
「各寺院 除夜の鐘・新年の行事案内」・「各神社 初詣案内」（平成30年12月１２日現在）

寺 院 除 夜 の 鐘 等 新年の行事・その他

東大寺 ・１２月３１日午後１１時頃から、整理券を配布。 ・１月１日午前０時から午前８時まで大仏殿中門を開門
奈良市雑司町406-1 １月１日午前０時から、先着約８００名まで、鐘をつくこ （拝観無料）
0742-22-5511 とができる。 ・大仏殿観相窓があけられ、大仏さまのお顔が屋外より拝め

＊整理券配布時間は、人の出具合を見て決めるため前後する ます。(観相窓は午前８時に閉じられます)
ＪＲ・近鉄奈良駅から 可能性があります。 ・二月堂・大仏殿では、午前０時より法要
市内循環バス｢大仏殿春日 (列から離れると整理券は無効となります） ・干支の土鈴６００円、親子土鈴１，０００円、
大社前｣下車徒歩５分 絵馬６００円、絵馬付牛玉宝印１，５００円

・１月１日～３日 二月堂万灯明
・１月７日 午後１時 大仏殿にて修正会

興福寺 ・南円堂と菩提院大御堂の２ヶ所で、１２月３１日午後１１ ・不動堂で１月１日～３日 各日とも１４時頃より新春護摩
奈良市登大路町48 時頃から整理券を配布。午後１１時３０分打鐘。 祈祷法要
0742-22-7755 両堂とも先着１００名まで鐘をつくことができる。 ・１月２日春日大社の社参式に興福寺貫首と一山僧侶が出仕

・破魔矢１，５００円、干支土鈴６３０円、
近鉄奈良駅から徒歩５分 干支絵馬４００円

薬師寺 ・１２月３１日午後１１時から東僧坊にて番号札配布し（当 ・１月１日午前８時３０分～午後５時
奈良市西ノ京町457 日お写経者は優先的に午後８時頃よりお写経道場にて配 吉祥天女画像特別開扉(～１５日)
0742-33-6001 布）、午後１１時３０分頃から除夜の鐘所作が始まる。 ※１日～３日は国宝吉祥天 ４日～１５日は平成の吉祥天

お餅の接待あり（数量に限りあり） ・修正会法要(金堂)１２月３１日午後１１時４５分～、
近鉄西ノ京駅から徒歩すぐ １月１日～３日午後１時～

・１２月３１日 午後１０時半～１月１日午前２時 ・年頭法話（東僧坊） １月１日午前０時半～
越年護摩祈願 ・新春法話（東僧坊） １月１日～３日午後１時30分～
修正会法要 ・新春お写経会 １月１日～３日 午前８時半～午後５時
国宝吉祥天画像特別開扉 ・初玄奘縁日・平和祈願祭（玄奘三蔵院伽藍）

１月５日午後１時～
・１２月３１日 午後８時から明朝越年お写経会 ・初薬師縁日 １月８日午前１１時～（金堂）、

午後１時～ 法話（お写経道場）
・吉祥天にちなむお茶とお香の会 １月１５日

午前９時～正午 会費５，０００円（新成人は無料）
※拝観料 ・～１月８日まで(白鳳伽藍、玄奘三蔵院伽藍共通券)

大人１１００円 、中高生７００円、小学生３００円

・１月９日～２月２８日（白鳳伽藍のみ）

大人８００円、中高生５００円、小学生２００円



寺 院 除 夜 の 鐘 等 新年の行事・その他

唐招提寺 ・１２月３１日 ・１月１日、３日 修正会
奈良市五条町13-46 午後１１時３０分頃から先着１０８枚の番号札を配布 １日 午前０時 護摩、悔過法要
0742-33-7900 午後１１時４０分から除夜の鐘を撞きます。 ３日 午後６時 〃 （午後７時頃餅談義）

・１月１日 午前８時３０分
近鉄西ノ京駅から北へ 金堂前千手観音前にてお守りを授与(志納)

