
令和５年(2023) 遠野歳時記

1日㊐ 南部神社歳旦祭 南部神社

1日㊐～3日㊋ 福泉寺元旦初詣 福泉寺

2日㊊～3日㊋ 遠野風の丘新春感謝祭 道の駅遠野風の丘

8日㊐ 遠野市はたちのつどい 遠野市民センター

8日㊐ 南部神社「墨付けどんと」まつり 南部神社境内

8日㊐ 羽黒岩「堂ごもり」 綾織町新里寒風羽黒堂

中旬 冬だより～小正月～ 伝承園

15日㊐ 小正月行事 遠野ふるさと村

15日㊐ 日枝神社どんと祭 遠野町大日山

15日㊐ 年越祭・どんと祭 遠野郷八幡宮

28日㊏～29日㊐ 第22回遠野どべっこ祭り 遠野ふるさと村

29日㊐ 第30回遠野郷神楽共演会 たかむろ水光園

3日㊎ 節分祭 遠野郷八幡宮

6日㊊ 荒川駒形神社「小正月祭」 附馬牛町荒川

中旬 遠野風の丘漬物市～漬物展示即売会～

道の駅遠野風の丘

11日㊏ 福泉寺「初大師」 福泉寺

18日㊏～19日㊐ 市民の舞台第47回遠野物語ファンタジー

遠野市民センター大ホール

18日㊏～19日㊐ 第39回遠野昔ばなし祭り あえりあ遠野中ホール

23日㊍～3月5日㊐ 第24回遠野町家のひなまつり 遠野駅周辺市街地

25日㊏ 小友町「裸参り」 小友町巖龍神社

25日㊏～26日㊐ 鉄道フェスタ2023in遠野 遠野市役所本庁舎1階

25日㊏～26日㊐ 第22回遠野どべっこ祭り 遠野ふるさと村

1日㊌～9月30日㊏渓流釣り解禁 遠野市猿ヶ石川本支流

9日㊐ 春風まつり 遠野ふるさと村

9日㊐ 卯子酉神社 例祭 卯子酉神社

中旬～5月上旬 遠野さくら祭り 遠野駅前通り

下旬～10月上旬(予定)  釣堀営業 たかむろ水光園

23日㊐ 宇迦神社 宵宮祭・例祭 一日市通り宇迦神社

29日㊏ ざしきわらし祈願祭 早池峯神社

2 9日㊏～5月5日㊎ 福泉寺「花まつり」 福泉寺

2 9日㊏～5月7日㊐ 遠野ふるさと村「春まつり」 遠野ふるさと村

上旬 春便り～春のカッパまつり～ 伝承園

3日㊌～4日㊍ 南部神社神輿渡御・宵宮祭（5/3）例大祭（5/4）

南部神社境内・町内巡り

5日㊎ 出雲大神祭・子供やぶさめ 遠野郷八幡宮

5日㊎ 山崎金勢様まつり 土淵町栃内

5日㊎ 日枝神社さくら祭り 遠野町大日山

27日㊏ 荒川駒形神社例祭 附馬牛町荒川

4日㊐ 全国やぶさめ競技第16回遠野大会

宮守町柏木平優遊広場特設会場

4日㊐ 馬っこつなぎ 遠野ふるさと村

10日㊏ 国定公園早池峰遠野口登山安全祈願祭 大出早池峯神社

11日㊐ 早池峰山山開き 早池峰山

11日㊐ 八坂神社例祭 小友町鮎貝

18日㊐ 日出神社例祭 上郷町細越

下旬 遠野風の丘創業感謝祭 道の駅遠野風の丘

25日㊐ 日枝神社例祭 遠野町大日山

25日㊐ 第45回東北馬力大会馬の里遠野大会

宮守町柏木平優遊広場特設会場

30日㊎ 夏越の大祓 遠野郷八幡宮

1日㊏～7日㊎ 七夕願届祭 遠野郷八幡宮

8日㊏～9日㊐ 程洞稲荷神社宵宮祭例大祭 遠野町程洞

8日㊏～9日㊐(予定) 鞍迫観音・白山(はくさん)神社宵宮・例祭

宮守町上鱒沢鞍迫観音堂

10日㊊～11月30日㊍ 猿ヶ石川鮎漁解禁 猿ヶ石川

