豊穣を祈る⾏事。 指宿市⼗⼆町片野⽥ 片野⽥公⺠館



市町村 名称 内容 開催地 保存団体等名

指宿市 11⽉ 下門猿の子踊り
今和泉島津家当主忠郷が日向で出会った猿使いの芸に感激し，その猿使
いを連れて春秋２回，領⺠の労をねぎらうために躍らせたもの

指宿市池⽥ 下門猿の子踊り保存会

指宿市 12⽉ ⽥之畑棒踊り 島津義弘が文禄・慶⻑の役で活躍したことを祝い踊られたもの。 指宿市東⽅ ⽥之畑棒踊り保存会

指宿市 12⽉ 湯豊太⿎ 指宿市 指宿湯豊太⿎振興会

⻄之表市 １⽉ 大的始式 平安を祈願し，大的を36本の矢で射る
⻄之表市
種子島開発総合ｾﾝﾀｰ

⻄之表市⼸道連盟

⻄之表市 １⽉ 温座祈念 島の平安祈願 本源寺・日典寺 本源時・日典寺

⻄之表市 ８⽉ 太⿎⼭

⼋坂神社祇園祭⾏事の中で、最も勇壮で男性的な⾏事です。編笠に⽩装
束の若衆が少年と太⿎を乗せたやぐらをかつぎ「チョッサー・サセサ
セ」のかけ声をはりあげ、太⿎を打ちならしつつ、⼋坂神社から王之⼭
神社まで練り歩く。特に、途中甲⼥川を渡る太⿎⼭の光景は壮観です。

⻄之表市 太⿎⼭保存会

⻄之表市 ８⽉ 横⼭盆踊り カムキという⾯をかぶっておどる。 ⻄之表市横⼭ 横⼭盆踊保存会

⻄之表市 10⽉ 源太郎踊り
いくつもの歌詞から構成された７つの踊りからなり、それぞれ独⽴した
曲、踊り⽅であることが特徴。いつごろ誰によって継承されたかはっき
りしないが、その歌詞や踊りから、室町時代から江⼾時代初期までに伝

⻄之表市住吉神社 源太郎踊保存会

⻄之表市 10⽉ 種子島大踊 いくつもの踊りから構成されているので「大踊り」と呼んでる ⻄之表市 種子島大踊り保存会

⻄之表市 10⽉ 古⽥獅子舞
獅子と天狗の戦いに脇役として猿を交え、大太⿎、小太⿎、横笛などで
はやしたて、激しく踊る

⻄之表市 古⽥獅子舞保存会

⻄之表市 10⽉ 古⽥棒踊り 勇壮でテンポのよい踊り ⻄之表市古⽥ 古⽥棒踊り保存会

⻄之表市 10⽉ めん踊り
古くから⾯をかぶる踊りはあったようですが、江⼾時代初期頃伝来した
「ひょうたん踊り」と合わさって、独特の「めん踊り」ができたと伝え
られます。

⻄之表市深川神社 めん踊り保存会

⻄之表市 10⽉ 安納棒踊り 勇壮でテンポのよい踊り ⻄之表市 種子島開発総合ｾﾝﾀｰ

⻄之表市 10⽉ 花踊り 早苗を象徴とした花を持って踊る ⻄之表市 種子島開発総合ｾﾝﾀ-

垂水市 適時 浜平相撲甚句節保存会
明治38年旅順陥落の垂水村祝賀会の催し物として初めて公の場で踊られ,
以来部落の豊祭の折,⼜,⻘年団豊年相撲などで引き続き踊られた

垂水市 20名(⽵之下節子)

垂水市 適時 新城鎌ん⼿踊り
150年前に川辺地⽅の人々が⼭林の仕事に来て,大浜に居住し,伝承された
もののようで,五穀豊穣を祈願して奉納されたもので今日まで受け継がれ
ている

垂水市 16名(岩⽥耕喜)

垂水市 適時 中俣下川踊り

 「中俣川踊り」は、約170年前，伊集院の坪内作馬という人物が伝え
たとされる踊りである。旧暦8⽉16日に水神を祭り、雨乞い豊作を祈っ
て奉納されてきた。上川踊りと下川踊りの⼆つがあり、現在は下川踊り
のみ残っている。

垂水市 8名(⽴⼭義弘)

垂水市 適時 ⼋丁杵
⼋丁杵は、踊り⼿、歌い⼿、太⿎、三味線の組み合わせで、所作はきね
を⼿足にたとえ、⽥植えから稲刈り、モチつきまでの一連の作業を、⾶
んだりはねたりして表現している。

垂水市 8名(⽴⼭義弘)

垂水市 適時 大野原棒踊り
6尺棒と3尺棒を用いて、⼆人一組になって踊る。他地区に伝わる棒踊り
と比して、スピードが速く激しいのが特徴である。

垂水市 20名(前⽥清輝)

垂水市 適時 境棒踊り
百年前に百引から伝わったとされる棒踊りで、3人1組で編成される。3
人がそれぞれ3尺棒、6尺棒と鎌を使用し、踊る。⾐装は⻘い法被に⽩い
鉢巻き、背中に色鮮やかなたすきを結ぶ。

垂水市 16名(濱⽥⿓三)

垂水市 適時 ⼆川棒踊り

⼆川棒踊りは棒の代わりに鎌を使用することから、鎌踊りとも呼ばれ
る。場所を入れ替わって切り合ったり守ったり、大きく動く勇壮な踊り
である。⾐装は⻘い法被に⽩い鉢巻き、背中に色鮮やかなたすきを結
ぶ。

垂水市 10名(梶ヶ⼭隆世)

