
通し番号 保存会名 市町村名 （合併前市町村）
芸能が行われる

場所
芸能が行われる機会

113 1 神代神楽 名田神社神代神楽保存会 宮崎市 下北方自治公民館 3月～4月

114 2 火祈祷神楽 火祈祷神楽保存会 宮崎市 有田ふれあい館 12月第2土

115 3 吉村八幡神楽 吉村八幡神楽保存会 宮崎市 吉村八幡神社 3月最終日曜日

116 4
大塚神社春神楽・夏
祭獅子舞

大塚神社氏子崇敬会 宮崎市 大塚八幡神社境内
3月17日に近い日曜日、
不定期

117 5 奈古神社春神楽 奈古神社春神楽保存会 宮崎市 奈古神社境内
4月第1日曜日（春分の
日）

118 6 青島神社神楽 青島神社神楽保存会 宮崎市 青島神社 不定期

119 7 広原神楽 広原神楽保存会 宮崎市 広原神社境内
3月・9月（春・秋の社
日）、11月3日（例大
祭）

120 8 江田神楽 江田神楽保存会 宮崎市 江田神社社殿
春の社日、11月（例大
祭）

121 9 大島神社神楽 大島神社神楽保存会 宮崎市 大島神社
3月25日直前の日曜日・
大晦日

122 10 新名爪神楽 新名爪神楽保存会 宮崎市
新名爪八幡神社境
内

春・秋の社日、例大
祭、大晦日

123 11 島之内八幡神社神楽 島之内八幡神社神楽保存会 宮崎市
島之内八幡神社境
内

春・秋の社日、例祭、
大晦日

124 12 住吉神社神楽 住吉神社神楽保存会 宮崎市 住吉神社境内 春の社日、元旦

125 13 小松里神楽 小松里神楽保存会 宮崎市 小松神社境内 2月末

126 14 跡江神社神楽 宮崎市 跡江神社境内 初午の日

127 15 浮田神社春神楽 浮田郷土芸能保存会 宮崎市 浮田公民館 3月第1日

128 16 長嶺神社神楽 長嶺神社神楽保存会 宮崎市 長嶺公民館 ３月

129 17 上畑神楽 上畑神楽保存会 宮崎市 河上神社 11月15日（秋の例祭）

130 18 古城神社神楽 古城神社神楽保存会 宮崎市 古城神社 春分の日

131 19 一葉稲荷神社神楽 一葉稲荷神社神楽保存会 宮崎市 一葉稲荷神社 4月第2日曜日、3月中旬

132 20 細江神楽 細江神楽保存会 宮崎市 細江公民館 3月第1日曜日

133 21
下倉粟野神社お田植
え神楽

下粟野神社お田植え神楽保
存会

宮崎市 (旧高岡町) 下倉粟野神社 2月11日（祭礼）

134 22 中野神楽 中野神楽保存会 宮崎市 (旧清武町) 中野神社
2月第3日曜日、1月、7
月

135 23 今泉神楽 今泉神楽保存会 宮崎市 (旧清武町) 今泉神社
9月23日、7月17日、3月
23日

136 24 三名神楽 三名神楽保存会 国富町 衾田八幡宮境内 旧暦6/15・11/15　他

137 25 伊比井神社神楽 伊比井神社神楽保存会 日南市 伊比井神社
春大祭（5月下旬～6月
上旬の日曜日）

138 26 宮浦神社神楽 宮浦神社神楽保存会 日南市 宮浦神社
春大祭（4月末の日曜
日）

139 27 風田神社神楽 風田神社神楽保存会 日南市 風田神社
祈年祭（2月第2日曜
日）

140 28
益安神社（髪永大明
神）神楽

日南市 益安公民館 春大祭（2月吉日）