徒歩１０分 （＊数に限りあり）

西大寺 ・１２月３１日午後１１時４０分頃から順番に参拝者全員が ・１月１５日～２月４日午前９時～午後４時半
奈良市西大寺芝町1-1-5 鐘をつくことができる。 秘仏愛染明王像の特別開扉。
0742-45-4700 ・１月１５日午前１０時～午後３時

新春大茶盛式の実施。
近鉄大和西大寺駅南口から ・交通安全のお守り５００円、

徒歩３分 愛染肌守り５００円、
愛染明王絵馬５００円
大晦日より破魔矢授与（２，０００円）

・２月３日 節分星祭祈願会 午後２時、３時（予定）
愛染堂にて星祭祈願法会の後、参拝者に福寿豆まきを行
う。

大安寺 ・１月１日 午前０時～午前２時 境内に除夜の竹灯り点灯 ・１２月３１日 午後１１時～ 越年護摩
奈良市大安寺2-18-1 ・１月１日 午前０時 新年と共に開門、竹灯りの初詣、
0742-61-6312 古代赤米粥の接待あり（数量限定）

・１月１日～３日 大般若会（新年がん封じ祈祷）
ＪＲ・近鉄奈良駅から 松三宝の儀(めでたい時に行われる儀式
大安寺・白土町行きバス 一般参拝者に吉祥福米と笹酒授与がある。)
｢大安寺｣下車 ・１月２３日 午前８時～午後４時 光仁会
西へ徒歩１０分 (癌封じ笹酒祭り、笹酒の授与がある。)

新薬師寺 ・１月８日 午後３時から修正会、
奈良市高畑町1352 薬師悔過、三十二相が唱えられる。
0742-22-3736

ＪＲ・近鉄奈良駅から
市内循環バス｢破石町」
下車徒歩１０分



寺 院 除 夜 の 鐘 等 新年の行事・その他

帯解寺 ・１２月３１日 午後１１時３０分から参詣者全員で順番に ・１月１日 修正会
奈良市今市町734 鐘をつくことができる。 ・破魔矢 １０００円 干支土鈴 ７００円
0742-61-3861 鐘をつかれた方に、般若湯が無料でふるまわれる。

・午前０時半より本堂にて修正会（理趣三昧法要）、参拝者 ※ホームページ http://www.obitokedera.or.jp/
JR帯解駅から北へ徒歩５分 には福酒が無料でふるまわれる。

＊お車で参詣の方は、福酒をご遠慮下さい。

正暦寺 ・１２月３１日午後１１時から、１月１日午前０時まで参詣 ・１月３日～５日（午後１時～４時）に本堂にて、正暦寺独
奈良市菩提山町157 者１０８名が鐘をつくことができる。 自の優雅な声明による修正会（薬師悔過法要）を行う。
0742-62-9569 法要中、本堂道場への出入りは自由。

なお、参詣者全員にお守を配布する。
ＪＲ・近鉄奈良駅から
タクシー約２５分

円成寺 ・１２月３１日 午後１１時４５分からまず住職がつ
奈良市忍辱山町1273 き、 続いて忍辱山の里人によって鐘がつかれる。
0742-93-0353 （一般参加も可能）

ＪＲ・近鉄奈良駅から梅の
郷月ヶ瀬温泉・柳生・邑地
中村行きバス｢忍辱山｣
下車徒歩５分

霊山寺 ・１月１日午前０時から午前３時まで門前「幸せを呼ぶ ・１月１日 午前０時～５時 奥之院、本堂、辯天堂にて
奈良市中町3879 鐘」を参詣者に自由についていただけます。 修正会
0742-45-0081 先着３００名に家庭円満・交通安全の絵馬入り円満袋が ・１月１日～３日 午後５時 本堂にて修正会

授与されます。 ・１月１日～３日 午前１０時～午後４時
近鉄富雄駅から若草台行き 本堂薬師三尊の特別開扉、初福茶（聚楽殿）
バス｢霊山寺｣下車すぐ ・１月７日 午前１１時、午後２時の２回