薩摩川内市 １⽉ 武射祭 ７歳の子供たちの⼸うちが⾏われる 薩摩川内市新⽥神社 新⽥神社神賑部

薩摩川内市 ２⽉ 倉野団子祭り 稲の種子を恵んでいただいた神様への謝恩と豊作祈願 薩摩川内市樋脇地域 倉野区

薩摩川内市 ３⽉ 太郎太郎踊り 牛と太郎らが繰り広げるユーモラスな⽥園劇 薩摩川内市南⽅神社 ⾼江太郎太郎踊り保存会

薩摩川内市 ３⽉ 久⾒崎次郎次郎踊り 豊作祈願・子孫繁栄を祈る。即興劇 薩摩川内市諏訪神社 久⾒崎次郎次郎踊り保存会



市町村 名称 内容 開催地 保存団体等名

薩摩川内市 ３⽉ 次郎次郎踊り 豊作祈願の神事の後に⾏われる芸能 薩摩川内市射勝神社 水引次郎次郎踊り保存会

薩摩川内市 ３⽉ 早馬祭 飾り⽴てた馬が踊る。⿅児島神宮初午祭より 薩摩川内市新⽥神社 新⽥神社神賑部

薩摩川内市 ４⽉ ⽥の神戻し 子孫繁栄と五穀豊穣，無病息災を祈る⾏事 薩摩川内市祁答院地域 麓集落／中原集落

薩摩川内市 ４⽉ 花まつり ⽼人，稚児が御輿を担ぎ，釈迦の誕⽣を祝う 薩摩川内市⿅島地域 徳船寺

薩摩川内市 ６⽉ 御⽥植祭 豊作を祈願し，⽥植えを奉納する神事 薩摩川内市新⽥神社 新⽥神社神賑部

薩摩川内市 ６⽉ 奴踊り 新⽥神社御⽥植祭に係る芸能という県の指定を受けている｡ 薩摩川内市稲穂神社 奴踊り保存会

薩摩川内市 ８⽉ かずらたて 五穀豊穣を祈る伝統⾏事 薩摩川内市⾥地域 各⾃治公⺠館

薩摩川内市 ８⽉ 久⾒崎盆踊（想夫恋） 朝鮮の役で戦死した夫たちを偲んで踊る盆踊り
薩摩川内市久⾒崎町
慶⻑の役祈念碑前広場

久⾒埼盆踊り想夫恋保存会

薩摩川内市 ８⽉ 太⿎踊り 町内一円を夜遅くまで踊り歩く 薩摩川内市入来地域 各太⿎踊り保存会

薩摩川内市 ８⽉ ⼗五夜かずらたて 五穀豊穣と健康を願う綱引き祭 薩摩川内市上甑地域 薩摩川内市上甑地域

薩摩川内市 ９⽉ ⼭⽥楽と⻤人舞 1845年⼭⽥の戦に由来。無事を願って歌い踊る
薩摩川内市東郷地域
諏訪神社

⼭⽥楽太⿎踊保存会(問:教育委員会)