141 29 大宮神社神楽 日南市 大宮神社 春大祭（2月吉日）

142 30 霧島神社神楽 田ノ上八幡神社神楽保存会 日南市 霧島神社神楽殿 春大祭（5月5日）

143 31 酒谷神社神楽 酒谷神社神楽保存会 日南市 酒谷神社
春の例祭（4月の第1又
は第2日曜日）

144 32 岩崎稲荷神社神楽 岩崎稲荷神社神楽保存会 日南市 岩崎稲荷神社
春の例祭（4月の最終日
曜日）

145 33 吾田神社神楽 吾田神社神楽保存会 日南市 吾田神社
春の大祭（4月の最終日
曜日）

146 34 曹子神社神楽 曹子神社神楽保存会 日南市 曹子神社 春の大祭（4/29）

未指定の神楽

芸能の名称



147 35 隈谷神社神楽 日南市 隈谷神社
春大祭（2月第3日）、
秋大祭（11/11・12）

148 36
吾平津神社神楽（浦
神楽）

油津漁協 日南市 人柱公園 旧暦3/21の前

149 37 大窪神社神楽 大窪神社神楽保存会 日南市 大窪公民館
春大祭（3月第1日曜
日）

150 38 塚田神社神楽 日南市 塚田神社
春大祭（2月第2又は第
３日曜日）

151 39 萩之嶺神社神楽 日南市 萩之嶺神社
春大祭（3月第2日曜
日）

152 40 上方神社神楽 日南市 上方神社
春大祭（3月第1日曜
日）

153 41 九社神社神楽 九社神社神楽保存会 日南市 九社神社 春祭（4/29）

154 42
郷之原神社神楽（山
宮神楽）

郷之原神社社人会 日南市 (旧北郷町) 郷之原神社
春祭り（2月第2日曜
日）

155 43 潮嶽神社神楽 日南市 (旧北郷町) 潮嶽神社境内 春大祭（2/11）

156 44 脇本神楽 脇本神楽保存会 日南市 (旧南郷町) 脇本神社 2月11日

157 45 潟上神楽 潟上神楽保存会 日南市 (旧南郷町) 潟上神社
春大祭（2月第2日曜
日）

158 46 榎原神楽 榎原神楽保存会 日南市 (旧南郷町) 上講集会所
春大祭（旧暦2月初午に
近い日曜日）

159 47 谷之口神楽 谷之口神楽保存会 日南市 (旧南郷町)
谷之口公民館・松
尾神社・栄松漁協

春祭り（3～4月）、秋
大祭（11月第2土・日曜
日）、十日恵比寿
（1/10）

160 48 贄波神楽 脇本神社神楽保存会 日南市 (旧南郷町) 贄波公民館 3月第1土

161 49 中村神社神楽 日南市 (旧南郷町) 上中村公民館
春例祭（3月第1日曜
日）

162 50 中央町神楽 中央町神楽保存会 日南市 (旧南郷町)
霧島神社、伍社神
社、中央町公民館

十日恵比寿（1/10）、
春大祭（3月末の休日）

163 51 神舞 島津稲荷神社神舞保存会 都城市 島津稲荷神社境内 7月19日

164 52 神楽 的野正八幡宮神楽舞保存会 都城市 (旧山之口町) 的野正八幡宮 11月3日

165 53 岩戸神楽 岩戸神楽保存会 小林市 岩戸神社境内 7月30日

166 54 馬関田神楽 馬関田神楽保存会 えびの市
西川北菅原神社
幣田原神社

７月28日、9月第3日曜
日

167 55 田の神舞 水流神楽保存会 えびの市 水流菅原神社 11月23日

168 56 神代神楽 神代神楽保存会 西都市 西都原
11月第1土～日(西都原
古墳祭)