大辯才天初福授法会(辯天堂)(雑煮接待、宝銭まきあり)
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矢田寺（金剛山寺） ・１２月３１日 午後３時より金堂でお礼法要 ・１月１日 初夜(しょや)午前０時 金堂にて修正会法要
大和郡山市矢田町3506 日中 午後２時 金堂にて 〃
0743-53-1522 午前０時より２時頃まで参拝者に除夜の鐘をついていただ 後夜(ごや) 午後６時 金堂にて 〃

けます。 ・１月２日 初夜 午前１０時 金堂にて 〃
近鉄郡山駅より矢田寺前 後夜 午後６時 金堂にて 〃
行きバス終点下車徒歩約 ・１月３日 初夜 午前１０時 金堂にて 〃
１０分 後夜 午後６時 金堂にて 〃

松尾寺 ・１２月３１日 午後１１時から ・１月１日から３１日 初詣・厄除開運祈願祭
大和郡山市山田町683 「やくよけ除夜祭・除夜の鐘つき修行」が行われる。 （ １日 ０時～１７時
松尾山 午後１１時から 前座修行 ２日～５日、６日以降の日祝 ８時～１７時
0743-53-5023 （小学生の一休さんが厄除の鐘をつく） ６日以降の土曜・平日 ９時～１６時）

午後１１時３０分から 百八修行 ・住職染筆の干支（己亥/半紙大）を希望者に限り無料授
ＪＲ大和小泉駅東口又は近 （午後９時より整理券を配布された先着１０８ 与。但し１，０００名。
鉄郡山駅からバス「松尾寺 名の一般参詣者が厄除の鐘をつく） ・厄除お守り５００円、厄除袋２，０００円、
口」下車徒歩３０分 ・１月１日 午前０時３０分から 後座修行 福笹８００円、小絵馬３００円、飛躍の大絵馬・マツオラ

（参詣者全員が厄除の鐘をつく） ッキー（合格祈願・諸願成就）５００円、
・住職染筆の干支（己亥/半紙大）を希望者に限り無料授 匂袋・舎人親王（松尾山の香り）７００円
与。但し１，０００名。 ・１月１８日 午前９時 初観音、大般若経転読

長弓寺 ・１２月３１日 午後１１時４５分から参加者先着１０６名 ・１月１日～３日 修正会(御本尊十一面観音の開扉厄除
生駒市上町4445 でつく。 開運御祈祷)
0743-78-2437 （１番目と１０８番目は寺の方がつく） 受付は本堂にて１日 午前 ９時～午後４時３０分

２日、３日 午前１０時～午後４時
・近鉄富雄駅から傍示・庄 （但し、１日のご祈祷 午前０時１５分～午前２時まで
田・高山学校前行きバス 特別祈願）
｢生駒上町｣下車徒歩５分

・近鉄学園前駅から北大和
５丁目、真弓１丁目行きバ
ス｢真弓４丁目｣下車徒歩
１０分・学研北生駒駅から
徒歩２０分
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宝山寺 除夜の鐘 ・１月１日～１５日 新年特別祈祷会
生駒市門前町1-1 １２月３１日午後９時～ 整理券を配布（１０８名まで） ・１月１日～１６日 福財布授与
0743-73-2006 （福財布１，０００円、絵馬５００円）

近鉄生駒駅からケ－ブル
｢宝山寺｣下車徒歩１０分

法隆寺 ・１月１日～３日 午後１時から法隆寺東院舎利殿（夢殿の
生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1 北）にて舎利講を行う。法要内で南無仏舎利のご開帳
0745-75-2555 あり。

・１月５日 午後１時から初護摩祈願法要（護摩堂）
・ＪＲ法隆寺駅から徒歩２５分 ・１月８日～１４日 金堂修正会
・ＪＲ王寺駅から奈良方面行きバス又は ・１月１６日～１８日 夢殿修正会
ＪＲ・近鉄奈良駅から王寺方面行きバス ・１月２６日 午前１０時から金堂壁画焼損自粛法要
又は近鉄筒井駅から王寺方面行きバス
｢法隆寺前｣下車北へ徒歩５分