薩摩川内市 ９⽉ 南瀬あけすめろ･南瀬太⿎踊り 秀吉の朝鮮出兵に従った東郷⼠にまつわる踊り
薩摩川内市東郷地域
霧島神社

上⽅限太⿎踊保存会/下⽅限太⿎踊保存会

薩摩川内市 ９⽉ 鷹踊り 五穀豊穣，無病息災を祈る⾏事 薩摩川内市祁答院地域 ⿊木鷹踊り保存会

薩摩川内市 10⽉ 太⿎踊り 五穀豊穣，無病息災を祈る⾏事 薩摩川内市祁答院地域 上⼿⻘年団

薩摩川内市 10⽉ 太⿎踊り 五穀豊穣，無病息災を祈る⾏事 薩摩川内市祁答院地域 下⼿馬頃尾集落

薩摩川内市 10⽉ バラ踊り 薩摩川内市祁答院地域 川東集落

薩摩川内市 10⽉ 内侍舞
薩摩川内市⾥地域
⼋幡神社

⾥地域⼋幡神社

薩摩川内市 10⽉ 内侍舞（めーしじょう） 平和と安全，五穀豊穣を祈念する祭 薩摩川内市上甑地域 上甑地域各地区

薩摩川内市 11⽉ 棒踊り，ｵﾆﾊ，⿅島太⿎ 郷⼟芸能保存会員が毎年，披露する 薩摩川内市⿅島地域 郷⼟芸能保存会

薩摩川内市 12⽉ 恵比須かずき 豊漁を祈願して⾏われる 薩摩川内市上甑地域 甑島漁協上甑支所

薩摩川内市 12⽉ 甑島のトシドン 神様トシドンが子供に１年の反省をさせる 薩摩川内市下甑地域 各地区トシドン保存会

薩摩川内市 12⽉ 入来神舞 入来独特の神楽を奏し，神舞を奉納する 薩摩川内市入来地域 入来神舞保存会

薩摩川内市 12⽉ 鷹踊り,虚無僧踊り,棒鎌踊り,兵六踊り 集落や婦人会，子供達に踊り継がれている 薩摩川内市東郷地域 各保存会

薩摩川内市 12⽉ 東郷文弥節人形浄瑠璃 １７世紀後半,上⽅より連れ帰った人形浄瑠璃師により踊り継がれたもの 薩摩川内市東郷地域 東郷文弥節人形浄瑠璃保存会

薩摩川内市 12⽉ 種子島踊り 五穀豊穣，無病息災を祈る⾏事 薩摩川内市祁答院地域 下⼿轟集落

薩摩川内市 12⽉ 鎌ん⼿踊り 五穀豊穣，無病息災を祈る⾏事 薩摩川内市祁答院地域 ⿊木⺠俗保存会

薩摩川内市 12⽉ 棒踊り 五穀豊穣，無病息災を祈る⾏事 薩摩川内市祁答院地域 〃

薩摩川内市 12⽉ 棒踊り 五穀豊穣，無病息災を祈る⾏事 薩摩川内市祁答院地域 藺牟⽥棒踊り保存会

薩摩川内市 12⽉ ⾦⼭踊り 五穀豊穣，無病息災を祈る⾏事 薩摩川内市祁答院地域 藺牟⽥⾦⼭踊り保存会

薩摩川内市 12⽉ さっこら踊り 薩摩川内市⾥地域 さっこら踊保存会

薩摩川内市 12⽉ 武者踊り 薩摩川内市⾥地域 武者踊り保存会

薩摩川内市 12⽉ 甑大明神太⿎ 和太⿎ 薩摩川内市上甑地域 甑大明神太⿎保存会



市町村 名称 内容 開催地 保存団体等名

薩摩川内市 12⽉ 大敷ばやし 定置網漁法による網もちの時のはやし歌 薩摩川内市上甑地域 平良芸能保存会

日置市 ３⽉ 稲荷神社お⽥植え祭り 豊作を祈り，滑稽なしぐさや踊りを⾏う 日置市東市来町稲荷神社 稲荷神社氏子

日置市 ３⽉ 舟こぎ祭り 航海安全を祈り，模型船を⼿渡しリレ－する 日置市吹上町船木神社 舟こぎ祭り保存会

日置市 ４⽉ 飯牟礼(上･中･下)棒踊り 日置市伊集院町熊野神社 棒踊保存会

日置市 ５⽉ 伊勢神社奉納棒踊り 日置市東市来町伊勢神社 地元保存会

日置市 ５⽉ 郡棒踊り 日置市伊集院町九⽟神社 郡棒踊り保存会

日置市 ６⽉ せっぺとべ(⼋幡神社お⽥植え祭) ⽥で歌い，⾶び跳ね，豊作を祈願する。 日置市日吉町⼋幡神社 郷⼟芸能保存会

日置市 ６⽉ せっぺとべ(⻤丸神社お⽥植え祭) ⽥で歌い，⾶び跳ね，豊作を祈願する。 日置市日吉町⻤丸神社 郷⼟芸能保存会

日置市 ８⽉ 南⽅神社太⿎踊り 戦争の出陣､戦争中､戦争終結を年替わりで踊る。 日置市日吉町南⽅神社 各地域郷⼟芸能保存会

日置市 ８⽉ 伊作太⿎踊 島津久義が⽥布施城を落城させた際に考案したとされる 日置市吹上町南⽅神社 伊作太⿎踊保存会

日置市 ８⽉ ⼋幡・諏訪神社太⿎踊り 日置市 各地域郷⼟芸能保存会

日置市 ９⽉ 上⽅限棒踊
日置市伊集院町上⽅限
地区

上⽅限棒踊保存会

日置市 10⽉ 妙音⼗⼆楽
県内外の盲僧が集まり、薩摩琵琶や笛、太⿎、ホラ貝等、８種類の楽器
を演奏する古典音楽

日置市吹上町中島常楽院 妙音⼗⼆楽保存会

日置市 10⽉ 徳重大バラ太⿎踊り  妙円寺詣り⾏事大会で奉納 日置市伊集院町徳重神社 徳重大バラ太⿎踊り保存会

日置市 10⽉ 太⽥太⿎踊り 〃 〃 太⽥太⿎踊り保存会

日置市 11⽉ 流鏑馬 馬に乗った射⼿が３枚の的を狙って矢を放つ
日置市吹上町
大汝牟遅神社

流鏑馬保存会

日置市 12⽉ 湯之元温泉豊年俵踊り 日置市 俵踊り保存会

日置市 ８⽉ 伊作⽥踊り 戦国時代の地頭伊作⽥道材の慰霊として⾏われる踊り 日置市東市来町伊作⽥ 伊作⽥踊り保存会

日置市 ８⽉ 下養⺟の太⿎踊り 五穀豊穣、無病息災を願う太⿎踊り 日置市東市来町⻑⾥ 下養⺟太⿎踊り保存会

日置市 ８⽉ 北⼭の火振り 古くから⾏われている送り火⾏事
日置市東市来町養⺟
北⼭慰霊堂

北⼭⾃治会

曽於市 １⽉ 熊野神社⻤追い 御幣に⾝を飾り｢⻤の⼿｣を持った⻤が追いたたいて厄除をする 曽於市末吉町熊野神社 深川むらづくり連合会

曽於市 １⽉ 末吉町⻤神太⿎ 四⻤神の舞など⻤にまつわる勇壮な太⿎ 〃 ⻤神太⿎保存会

曽於市 ４⽉ 奴(ヤッコ)踊り 溝ノ口岩穴まつりの中で奉納される