169 57 穂北神楽 穂北神楽保存会 西都市
穂北神社・南方神
社・速川神社

11月15日・11月18日・
12月12日

170 58 高屋神楽 高屋神楽保存会 西都市

高屋神社・鹿野田
神社・霧島神社・
岩爪神社・荒武神
社・山田神社

10～11月上旬

171 59 日置神楽 日置神楽保存会 新富町 水沼神社 12月31日

172 60 富田神楽 富田神楽保存会 新富町 富田八幡神社 12月31日

173 61 延岡神楽 大峡神楽保存会 延岡市 大峡公民館　他 不定

174 62 延岡神楽 尾崎神楽保存会 延岡市
尾崎営農集会所
他

不定

175 63 延岡神楽 伊福形神楽保存会 延岡市 伊福形公民館　他 不定

176 64 熊野江神楽 南浦神楽保存会 延岡市 熊野江神社　他 不定

177 65 東の内神楽 東の内神楽保存会 延岡市 (旧北方町) 東の内神社　他 12月第1土曜日

178 66 菅原神楽 菅原神楽保存会 延岡市 (旧北方町) 菅原神社　他 12月第2土曜日

179 67 美々地神楽 美々地神楽保存会 延岡市 (旧北方町) 美々地神社 12月第3土曜日

180 68 椎畑神楽 椎畑神楽保存会 延岡市 (旧北方町)
椎畑神社、椎畑公
民館

12月第2土曜日



181 69 荒平神楽 荒平神楽保存会 延岡市 (旧北方町) 荒平神社 12月第1日曜日

182 70 早日渡神楽 早日渡神楽保存会 延岡市 (旧北方町) 早日渡神社　他 12月第2日曜日

183 71 川坂神楽 川坂神楽保存会 延岡市 (旧北川町) 岩戸神社　他 不定

184 72 市振神楽 海岸地区神楽保存会 延岡市 (旧北浦町) 古江天野神社 旧暦6月14日～15日

185 73 市振神楽 海岸地区神楽保存会 延岡市 (旧北浦町)
阿蘇天神神社・浜
中古江神社御旅所

11月2日～3日

186 74 市振神楽 海岸地区神楽保存会 延岡市 (旧北浦町) 中野内八王子神社 10月

187 75 市振神楽 海岸地区神楽保存会 延岡市 (旧北浦町) 地下住吉神社 10月

188 76 市振神楽 海岸地区神楽保存会 延岡市 (旧北浦町) 宮野浦神社 旧暦6月・9月

189 77 市振神楽 海岸地区神楽保存会 延岡市 (旧北浦町) 直海神社
旧暦6月16日・9月16日
頃

190 78 市振神楽 海岸地区神楽保存会 延岡市 (旧北浦町) 市振神社 11月

191 79 平岩神楽 平岩神楽保存会 日向市 愛宕神社 12月6日・7日

192 80 鬼神野神楽 鬼神野神楽保存会 美郷町 (旧南郷村) 鬼神野神社 11月初旬

193 81 渡川神楽 渡川神楽保存会 美郷町 (旧南郷村) 渡川神社 11月初旬

194 82 水清谷神楽 水清谷伶人会 美郷町 (旧南郷村) 水清谷神社 4月・7月・11月

195 83 尾佐渡神楽 尾佐渡神楽保存会 美郷町 (旧西郷村) 尾佐渡神社境内 11月

196 84 島戸神楽 島戸神楽保存会 美郷町 (旧西郷村) 島戸神社境内 12月

197 85 宇納間神楽 宇納間神楽保存会 美郷町 (旧北郷村) 宇納間神社境内 11月

198 86 入下神社神楽 入下神楽保存会 美郷町 (旧北郷村) 入下神社境内 11月下旬

199 87 家代神楽 家代神楽保存会 諸塚村
家代神社、下村稲
荷

4月第1日曜、11月2日

200 88 黒葛原神楽 黒葛原公民館 諸塚村 黒葛原神社神楽殿 4月第1土、10月第3土

201 89 川の口神楽 川の口公民館 諸塚村 川の口神社境内 11月3日

202 90 塚原神楽 塚原公民館 諸塚村 塚原神社境内 4月第1土

203 91 八重の平神楽 八重の平神楽保存会 諸塚村 八重の平神社 4月第2日、10月第4土

204 92 小原井神楽 小原井公民館 諸塚村 小原井公民館 4月第3土

205 93 田植え踊り
松の木地区田植え踊り保存
会

日之影町 神社・公民館 1月第3土