吉田寺（きちでんじ） ・１２月３１日 ・１月１日～３日
生駒郡斑鳩町小吉田1-1-23 午後１１時３０分から本堂にて法要 午前１１時と午後２時から新年祈願法要
0745-74-2651 （受付で番号札をお渡しします。） 御祈祷とトウバ回向

午前０時から番号札順に参詣者全員で鐘をつく
・ＪＲ王寺駅から法隆寺方面行きバス
｢竜田神社前｣下車徒歩５分
・ＪＲ法隆寺駅からタクシーで５分
・近鉄筒井駅から王寺行きバス｢竜田神
社前｣下車徒歩５分

千光寺（元山上） ・１２月３１日 午後１１時４５分から参詣者全員が鐘をつ ・鳴川山でユ－スホステルの宿泊者と初日の出を拝む。
生駒郡平群町鳴川188 くことができる。 ・１月 １日 午前０時から新年の勤行
0745-45-0652 除夜の鐘つき記念証を参詣者に発行 ・１月 １日～３日 午前１０時～１１時祈祷護摩供

・もちつき大会を１２月３１日午後８時から境内で行う。 ・１月１３日 午前８時～１０時
近鉄東山駅から西へ 誰でも参加可能。（つきたての餅を食べて今年の厄を除 鳴川大とんど（餅の接待あり）
徒歩４０分 く。家族みんなで餅つきを）



寺 院 除 夜 の 鐘 等 新年の行事・その他

信貴山朝護孫子寺 元禄の昔、鋳造された信貴四郎と名付けられる名鐘が、 ・１月 １日～１０日 午前９時～午後４時 秘仏御開扉
生駒郡平群町信貴山 １月１日午前０時から１０８鐘。（一般参加可 先着順） ・１月 １日～３日 午後５時～ 修正会
0745-72-2277 ・１月 ５日 午前４時～ 初寅大法要

・１月 ８日 午前１１時～ 新年巳の日大法要
ＪＲ・近鉄王寺駅（北口） ・１月１４日 午後６時～ 左義長(高さ５ｍの櫓の上に納め
より信貴山門行きバス 札を積み重ね大とんどを行う。)
信貴大橋下車徒歩５分 ・１月１７日 午前５時３０分～ 二の寅大法要

達磨寺 ・１２月３１日午後１１時頃から鐘つき開始 ・１月１日～３日 午前１０時～午後３時 本堂の一般開放
王寺町本町2丁目1番40号 （人数制限なし）
0745-31-2341 ・お炊き上げ、境内ライトアップ、ミニ灯火会

・雪丸グッズ販売（タイムトラベルレター、雪丸願い札、
ＪＲ「王寺駅」 お守り、限定福袋 他）
近鉄「王寺駅」「新王寺駅」 ・１２月３１日午後１１時４５分から「新」雪丸
から徒歩約15分 お守りシールプレゼント（１,０００名様限定）

・西名阪自動車道「香芝IC」
から国道168号を約10分

・法隆寺から国道25号を約10
分

長岳寺 ・１２月３１日 午後１１時３０分から参詣者１０６人が ・１月１０日 節会（綱掛け行事）
天理市柳本町508 先着順に鐘をつく。番号札は午後１１時より配布する。
0743-66-1051 ・１月２１日 初大師

・甘酒の接待あり。
・ＪＲ・近鉄天理駅から
桜井行きバス｢上長岡｣下車東
へ徒歩１０分
・ＪＲ柳本駅から徒歩２０分
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長谷寺 ・１２月３１日 午後４時より本尊の閉帳法要 ・１月１日 午前０時～ 本尊の開帳法要及び元旦大護摩祈祷
桜井市初瀬731-1 午後７時から長谷寺観音万燈会 ・１日～３日 午後５時～午後８時 長谷寺観音万燈会
0744-47-7001 （１月１日午前５時まで） （登廊 吊灯籠のみ点燈）