曽於市財部町
溝ノ口洞穴

中⾕小学校子供会育成会

曽於市 ７⽉ 東部公⺠館鎌踊り ４人１組でナタとカマを持ち舞い踊る。 曽於市若一神社 東部公⺠館鎌踊り保存会

曽於市 11⽉ 住吉神社流鏑馬 馬に乗った射⼿が３枚の的を狙って矢を放つ 曽於市末吉町住吉神社 流鏑馬保存会

曽於市 12⽉ 俵おどり 曽於市財部町 川内保存会

曽於市 12⽉ 太⿎おどり 曽於市財部町 七村地区保存会

霧島市 １⽉ 天孫降臨霧島九⾯太⿎元旦奉納 元旦の午前０時と午前２時の２回奉納される 霧島神宮 霧島九⾯太⿎保存会

霧島市 ２⽉ 初午祭
450年の歴史を誇る伝統⾏事｡全国的にも珍しい馬のﾏﾝボ踊り｡県内外か
ら10万の観客

⿅児島神宮 初午祭実⾏委員会

霧島市 ２⽉ 神舞 五穀豊穣を祈念し，牛(ベﾌﾞ)追いまつりの神事，舞など 霧島市国分止上神社 重久神事神舞保存会

霧島市 ３⽉ だご祭 五穀豊穣を祈る祭り 早鈴神社/霧島神社 地区公⺠館

霧島市 ３⽉ 霧島神宮御⽥植祭 豊作と家内安全を願って奉納される祭 霧島神宮 霧島神宮お⽥植祭保存会



市町村 名称 内容 開催地 保存団体等名

霧島市 ３⽉ かぎ引き かしの木を引き合い五穀豊穣を願う⾏事
霧島市隼人町
蛭児神社

内かぎ引き踊り保存会

霧島市 ３⽉ 棒おどり 三尺と六尺の棒を持って,互いに打ち合い踊る
霧島市隼人町
早鈴神社

小浜棒踊り保存会

霧島市 ４⽉ 川路原の⼑おどり 霧島市福⼭町 川路原⼑踊り保存会

霧島市 ４⽉ 福地⾕の鎌おどり 霧島市福⼭町 福地⾕鎌踊り保存会

霧島市 ４⽉ 砂走の棒おどり 霧島市福⼭町 砂走棒踊り保存会

霧島市 ４⽉ 新原の鎌おどり 霧島市福⼭町 新原鎌踊り保存会

霧島市 ６⽉ 御⽥植祭 ⽥の神舞，早苗，トド組が⾏われる ⿅児島神宮神⽥ ⿅児島神宮

霧島市 ８⽉ 天孫降臨霧島祭 南九州神楽まつり、霧島⾼原太⿎まつりを核とした神楽と太⿎の競演 霧島市 天孫降臨霧島祭実⾏委員会

霧島市 10⽉ 隼人浜下り ⻄暦720年に端を発する伝統⾏事。2000年に復活 ⿅児島神宮 浜下り実⾏委員会

霧島市 11⽉ 俵おどり 霧島神宮 霧島俵踊り保存会

霧島市 11⽉頃 下井道化おどり 参勤交代をきっかけに始まった踊り 霧島市国分 下井道化踊り保存会

霧島市 12⽉ 太⿎おどり 島津義弘の朝鮮出兵の際に武⼠の⼠気を⿎舞するために始まった踊り 霧島市国分祓⼾神社 府中太⿎踊り保存会

霧島市 ９⽉ 琉球人おどり 琉球人の扮装をまねて踊る 霧島市国分 敷根琉球人踊り保存会

霧島市 12⽉ 棒おどり 棒や⼑，カマを持ち互いに打ち合いながら踊る 霧島市国分 台明寺棒踊り保存会

霧島市 12⽉ 先駆太⿎ 野口地区の創作太⿎ 霧島市 先駆太⿎有志

霧島市 12⽉ 霧島神楽 神話を表現した舞楽 霧島市 霧島神楽振興会

霧島市 太⿎おどり 鉦と太⿎にあわせて踊る勇壮活発な踊り 霧島市内各地区 霧島市⺠芸保存会連絡協議会

霧島市 12⽉ 米つくりおどり 米作りを題材にしたユーモラスな無⾔劇 霧島市隼人町 松永米作り踊り保存会

霧島市 １⽉ 琉球人おどり 琉球の⾏列を伝えた 霧島市隼人町 川尻琉球人踊り保存会

いちき串木野市 ３⽉ 深⽥神社ガウンガウン祭
ﾃﾁﾖと太郎と牛役の三人の男が⽥植え前の⽥すき模様を⾯⽩おかしく即興
的に演じる寸劇

いちき串木野市野元
深⽥神社

深⽥神社同祭保存会

いちき串木野市 ３⽉ ⽻島崎神社太郎太郎祭 豊作と豊漁を同時に祈願する祭 ⽻島崎神社 太郎太郎祭保存会

いちき串木野市 ８⽉ 七⼣踊(国指定重要無形⺠俗文化財) 総勢350人の若者が大型の張子を操り，踊る。
いちき串木野市
大⾥地区

七⼣踊保存会

いちき串木野市 ７⽉ 祇園祭
200年前から京都ぎおんを導入｡男⼭,⼥⼭の4台｡踊りや太⿎,三味線で町
内を練り歩く

いちき串木野市
湊町地区

祇園祭保存会

いちき串木野市 ８⽉ 川上踊 五穀豊穣と平和を祈念し,100年前から続く
いちき串木野市
川上地区

川上踊保存会

南さつま市 ２⽉ お伊勢講 ニセ(若者組)入りする少年が⾯をかぶって回る 南さつま市笠沙町片浦 片浦公⺠館

南さつま市 ２⽉ 野間神社例祭（⼆⼗日まつり） 家内安全や豊漁祈願に多数の参拝客が訪れる
南さつま市笠沙町
野間神社

野間神社

南さつま市 ２⽉ お伊勢講 各集落に伝わる疱瘡踊り，棒踊りが披露される
南さつま市大浦町内
各集落公⺠館

町内５集落

南さつま市 ４⽉ ⾦峰お⽥植踊り 五穀豊穣 南さつま市⾦峰町 ⾦峰地域お⽥植踊り保存会

南さつま市 ５⽉ 唐カラ船まつり 男の子の健やかな成⻑を願う端午の節句の⾏事 南さつま市坊津町泊 九⽟神社

南さつま市 ７⽉ ⼠踊（⼆才踊，稚児踊） ⽵⽥神社夏祭りにあわせて奉納される。 南さつま市⽵⽥神社

南さつま市 ８⽉ 大浦太⿎踊り 各集落に伝わる踊りが披露される
南さつま市大浦町内
永⽥日新祠堂

町内２集落

南さつま市 ８⽉ 久志太⿎踊り 久志地区一帯を勇壮に踊り歩く太⿎踊り 南さつま市坊津町久志 久志振興会



市町村 名称 内容 開催地 保存団体等名

南さつま市 ８⽉ ⼗⼋度踊り(ヨッカブイ) 水難除けと五穀豊穣 南さつま市 ⾼橋⼗⼋度踊り保存会

南さつま市 ９⽉ ⼗五夜 すもう・綱引き・⼗五夜踊り 南さつま市坊津町内 町内各集落

