
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

58 1 高鍋神楽 1 三納代神楽 三納代神楽保存会 新富町 三納代八幡神社 12月31日　2月17日

59 2 高鍋神楽 2 高鍋神楽 高鍋神楽保存会 高鍋町
愛宕・八坂神社境
内

旧暦12月11日

60 3 高鍋神楽 3 高鍋神楽 高鍋神楽保存会 都農町 都農神社境内 都農神社冬大祭12/5

61 4 高鍋神楽 4 比木神楽 比木神社 木城町 比木神社境内 7月・12月第1土

62 5 高鍋神楽 5 神門神楽 神門神社伶人会 美郷町 (旧南郷村) 神門神社 12月

63 6 尾八重神楽 1 尾八重神楽 尾八重神楽保存会 西都市 旧尾八重小学校 11月第4土～日

64 7 船引神楽 1 船引神楽 船引神楽保存会 宮崎市 (旧清武町) 不定 3月、12月31日～元旦

65 8 諸塚神楽 1 戸下神楽 戸下神楽保存会 諸塚村 戸下多目的集会所 1月　最終土･日

66 9 諸塚神楽 2 南川神楽 南川神楽保存会 諸塚村
小払・中尾・佐
札・梅の木・松原
地区

2月　第１土･日

67 10 諸塚神楽 3 桂神楽 桂神楽保存会 諸塚村 桂神社　諸塚神社
4月第4土曜、11月第2土
曜、10月第4土曜

68 11 西米良神楽 1 村所神楽 村所神楽保存会 西米良村 村所自治公民館
毎年12月第3週の土日
(予定）

69 12 西米良神楽 2 小川神楽 小川神楽保存会 西米良村 米良神社
毎年12月第2週の土日
(予定）

70 13 西米良神楽 3 越野尾神楽 越野尾神楽保存会 西米良村 児原稲荷神社
毎年12月第1週の土日
(予定）

71 14 日之影神楽 1 日之影神楽 平清水神楽保存会 日之影町
高九社神社・地区
公民館

2月第2土

72 15 日之影神楽 2 日之影神楽 深角神楽保存会 日之影町 深角神社 旧歴3月7日、12月30日

73 16 日之影神楽 3 日之影神楽 一の水神楽保存会 日之影町 一の水神社 12月第1土

74 17 日之影神楽 4 日之影神楽 楠原神楽保存会 日之影町 楠原神社・公民館 12月第1土

75 18 日之影神楽 5 日之影神楽 波瀬神楽保存会 日之影町 波瀬神社 12月第1日

76 19 日之影神楽 6 日之影神楽 古園神楽保存会 日之影町 古園公民館 12月第2土

77 20 日之影神楽 7 日之影神楽
中村地区神楽保存
会

日之影町
上下顔神社・中村
神社

11月23日・12月第2土

78 21 日之影神楽 8 日之影神楽 興地神楽保存会 日之影町 興地神社 11月第4土

79 22 日之影神楽 9 日之影神楽
椎谷地区神楽保存
会

日之影町 秋葉神社 12月第1土

80 23 日之影神楽 10 日之影神楽 大人神楽保存会 日之影町 岩井川神社 1月第2土・日

81 24 日之影神楽 11 日之影神楽 鹿川神楽保存会 日之影町 公民館 11月最終土・日

82 25 日之影神楽 12 日之影神楽 大菅神楽保存会 日之影町 公民館 12月第2土・日

83 26 日之影神楽 13 日之影神楽 八戸上神楽保存会 日之影町 公民館 4月第1土

84 27 日之影神楽 14 日之影神楽 宮水神楽保存会 日之影町 宮水神社・公民館 11月第３土

85 28 日之影神楽 15 日之影神楽 松の内神楽保存会 日之影町 神社・公民館 12月第３土

86 29 日之影神楽 16 日之影神楽 新畑神楽保存会 日之影町 神社・公民館 11月最終土

87 30 日之影神楽 17 日之影神楽 大楠神楽保存会 日之影町 公民館 12月第３土

88 31 日之影神楽 18 日之影神楽 小崎神楽保存会 日之影町 公民館 2月第１土

89 32 新田神楽 1 新田神楽 新田神楽保存会 新富町
新田神社境内　新
田地区17地区

2月17日　10月～11月

指定の名称 芸能の名称

県指定無形民俗文化財の神楽