午後１１時４５分から除夜の鐘 ・１日～７日 午前１０時～ 仁王会、午後２時～修正会
近鉄長谷寺駅から北へ （僧侶が１０８つく。） ・８日～１０日 午前９時～ 仏名会
徒歩１５分 （三日間で過去、現在、未来の仏様に礼拝し、前年の罪を

懺悔し、消滅を祈る法会）

室生寺 ・鐘楼堂にてカレンダーを進呈 ・１月１日 午前０時より曉天祈祷。
宇陀市室生78 （鐘突き順に１０８名まで） ・１月６日 午後１時 初祈祷 不動明王護摩供
0745-93-2003 ・１月２１日 午前１０時 初大師（御影堂）

・奥の院にて根付と絵馬または土鈴を進呈 ・１月２８日 午前１０時 初不動
・近鉄室生口大野駅から （先着順に１００名まで） ※ホームページ http://www.murouji.or.jp
室生寺行きバス｢室生寺前｣下
車徒歩５分

安倍文殊院 ・１２月３１日 午後１１時４５分の読経の後、除夜の鐘 ・１月１日 午前０時から入試合格・厄除・魔除・方位除
桜井市阿部645 をつくことができる。（希望者全員） 初祈祷
0744-43-0002 午前０時から絵馬焼き大とんど

・奉納絵馬７００円(小)､１,０００円(大)､
・ＪＲ・近鉄桜井駅から 福矢１,５００円､干支の土鈴６００円(小)･８００円(大)､
南へ徒歩２０分 魔除お守り７００円
・桜井駅北口より臨時バス運 ※ホームページ http://www.abemonjuin.or.jp
行

聖林寺 ・１２月３１日午後１１時から参詣者全員鐘をつくこと ・１２月３１日午後１１時から１月１日午前１時まで、国宝
桜井市大字下692 ができる。 十一面観音、本尊子安地蔵の拝観ができる。（拝観無料）
0744-43-0005 ・お抹茶の接待あり ・１月１日午前９時～３日午後４時半 秘仏宝蔵天、秘仏弁

財天を特別開扉（通常拝観料４００円で拝観可）
ＪＲ・近鉄桜井駅からタクシー
約１０分



寺 院 除 夜 の 鐘 等 新年の行事・その他

御厨子観音妙法寺 ・１２月３１日 午後１１時５０分頃からかがり火をたき、 ・１月１日 午前０時～ 修正会
橿原市東池尻町420 本堂でおつとめが行われる。 午前１時３０分まで「一願茶」の接待あり。
0744-22-3928 参詣者に一願茶の接待がある。 先着１００名まで絵馬無料配布

・午後１１時５０分から鐘を自由に撞くことができる。 ・１月１日～３日 一願成就の初祈祷（９時～１６時）
近鉄大福駅、ＪＲ香久山駅 ・１月４日 午前１０時半～午後１時 初護摩(柴灯大護摩)
から南へ約1000ｍ 護摩供養をなさった方にぜんざいの接待あり。

※ホームページ
http://www.ne.jp/asahi/mizushi/kannon/
Ｅ-mail mizusi-kannon@nara.email.ne.jp

久米寺 ・１２月３１日 午後１１時頃から参詣者が並び、午後１１ ・１日～４日 午前１０時３０分頃～午後４時
橿原市久米町502 時５０分から鐘をつくことができる。 甘酒のふるまいあり。
0744-27-2470 希望者全員がつくことができる。 ・１日～３日 修正会が行われる。

・１月 ４日 午後３時～ 柴灯護摩法要が行われる。
近鉄橿原神宮前駅から
徒歩５分

おふさ観音 ・１２月３１日 午後１１時４５分から鐘をつく。 ・１月１日～３日 初祈祷修正会
橿原市小房町6-22 １０８の数に関係なく希望者全員がつくことができる。 修正会にお申し込みの方に絵馬の無料配布あり。
0744-22-2212 ・１月第３日曜日 午前９時～午後２時まで、初えびす大祭