17日㊊～18日㊋ 早池峯神社宵宮祭例祭 早池峯神社

下旬 夏だより～虫まつり～ 伝承園

23日㊐ 普賢神社宵宮祭・例祭 一日市通り

28日㊎～29日㊏ 加茂神社宵宮祭例大祭 早瀬町

28日㊎～29日㊏ 新里愛宕神社宵宮祭例祭 新里愛宕神社

2 9日㊏～8月13日㊐ 夏まつり 遠野ふるさと村

上旬 多賀神社宵宮祭例祭 多賀神社

1日㊋ 欠ノ上稲荷神社例祭 東穀町

6日㊐ 石上神社例祭 綾織町鵢崎

4日㊎～5日㊏(予定) 穀町夏祭り 穀町

4日㊎～5日㊏(予定) ひといち夏まつり 一日市商店街

6日㊐ 稲荷穴まつり 稲荷穴

中旬 真夏便り 伝承園

15日㊋ 遠野納涼花火まつり 上早瀬川原

16日㊌ 舟っこ流し 土淵町山崎光岸寺

18日㊎～19日㊏ 上同心まつり・上組町駒形神社宵宮祭・例祭 上組町

下旬(予定) 遠野ホップ収穫祭2023 蔵の道ひろば

20日㊐ 土淵まつり 土淵地区センター

20日㊐ 倭文(ひどり)神社例祭 土淵町五日市

23日㊌ 子護稲荷神社例祭 遠野町大日山

26日㊏ 愛宕神社例祭 宮守町上宮守月見観音敷地内

26日㊏ 菅原神社宵宮祭例祭 附馬牛町大袋

26日㊏～27日㊐ 小友まつり・巖龍神社例祭 小友町巖龍神社

27日㊐ 愛宕神社例祭 綾織町大久保

上旬(予定) 達曽部八幡(はちまん)神社祭典 宮守町達曽部

3日㊐ 雨風祭り 遠野ふるさと村

15日㊎ 遠野郷八幡宮例大祭 遠野郷八幡宮

16日㊏ 遠野南部七福神例祭 南部神社境内

16日㊏ 遠野郷八幡宮神輿渡御 市街地

16日㊏～17日㊐ 日本のふるさと遠野まつり 市街地・遠野郷八幡宮

17日㊐ 流鏑馬・馬場めぐり 遠野郷八幡宮

22日㊎～23日㊏ 六神石(ろっこうし)神社宵宮祭例祭 青笹町瀬内

23日㊏ 村兵稲荷神社例祭 松崎町光興寺

23日㊏ 元八幡宮例大祭 松崎町宮代元八幡宮

23日㊏～24日㊐ 砥森(ともり)神社例祭 宮守町下宮守

29日㊎ 観月祭～夜神楽～ 六神石神社神楽殿

29日㊎ 秋便り～佐々木喜善祭～ 伝承園

上旬(予定) 躍進みやもり祭 遠野市役所宮守総合支所

上旬～中旬 第46回遠野市産業まつり 蔵の道ひろば等

1日㊐ 諏訪神社例祭 松崎町光興寺

中旬 遠野風の丘収穫感謝祭 道の駅遠野風の丘

中旬～11月上旬 紅葉ライトアップ 遠野郷八幡宮

17日㊋ 福泉寺秋季大祭 福泉寺

22日㊐ 来内権現伊豆神社 上郷町来内

25日㊌ 天満宮例祭 遠野町大日山

29日㊐ 遠野ふるさと村庭仕舞 遠野ふるさと村

12日㊐ ～華麗で優雅な遠野の大舞台～第40回股旅舞踊全国大会

遠野市民センター大ホール

下旬 第23回遠野どべっこ祭り 遠野ふるさと村

23日㊍ 南部神社新嘗祭 南部神社

24日㊐ 門松飾り 遠野ふるさと村

31日㊐ 福泉寺除夜の鐘 福泉寺

お問合せ／（一社）遠野市観光協会
TEL：0198-62-1333 https://tonojikan.jp
遠野市産業部観光交流課
TEL：0198-62-2111 http://www.city.tono.iwate.jp/
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