南さつま市 10⽉ 坊ほぜどん
⾚⾯・⿊⾯。獅子頭を先払いに賽銭箱を頭に乗せた⼗⼆冠⽬等を従えて
約１キロの距離を練り歩く，豊作・豊漁や無病息災を願う祭り。

南さつま市坊津町坊 ⼋坂神社氏子総代

南さつま市 10⽉ 津貫豊祭太⿎踊 美しい矢旗を背負い，勇壮かつ優美な踊り
南さつま市加世⽥津貫天
御中主神社

津貫豊祭太⿎踊り保存会

南さつま市 12⽉ 大木場⼭神祭り 直径２ｍの大草履が奉納される
南さつま市大浦町
大⼭祇神社

大木場集落

南さつま市 11⽉ 太⿎踊り 南さつま市坊津町泊 清原地区４集落保存会

南さつま市 11⽉ 棒踊り 南さつま市坊津町泊 清原地区４集落保存会

南さつま市 12⽉ ⼭野疱瘡踊り 天然痘を鎮める願いを託した踊り
南さつま市笠沙町
⼭野集落

南さつま市 12⽉ 市崎木場棒踊り ⼿に鎌等の刃物を持ち勇壮に男衆が踊る 市崎木場集落

志布志市 １⽉ 神舞（松⼭町） 正⽉⾏事として公開 志布志市松⼭神社 神舞保存会

志布志市 ２⽉ ダゴまつり(団子まつり) 神事，神舞，ダンゴ配り
志布志市⽥之浦
⼭宮神社

⽥之浦公⺠館

志布志市 ２⽉ ⼭宮神社春祭り 神事，カギヒキ，正⽉踊り
志布志市志布志町
安楽⼭宮神社,
安楽安良神社

安楽公⺠館

志布志市 11⽉ ⽩鳥神社神舞 一番舞,剣舞,浦安の舞などを舞う
志布志市有明町
⽩鳥神社

⽩鳥神社神舞保存会

志布志市 11⽉ 棒踊り,⼿拍子,馬踊り,銭太⿎,奴踊り 秋の陣まつりの中で公開 志布志市城⼭総合公園 郷⼟芸能保存会

志布志市 11⽉ 熊野神社神舞 県指定無形⺠俗文化財 志布志市熊野神社 神舞保存会

志布志市 11⽉ 夜神祭 ⽥之浦地区⺠による神楽が奉納される。
志布志市志布志⽥之浦
⼭宮神社

奄美市 ５⽉ 浜下れ 稲作⾏事のひとつ 奄美市笠利町各集落 笠利町各集落

奄美市 ９⽉ 豊年祭・⼋⽉踊り 五穀豊穣を祈って踊る 奄美市各地区 住用村各地区

奄美市 ９⽉ ⼋⽉踊り 豊作を祝う踊り 奄美市 各郷友会，各集落

奄美市 ９⽉ ⼋⽉踊り 先祖を祀り五穀豊穣を祈る 奄美市笠利町各地区 笠利町各地区

奄美市 10⽉ 種おろし 各家を回り豊作を祈念する⾏事 笠利町各集落 笠利町各集落

南九州市 １⽉ かせだうち 新築の家(よく稼いだ家)に大⿊さまが祝福に訪れる 知覧町 中福良校区/知覧校区の一部

南九州市 ７⽉ 薩摩の水からくり 水⾞を利用して動くからくり人形。夏の⾵物詩 知覧町 知覧水⾞からくり保存会

南九州市 ７⽉ 宮棒踊り（市指定） 島津藩が農⺠に棒や鎌を使った剣術を指導し,戦時に備えさせたのが起源 川辺町飯倉神社 宮棒踊り保存会

南九州市 ９⽉ ⼗五夜ソラヨイ ﾖｲﾖｲ笠姿の男の子が⼟地を踏み鎮め豊作を祈る 知覧町中部 中福良地区/浮辺地区の一部

南九州市 10⽉ 棒踊り ハヤシに合わせて速いテンポで踊る勇壮活発な踊り 頴娃町 ⻘⼾/雪丸棒踊り保存会

南九州市 日送り踊り(市指定) 唐の国に漂着時,もてなしに踊られたものを伝承 川辺町 日送り踊り保存会

南九州市 上⼭⽥太⿎踊り(県指定) 朝鮮出兵に従事する兵⼠の出陣祝に踊られた 川辺町 上⼭⽥太⿎踊り保存会

伊佐市 １⽉ ハラメ打ち 14歳以下の男の子が新婚家庭を回り,子孫繁栄を願う 伊佐市大口下木場 下木場公⺠会

伊佐市 １⽉ モグラ打ち
子供たちが⽵棒を持って地⾯をたたきモグラの害防止と，大地の霊を呼
び覚まそうとする

伊佐市大口堂崎 堂崎公⺠会

伊佐市 １⽉ モグラ打ち
子供たちが⽵棒を持って地⾯をたたきモグラの害防止と，大地の霊を呼
び覚まそうとする

伊佐市大口市⾦波⽥ ⾦波⽥公⺠会



市町村 名称 内容 開催地 保存団体等名

伊佐市 ４⽉ ⽥中棒踊り
江⼾時代の末期に出水⽅⾯から、永⼭宇佐衛門によって伝授され、「ウ
ゼボ」と呼ばれるようになった。⽥中豊受姫神社の例祭（ソバ祭り）に
奉納されるため、ソバ踊りとも呼ばれます。

伊佐市菱刈⽥中豊受姫神
社

⽥中芸能保存会

伊佐市 11⽉ 湯之尾神社の神舞(県指定無形⺠俗文化財)
湯之尾神社にに伝承されている神舞で、起源は詳らかでないが、1490年
頃と推定される。五穀豊穣、無病息災を祈念して演舞奉納する。

伊佐市菱刈川北湯之尾神
社

湯之尾神舞保存会

伊佐市 11⽉ 下⼿錫杖踊(県指定無形⺠俗文化財)
島津氏が永禄年間に北薩の豪族菱刈氏を攻めた戦の戦勝にかかわるもの
で、⿊板寺住職の盛良法師が創案し、下⼿水天神社に奉納したもの

伊佐市菱刈下⼿下⼿水天
社

下⼿芸能保存会

伊佐市 ４⽉ 崎⼭東棒踊り 毎年４⽉に若宮神社の奉納⾏事して棒踊りが奉納される 伊佐市大口崎⼭東 崎⼭東親和会

伊佐市 ５⽉ 下殿三尺棒踊り
豊臣秀吉朝鮮征伐の折、島津藩凱旋祝いのため踊りがはじまったとされ
る

伊佐市大口下殿 下殿三尺棒踊り保存会

伊佐市 ５⽉ 郡⼭棒踊り
27代島津⻫興が⼋幡神社を巡視されたとき踊られたと伝えられている。
５⽉５日郡⼭⼋幡神社春の祭典時に奉納される

伊佐市大口郡⼭ 郡⼭棒踊り保存会

伊佐市 ７⽉ 永池棒踊り
永池の開⽥をする時に天びん棒で棒踊の練習をしたのが始まりとされ示
現流の流れをくむ勇壮果敢な踊りです。毎年７⽉さなぼり⾏事の際に豊
受神社へ奉納される。