が行われる。
・ＪＲ畝傍駅から徒歩10分 ・平日御祈祷 午前９時より午後３時まで受付
・近鉄八木駅から柏木・上 ・１月１７日、１８日 初観音さまご縁日
市・下市方面行きバス ※ホームページ http://www.ofusa.jp/
｢小房｣下車徒歩５分

飛鳥寺（安居院） ・１２月３１日 午後１１時３０分から参詣者全員 ・１月１日午前０時より本尊開帳勤行（一般者自由参拝）
高市郡明日香村飛鳥682 により鐘をつくことができる。 ・１月１日の拝観時間は午前１０時～午後４時４５分
0744-54-2126 ・しょうが湯のふるまいあり。 ・２日以降は、午前９時～午後４時４５分

・先着３００名に干支の絵馬授与
・近鉄橿原神宮前駅東口から約4㎞
・西名阪自動車道天理インター
又は柏原インターから車にて40
分

・南阪奈道路葛城インターから車
にて30分



寺 院 除 夜 の 鐘 等 新年の行事・その他

壷阪寺（南法華寺） ・１２月３１日 午後１１時４５分 ・１月１日～３日 修正会（午前１１時・午後１時３０分）
高市郡高取町壷阪3 参加者全員鐘をつくことができる。 新春福引き大会（午前１０時～午後４
0744-52-2016 雑煮のふるまいあり。 時） 招福餅まき

・年越し福引き大会 ・１月１８日 初観音法要と住職法話会（要予約）
近鉄壺阪山駅から壷阪寺行きバス
｢壷阪寺｣下車徒歩すぐ
12月31日はバスの運行ありません

岡寺（龍蓋寺） ・１２月３１日 午後１１時５０分より ・元旦やくよけ初祈祷 午前０時より護摩供法要
高市郡明日香村岡806 希望者全員が鐘をつくことができる。 ・正月三が日は入山料無料
0744-54-2007 ・福酒・厄除け「しょうが湯」のふるまいあり。 ・初観音 １月１８日 午前１０時より護摩供法要

・新春やくよけ祈願祭 １月１日～１月３１日
近鉄橿原神宮前駅から岡寺 ・初 午 ２月２日（土）
行きバス｢岡寺前｣下車徒歩 午前１１時 厄除開運護摩供大般若法要
１０分 ・二ノ午 ２月１４日（木）

・三ノ午 ２月２６日（火）
・初午大祭 ３月１０日（日）

午前１１時 厄除開運護摩供大般若法要
・二ノ午 ３月２２日（金）

金峯山寺蔵王堂 ・１２月３１日 ・１月１日 午前０時に御神酒鏡割りが行われた後、参詣者
吉野郡吉野町吉野山 午後１１時４０分より最初に僧侶がつき、 に福酒がふるまわれる
0746-32-8371 その後希望者全員が鐘をつくことができる。 午前０時より蔵王堂内で初護摩供

・１月１日～３日 午前１１時より修正会
現在、近鉄吉野駅からのロープウェイが運 ・１月２日・３日 午後１時より護摩供修法
休しております。１日～３日（正月）の３

日間は吉野大峯ケーブル自動車株式会社に

よる代行バスが運行します。

または近鉄吉野駅より徒歩

金剛寺 ・１２月３１日 午後１１時４０分から参加者によって ・初詣として本尊の薬師如来さまへ長寿ろうそくの献灯を
五條市野原西3-2-14 重要美術品の鐘（宝暦１２年〈江戸中期〉の作、近畿 奉納する。
0747-23-2185 １０万人の寄進によりできた。）を１０８つく。 （１月１日～８日 午前８時３０分～午後４時３０分頃）

その後は、自由につける。 ・西国薬師霊場第９番薬師霊場の初詣もできる。
JＲ五条駅、五條バスセンター ・こぶ茶のふるまいあり。 ・関西花の寺２３番霊場として参詣できる。
から徒歩２５分
またはタクシー７分



神 社 新 年 の 行 事 等

春日大社 ・１２月２８日 午前１０時から御煤払式
奈良市春日野町160 ・ ３１日 午後３時から年越大祓式、午後４時から除夜祭
0742-22-7788 ・ １月 １日 午前５時から歳旦祭

・ ２日 午前１０時から日供始式並興福寺貫首社参式
ＪＲ・近鉄奈良駅からバス ・ ３日 午前１１時から神楽始式 神楽奉納
春日大社本殿行きで終点下 ・ ７日 午前１０時から御祈祷始式
車徒歩すぐ ・ １０日 午前１０時から佐良気神社例祭 十日えびす

・ １３日 午後１時から舞楽始式 舞楽奉納
・国宝殿 １２月２２日～３月２４日 春日大社国宝殿特別展「清明の美・春日大社の名刀」

同時開催「鐵の煌めき宮入小左衛門行平一門展」
・春日大社萬葉植物園（神苑） 花ごよみ タチバナ（実）、ユズ（実）、四季桜、ヤマアイ
・破魔矢１,５００円､かぶら矢３,０００円､干支一刀彫１２,０００円(大)・３,０００円(小)､干支絵馬５００円､
立絵馬２,０００円、干支土鈴１,０００円

春日大社末社 ・１月 ４日 宵宮祭 午後５時から宵えびす
南市恵毘須神社 ・１月 ５日 例祭（南市初えびす） 午前７時から本えびす

奈良市南市町 吉兆笹、お札、お守り等授与
0742-22-7788(春日大社)

・近鉄奈良駅から南へ徒歩１０分
・ＪＲ奈良駅から東へ徒歩３０分

瑜伽神社 ・１月１日～３日 開門時刻は午前７時～午後５時です。
奈良市高畑北天満町1059
0742-27-5299 ・御神酒・甘酒のふるまいがあります。（午前９時～午後４時）

ＪＲ・近鉄奈良駅から天理方面行きバス
｢奈良ホテル｣下車徒歩１分

石上神宮 ・１月１日 午前０時 新春初太鼓と同時に開門、大篝火に点火。
天理市布留町384 御神矢を無料で授与される。（先着１，０００名）
0743-62-0900 ・１月１日 午前５時 歳旦祭

・１月４日～５日 午前９時～午後４時 書き初め大会
ＪＲ・近鉄天理駅から徒歩３０分 ・１月１５日 午前１０時～ 古神符焼納祭
（三が日は天理駅より約30分間隔で無料臨時バス運行）



神 社 新 年 の 行 事 等

大和神社 ・１２月３１日 午後７時～ 大とんどが行われる。
天理市新泉町306 ・ １月 １日 午前２時３０分 歳旦祭
0743-66-0044 ・ １月 ３日 午前１０時 元始祭

・ １月 ４日 午後１時から古式にのっとった御弓始祭
ＪＲ長柄駅下車南へ徒歩６分 （神職、総代、県弓道連盟の師範の方、中学生が腕を競う。）

・破魔矢１，５００円、かぶら矢２，５００円、福熊手２，０００円

大神神社 ・１月 １日 午前０時から御神火拝戴祭
桜井市三輪 （宮司が拝殿奥・禁足地で清浄無垢な御神火をきりだす。）
0744-42-6633 ・午前１時から繞道祭（御神火まつり）を行い、午前０時にきりだされた御神火は大たいまつに移され、午前１時半頃、

拝殿を出発し、三輪山麓に鎮座する摂社末社（１９社）を巡拝する。全国８万神社の中で最も早いまつり。
ＪＲ三輪駅から徒歩すぐ この御神火を持ち帰って、神棚のお灯明や雑煮用の祝火として用い、各家庭の一年の無病息災が祈られる。