伊佐市菱刈永池 永池棒踊り保存会

伊佐市 ９⽉ 牛尾棒踊り 年に1回の⾃治会の⾏事である熊野神社の秋の祭典で奉納される。 伊佐市大口牛尾 牛尾棒踊り保存会

伊佐市 ９⽉ ⾦波⽥棒踊り 例年９⽉に馬頭観音祭の際に奉納される。 伊佐市大口⾦波⽥ ⾦波⽥棒踊り保存会

伊佐市 ９⽉  平出水太⿎踊り（⼭⽥楽）（市指定⺠俗文化財）

明治の初期に、出水地⽅から伝わり、戦争で中断したものの、農⺠文化
として農作業の合間を利用して受け継がれてきた。14の楽から成り、鉦
が導き、太⿎が従って、謙虚な楽を打ち、勇ましく豪快勇壮な踊りを繰
り広げる成人男性35名の踊りである。

伊佐市大口平出水 平出水太⿎踊り保存会

伊佐市 11⽉ ⼋代棒踊り
平成３年に棒踊り保存会を結成し、馬頭観音祭典時に奉納してきたが、
ここ数年は小学校と連携し、小学⽣を交え、校区文化祭で披露を⾏って
いる。

伊佐市大口⼋代 ⼋代棒踊り保存会

伊佐市 11⽉ 朝⼭示現流棒踊り
釘野々棒踊りは、天正16年東郷流から分流した朝⼭流に武術 示現流を
加え、釘野々独特の6尺棒、3尺棒による勇壮な⼠気の激しい棒踊りであ
る。針持⽻神社の祭典時に奉納される。