・１月１５日 午前８時からご神火による大とんど
・ホームページアドレス http://www.oomiwa.or.jp/

三輪坐恵比須神社 ・１２月３１日 午後 ３時 大祓神事 斎行
桜井市三輪375 午後１０時 除夜祭
0744-42-6432 午後１１時３０分より初詣参拝者先着１００名様に「除夜の鐘」をついていただく。

・１月 １日 午前１０時より歳旦祭
・ＪＲ三輪駅から徒歩すぐ ・１月１０日～１５日 午前８時から御供上神事
・近鉄桜井駅北口より臨時バス運行予定 福徳円満祈願･開運招福祈願ご祈祷ご奉仕、開運絵馬つき神矢･ねがい鯛絵馬･えびす土鈴･干支土鈴
（１月１日～３日及び１月１５日、 ・福の小鈴等授与
おおみそか～元旦は終夜運転）

談山神社 ・１２月３１日夜～１月１日早朝 重文・十三重塔ほか境内ライトアップ
桜井市多武峰319 ・１月１日 午前 ０時 開門、初太鼓
0744-49-0001 午前１０時 元旦祭

・１月１日～７日 新春亥歳祈祷厳修（厄除・家内安全祈祷を行う） 重文・本殿・祈祷殿
ＪＲ・近鉄桜井駅から ・１月２日 午後１時 神楽式（神社に古くから伝わる翁舞）談山翁舞
談山神社行きバス終点下車徒歩３分 ・１月３日 午前１１時３０分 福禄寿大神新春大祭

・１月３日 午後２時 雅楽はじめ（談山雅楽会）
・大和七福八宝霊場総社、当社は福禄寿神(木像)をまつる。（開運出世の福神）
・破魔矢、勝守、亥年土鈴、亥年一刀彫、亥歳絵馬など各種あり。
・１月１日～３日 入山無料
・亥年大絵馬展示



神 社 新 年 の 行 事 等

橿原神宮 ・１月 １日 午前０時 初太鼓
橿原市久米町934 午前６時 歳旦祭
0744-22-3271 ・ ３日 午前１０時 元始祭

３日 新春はじき初め大会（受付 正午～午後３時、土間殿）
近鉄橿原神宮前駅から ・ ５日 書き初め大会＜奈良地区＞
北西へ徒歩１０分 （受付 小・中学生 午前８時３０分～午前１１時、外拝殿前

高校・大学及び一般 午前１０時３０分～午前１１時、外拝殿前）
・１日～７日 午前９時～日没 開運延寿 新春初神楽祈祷（特別神楽奉納）
・１日～７日 正月御垣内参拝は内拝殿まで進み参拝できる。

（受付は内庭の特別昇殿参拝受付所にて、午前９時～午後５時まで）
※３日は午前中祭典の為、午後より受付。

・開運干支絵馬５００円､干支神鈴１,５００円､絵馬付開運延寿矢２,０００円（小）･３,０００円（大）､
幸せの矢２,０００円

・１月 ６日 書き初め大会＜大阪地区＞
（受付 午前の部１０時～１０時３０分、午後の部１２時３０分～１３時 神宮外拝殿前）

墨坂神社 ・１２月３１日 午後５時～ 大祓式、除夜祭
宇陀市榛原区萩原703 午後１０時～ かがり火に火が入る。
0745-82-0114 午後１１時３０分過ぎ～ 甘酒のふるまい

午前２時～ 元旦の祭典が行われる。
近鉄榛原駅から徒歩１０分 ・元旦の鳥見山山上からご来光を礼拝する行事は、鳥見山登山道通行止めの為、中止です。

・１月１５日 午前１０時３０分～午後１時３０分 大とんどが行われる。
（境内において正月用の「しめなわ」を燃やし、その火で焼いた餅をいれたぜんざいのおもてなしをする。）

吉野神宮 ・１月１日 午前０時 かがり火を灯して開門
吉野郡吉野町吉野山3226 午前８時 元旦祭
0746-32-3088 ・干支の土鈴、しあわせの鈴、絵馬付き破魔矢、よりそい土鈴など各種準備

近鉄吉野神宮駅から徒歩２０分