伊佐市大口針持 釘野々棒踊り保存会

伊佐市 11⽉ 石井鎌⼿桶 伊佐市大口⼭野 石井鎌⼿踊り保存会

伊佐市 ８⽉ ⾃顕流奉納 伊佐市大口針持 ⽥原⾃顕流保存会

三島村 １⽉ 馬⽅踊り 疱瘡の神を和げて流⾏させないように奉納した 三島村⽵島 ⽵島地区会

三島村 ８⽉ 柱松 俊寛の霊を卓む送り火 三島村硫⻩島 硫⻩島地区会

三島村 ９⽉ ⿊島⾯おどり 子孫繁栄を祈願する踊り 三島村⿊島 大⾥地区会

三島村 ９⽉ ⼋朔太⿎踊り
豊臣秀吉が朝鮮出兵した時の凱旋祝いとして奉納されたのが始まり。仮
⾯神メンドンが登場する。

三島村硫⻩島 硫⻩島地区会

⼗島村 ８⽉ 悪石島の盆踊り(ボゼ踊り)
昼夜に渡り｢ﾃﾗ･墓地｣で⻑崎船,花踊り等が踊られる｡盆の締めには仮⾯神
ボゼが登場

⼗島村悪石島 ⾃治会



市町村 名称 内容 開催地 保存団体等名

⼗島村 ８⽉ 平島の盆踊り 41もの小唄からなる大庭踊りや小踊り ⼗島村平島 ⾃治会

⼗島村 ８⽉ 宝島の盆踊り 細川,きぞう殿･七⾥小浜･君の姿の踊り歌に合わせて ⼗島村宝島 ⾃治会

⼗島村 ８⽉ 口之島の盆踊り
太⿎と鐘に合わせ,先踊り･天下泰平･狂⾔･どんどん節･けいげん踊り･さ
んさ節が踊られる

⼗島村口之島 ⾃治会

⼗島村 11⽉ 口之島霜⽉踊り
大祭りでは｢ﾈ-ｼ｣が⼭,海の神･⼋幡様他12の神々を｢ﾄﾝﾁ｣に招きお神楽を
あげる

⼗島村口之島 ⾃治会

さつま町 ９⽉ ⾦吾様踊り 各集落に伝わる踊りが奉納される 薩摩町中津川大石神社 中津川郷⼟芸能保存会

さつま町 11⽉ 矢旗踊り 旗を背負い踊る郷⼟芸能 さつま町 船木区･久富木区･⼆渡区

さつま町 12⽉ 棒踊り さつま町内 棒踊り保存会

さつま町 12⽉ みやんじょ五ツ太⿎ 五ッ太⿎ さつま町 みやんじょ五ﾂ太⿎保存会

さつま町 12⽉ 宮之城轟太⿎ 創作和太⿎ さつま町 宮之城轟太⿎同好会

さつま町 12⽉ 棒踊り 各集落に伝わる踊りが奉納される さつま町 各集落保存団体

さつま町 12⽉ 鷹刺し踊り 〃 さつま町 〃

さつま町 12⽉ 兵児踊り 〃 さつま町 〃

さつま町 12⽉ ⾦⼭踊り 〃 さつま町 〃

さつま町 12⽉ 疱瘡踊り 〃 さつま町 〃

さつま町 12⽉ アケスメロ 〃 さつま町 〃

さつま町 12⽉ 狩踊り 〃 さつま町 〃

さつま町 12⽉ 太⿎踊り 太⿎を背負い踊る郷⼟芸能 さつま町内外

さつま町 12⽉ 鷹踊り
木製の鷹型を殿役(男性)が⼿に持ち餌差し(⼥性)が餌を差しやる⾵を踊
りにしたもの

さつま町 大角鷹踊り保存会

さつま町 12⽉ 浅⼭棒踊り 六尺棒と三尺棒に分かれて踊る さつま町 櫃ヶ迫保存会

さつま町 12⽉ 虚無僧踊り 深編笠をかぶり，ズタ袋を胸にした姿で踊る⼿踊り さつま町 川口保存会

さつま町 12⽉ カナヤマ踊り 錫杖を⼿にして踊る さつま町 紫尾区保存会

さつま町 12⽉ アケスメロ 矢旗を背負い，喜びを表現した太⿎踊り さつま町 柏原区保存会

さつま町 12⽉ 棒踊り,大太⿎踊り,幣踊り さつま町 紫尾郷⼟芸能保存会

⻑島町 ８⽉ ⾏列踊 大名⾏列が芸能化したもの ⻑島町城川内 城川内集落保存会

⻑島町 ８⽉ 鐘踊り ⻑島町 町内３集落の保存会

⻑島町 ８⽉ 棒踊り 型が重んじられた美しい踊り ⻑島町 町内各集落の保存会

⻑島町 ８⽉ 御⼋日踊り 約10種類の⺠俗芸能がある ⻑島町 町内各集落の保存会

⻑島町 ８⽉ 種子島踊り 鎌踊りの一種 ⻑島町 城川内集落保存会

⻑島町 ８⽉ 御⼋日踊り 鉦踊り，棒踊り，種子島踊り等 ⻑島町 各種保存会

湧水町 ８⽉ 四部落太⿎踊り 南⽅神社への奉納 湧水町 太⿎踊り保存会

湧水町 11⽉ ウォーどん祭り 町内を練り歩き悪魔悪疫払い神事 湧水町 箱崎神社の氏子

大崎町 ３⽉ 神舞の奉納 古事記の岩⼾隠れを劇化したもので，能の一種 大崎町野⽅照日神社
氏子･神舞保存会
(代表:岡元寛)



市町村 名称 内容 開催地 保存団体等名

大崎町 10⽉ 都萬神社神舞奉納
大崎一之宮と⾔われる都萬神社。秋の例大祭に併せて松明の光の下、
『神舞』が⾏われます。

大崎町仮宿都萬神社
大崎伝統芸能神舞保存会
（大崎町商工会）

東串良町 ２⽉ 鎌踊り，棒踊り 五穀豊穣を祈念し，⻘年の⼠気を⿎舞する 東串良町役所･上⼭野 各子ども会

東串良町 ７⽉ 夏越祭 神官が神前に御神降し,御輿を3度海につける。 東串良町大塚･宮貴神社 大塚・宮貴神社

東串良町 5⽉ 柏原相撲甚句踊り
280年余りの伝統⾏事として、柏原海岸の松林内で⾏われます。特にめ
ずらしい⼥性だけの⼟俵入りが⾒ものです。

東串良町 相模原相撲甚句保存会

錦江町 11⽉ 旗⼭神社の神舞い
古くから⾏われていた，無病息災と五穀豊穣を願った奉納を復活させた
もの

錦江町池⽥,旗⼭神社 旗⼭神舞保存会

南大隅町 ７⽉ 太⿎踊り(ズッカンカン) 太⿎をかつぎ踊る 南大隅町佐多上之園 上之園地区

南大隅町 10⽉ 塩入神楽 五穀豊穣と悪疫退散を願い年１回奉納される 南大隅町根占塩入 塩入神楽保存会

南大隅町 11⽉ ⼭本木遣り 家内安全，繁栄を願って鳥居引きを再現 南大住町根占⼭本 ⼭本木遣り保存会

南大隅町 11⽉ ⽥打ち起こし祭り 五穀豊穣を願って⾏われる 南大隅町根占栗之脇 ⿅⽗⽥打ち起こし保存会

南大隅町 11⽉ 中別府棒踊り 五穀豊穣を願って⾏われる 南大隅町根占中別府下 中別府棒踊り保存会

肝付町 １⽉ テコテンドン ⼭の神様を集落に招く⾏事 肝付町平⽥神社 平⽥神社協賛会

肝付町 １⽉ ドヤドヤサァー 松⽵に12本の縄を張り,根本にいらなくなった紙類を燃やして倒す 肝付町⽥浦海岸 南⽅同保存会

肝付町 ３⽉ 棒おどり 五穀豊穣を祈念し，⻘年の⼠気を⿎舞する 肝付町 宮當・野崎・波⾒地区保存会

肝付町 ３⽉ 鎌おどり 五穀豊穣を祈念する祭り 肝付町 〃

肝付町 ８⽉ 平⽥神社の神舞 夏越祭(ナゴシドン)において奉納される 肝付町岸良浜 ナゴシドンつなぎ⼿事業実⾏委員会

肝付町 ９⽉ ⼋⽉踊り 水神を迎え神とともに喜び感謝する⾏事 肝付町 各集落保存会

肝付町 10⽉ 四⼗九所神社の流鏑馬 国家安泰・悪疫退散・五穀豊穣を祈願する⾏事 肝付町 流鏑馬保存会

肝付町 11⽉ 南⽅棒踊り 肝付町 内之浦小学校 南⽅棒踊り保存会

肝付町 11⽉ 岸良棒 鎌踊り 肝付町 岸良小学校 岸良棒鎌踊り保存会

中種子町 11⽉ 大踊り 中種子町

中種子町 12⽉ アッチャメ 中種子町

南種子町 １⽉ 蚕舞い 各家の玄関口 平⼭郷⼟芸能保存会

南種子町 ４⽉ 宝満神社⾚米お⽥植まつり 豊作を祈願し，日本古来の⾚米を植える
南種子町宝満神社お⽥の
森

茎永地区公⺠館

南種子町 ８⽉ 本国寺盆踊り 祖先への供養の⼼が窺える静かなゆかしい踊り ⻄之本国寺境内 ⻄之地区公⺠館

南種子町 10⽉ ９⽉踊り 郷⼟芸能の奉納 各地区神社境内 南種子町各地区公⺠館

南種子町 12⽉ 座敷舞い 鳥刺し舞，ｶﾞﾆ舞，ばじょう舞等祝宴の席で舞う 南種子町各宴席 平⼭郷⼟芸能保存会

南種子町 10⽉ 願成就 奉納踊 南種子町に古代から伝承される⾚米の豊作を祈願して奉納される踊り 南種子町 南種子町商工会

屋久島町 ６⽉ 如⽵踊り 安房出⾝の儒学者泊如⽵の遺徳を偲んでできた踊り 屋久島町安房 如⽵踊り保存会

屋久島町 ７⽉ ごちょう踊り
100年程前まであった踊りを⻑⽼者への聞き取りや文献調査を⾏い復活
した芸能。きらびやかな⾐装を⾝に付け，太⿎，ガネを打ち鳴らしなが
ら勇壮に踊る。

屋久島町原 原ごちょうおどり保存会

屋久島町 ７⽉ 棒踊り 棒を打ち合う｢本棒｣と,寸前で止める｢空棒｣がある。 屋久島町尾之間 尾之間⺠芸保存会

屋久島町 ８⽉ ナギナタ踊り 神社や海岸，集落の中などで踊る 屋久島町⻨⽣ ナギナタ踊り保存会

屋久島町 11⽉ 笠踊り 花笠を⼿に持ち2列で踊る。町指定文化財 屋久島町湯泊 湯泊笠踊り保存会



市町村 名称 内容 開催地 保存団体等名

屋久島町 12⽉ 益救神太⿎ 善の神と悪の神が入り乱れて壮絶に太⿎を叩き合う｡厄祓いも⾏われる 屋久島町宮之浦 屋久島太⿎保存会

屋久島町 12⽉ 屋久杉権現太⿎ 数千年の歴史をもつ屋久杉で作った太⿎,台を⼭ぶし姿のﾒﾝﾊﾞｰがたたく 屋久島町 屋久杉権現太⿎創作保存会

屋久島町 ８⽉ 楠川盆祭り
屋久島の各集落で⾏われている盆踊りの「原型」を保っていると思われ
る。町指定文化財。

屋久島町楠川 楠川盆踊り保存会

大和村 ９⽉ 豊年祭・⼋⽉踊り
五穀豊穣を祈願する伝統的⾏事。伝承芸能の
披露もある。

大和村 各集落

大和村 ９⽉ キトバレ踊り 厄払いと無病息災を祈願して，⼋⽉踊りで集落内を回る。 大和村思勝集落 思勝集落

大和村 11⽉ ムチモレ踊り
集落の安全と無病息災を祈願して，各⼾庭先を
踊りまくる。

大和村 湯湾釜集落

宇検村 ８⽉ ⼋⽉踊り・豊年祭 五穀豊穣を祈る 宇検村内各地 各集落

宇検村 12⽉ 須古カマ踊り 宇検村内 カマ踊り保存会

宇検村 12⽉ 芦検稲すり踊り 皇室の新嘗祭において神々に供えるための踊り 宇検村内 芦検⺠謡保存会

瀬⼾内町 ９⽉ 油井豊年踊 豊年を祝して⾏われる伝統芸能 瀬⼾内町油井 瀬⼾内町⽴図書館・郷⼟館

瀬⼾内町 10⽉ 諸鈍シバヤ(国指定） 男達が⼿製の⾯を被り，11種類の踊りを踊る 瀬⼾内町諸鈍 瀬⼾内町⽴図書館・郷⼟館

⿓郷町 ９⽉ 秋名ｱﾗｾﾂ⾏事(ショチョガマ) ｼｮﾁｮガﾏという屋根をゆすりたおす勇壮な祭で,五穀豊穣を願う ⿓郷町秋名 秋名ｱﾗｾﾂ⾏事保存会

⿓郷町 ９⽉ (平瀬マンカイ) 海の彼⽅から神を招き豊作を祈願する ⿓郷町役場

⿓郷町 10⽉ 種おろし（⼋⽉踊） ⿓郷町内各集落 ⿓郷町内各集落

⿓郷町 ６⽉ 浜下れ 稲作⾏事のひとつ（1年の豊作を祈る祭り） ⿓郷町各集落 ⿓郷町各集落

喜界町 ９⽉ ⼋⽉踊り 五穀豊穣を祈って踊る 喜界町各集落 喜界町各集落

徳之島町 ８⽉ 井之川夏⽬おどり 作物の収穫に対し感謝する祭り 徳之島町井之川集落 井之川夏⽬おどり保存会

徳之島町 ８⽉ ⼿々ムチタボリ 〃 徳之島町⼿々集落 ⼿々区⺠

天城町 ８⽉ 七⽉踊り(町指定無形⺠俗文化財) 主に、稲の収穫を祝す⾏事で踊られる⽴踊りである。 天城町瀬滝 瀬滝保存会

天城町 ４⽉ 前野⽥植歌
⽥植えの際に豊作を願って歌われた労働歌で、男⼥が掛け合う交互唱で
歌われる。

天城町前野

天城町 適時 ⻨搗き歌 約200年ほど前から、⽼若男⼥が共に楽しむために歌い踊られたもの。 天城町浅間

天城町 １⽉ マンキ遊び
男⼥が円を描き交互唱によって歌われ、それに合わせて⼿招きのように
⼿を返して踊る芸能である。

天城町兼久

天城町 １⽉ ハマヤキトーシ 曲（⻄阿木名⾵⼟記）に合わせて、役者⼆人が、芝居を⾏う。 天城町⻄阿木名

天城町 適時 岡前棒踊り
松原銅⼭で働いていた鉱夫から伝わったとされ、⼆人一組となり曲に合
わせて、棒を打ち合う。

天城町岡前

伊仙町 ９⽉ ⽬⼿久⼋⽉踊り 五穀豊穣を祈願し，唄をかけあいながら踊る 伊仙町⽬⼿久地区 ⺠謡保存会

伊仙町 ９⽉ 棒踊り 伊仙町 ⻄伊仙東⻘年団

伊仙町 ９⽉ イッサンサン 福の神ｲｯｻﾝｻﾝを先頭に子供達が各⼾を回る 伊仙町犬⽥布地区 ⺠謡保存会

和泊町 12⽉ 獅子舞 和泊町 畦布獅子舞保存会

和泊町 やっこ踊り 和泊町
各集落ごと
（問合せ先は教育委員会）

知名町 12⽉ 上⼿川大蛇踊り 知名町 上⼿川大蛇踊振興会

与論町 ４⽉ 与論の⼗五夜踊り 嶋中安穏，五穀豊穣を祈る祭事 与論町 ⼗五夜踊り保存会

与論町 ９⽉ 与論⼗五夜踊り 嶋中安穏，五穀豊穣を祈る祭事 与論町 ⼗五夜踊り保存会
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与論町 11⽉ 与論町⼗五夜踊り 嶋中安穏，五穀豊穣を祈る祭事 与論町 ⼗五夜踊り保存会


