
ところもあります。

日　　付 鎮座地 神社名 電話番号 時間帯 備考
平成３１年1月６日（日曜日） 金沢市二宮町イ42 出雲神社 076-261-6020

平成３１年1月１２日（土曜日） 加賀市三木町 御木神社 0761-72-0451
宝達志水町山崎 金崎神社 0767-28-2512

平成３１年1月１３日（日曜日） 金沢市本町 白鬚神社 076-233-3688
金沢市尾山町 尾山神社 076-231-7210
金沢市十一屋町3-32 八幡神社 076-241-5980
金沢市広岡町 平岡野神社 076-268-9413
金沢市泉 泉八幡神社 076-241-9063
金沢市北安江2-15-37 安江住吉神社 076-261-7440
金沢市南森本町 住吉神社 076-252-7891
金沢市大和町5-20 春日神社 076-261-6020
金沢市新保本2丁目1-1 八幡神社 076-261-6020
金沢市八日市出町イ23 粟島神社 076-261-6020
金沢市八日市2-62 住吉神社 076-261-6020 午前８時～午前１１時
金沢市間明町1丁目85 御馬神社 076-241-0701
金沢市西泉 井手神社 076-241-0701
金沢市西金沢新町 八幡神社 076-241-0701
野々市市押野1丁目2 高皇産霊神社 076-241-0701
野々市市二日市5丁目 荒川神社 076-241-0701
野々市市三日市町1丁目 郷八幡神社 076-241-0701
金沢市長坂町 長坂野神社 076-242-2647
金沢市御所町 加茂神社 076-252-3031
小松市大川町２丁目 葭島神社 0761-24-0292
能美市寺井町 奥野八幡神社 0761-22-4543
白山市若宮 若宮八幡宮 076-275-0513
白山市村井町 本村井神社 076-275-1883
河北郡津幡町清水リ１１５ 清水八幡神社 076-289-4173
かほく市瀬戸町 瀬戸菅原神社 076-281-0928
河北郡津幡町竹橋 倶利伽羅神社 076-288-1032
七尾市江泊町イ３１ 日吉神社 0767-58-1351
七尾市大田町 熊野神社 0767-52-4214
七尾市中島町藤瀬 藤津比古神社 0767-66-0641
七尾市白浜町 白比古神社 0767-84-1122
七尾市大津町 大津八幡神社 0767-84-1122
七尾市能登島向田町 伊夜比咩神社 0767-84-1122
七尾市飯川町 久志伊奈太伎比咩神社 0767-57-1748
鹿島郡中能登町徳前 能登神明神社 0767-76-0221
鹿島郡中能登町井田 熊野神社 0767-76-0221
鹿島郡中能登町久江 久氐比古神社 0767-76-0221
鹿島郡中能登町芹川 朝日神社 0767-76-0221
輪島市門前町門前 櫛比神社 0768-42-0338
珠洲市飯田町17-50 春日神社 0768-82-0130
珠洲市野々江町 菅原神社 0768-82-0130

平成３１年1月１４日（月曜日・成人の日） 金沢市浅野本町 淺野神社 076-252-6544
金沢市下新町6-21 久保市乙剣宮 076-221-2894
金沢市三池町 日吉神社 076-252-6544
金沢市乙丸町 下野間神社 076-252-6544
金沢市有松1-2-1 貴船神社 076-242-7814
金沢市天神町 田井菅原神社 076-261-2393
金沢市旭町 牛坂八幡神社 076-261-2393
金沢市二口町ハ32 八幡神社 076-261-6020
野々市市御経塚1-70 佐那武神社 076-261-6020
金沢市米泉8丁目126 米日吉神社 076-241-0701
白山市横江町 宇佐八幡神社 076-241-0701
金沢市東山1-30-8 宇多須神社 076-252-8826
加賀市大聖寺神明町 加賀神明宮 0761-72-0451
小松市浜田町 莵橋神社 0761-22-0626

午前１１時～午後１２時半
午前９時～午前１０時

午前８時～正午
午前8時～午後3時

午前８時～午前１０時

午前１０時～午前１１時半

午前８時～正午

午前９時～午前１０時（元保育園広場）

午前８時～正午（ひよし公園にて）
午前８時～午後４時

午前８時半～午後５時

午前９時～正午

午前９時～午前１０時

午前８時半～（白浜集会所）
午前９時半～（大津集会所）

午前７時半～午前９時半

午前９時半～午前１０時

午後１時～午後４時

午前８時～午後３時

午前９時～午前１１時

午前７時～午前１１時

午前9時～午前11時（神社付近の田圃にて）

午前8時半～午前10時
午前８時～午前９時（西泉6丁目の児童公園にて）

午前８時半～午前９時半（押野１丁目の中央公園にて）

午前8時半～午前1１時

午前７時～午後３時

毎年小正月に行われる伝統行事で、「どんど焼き」「さいと焼き」とも言います。
古くは、平安時代の宮中で正月十五日の朝に行われた悪魔払いの行事です。
昨今では、竹を立て、書き初めの清書・しめなわ・門松など正月の松飾りを各自が持ち寄って焼き、その火で餅を焼いて
食べると無病息災が得られると言われています。
神社では、毎年十五日に行われて来ましたが、近年、国民の祝日である「成人の日」が変更になり十五日以外に実施する

午前９時～正午
午前10時～正午

午前８時～正午

午前11時～午後２時

午前９時～午前１０時

午後１時半～午後２時半

午前１１時半～（崎山広場）

午後２時～午後３時

午前１０時半～午前１０時半旧保育所跡

午前８時～午後３時

午前9時～午前10時半(有松たつあがり公園にて）

午前７時～午後２時

午前８時半～午前11時

午前8時～午後3時
午前７時～正午

午前７時～午後２時

午前７時～午後２時
午前７時～午後２時

午前１０時～午前１１時旧久江小学校

午前9時～午前10時

午前７時～午前１１時

午前９時～午前１１時

午前９時～午前１１時
午前９時～正午
午前９時～午１１時

午前１０時～午前１１時
午前８時～正午

午前８時～午後２時

午前８時～正午



日　　付 鎮座地 神社名 電話番号 時間帯 備考
平成３１年1月１４日（月曜日・成人の日） 小松市須天町 須天熊野神社 0761-22-4543

白山市鶴来日詰町巳118 金劔宮 076-272-0131
河北郡内灘町大根布 小濱神社 076-286-0012
羽咋郡志賀町笹波 藤懸神社 0767-46-1177
七尾市山王町 大地主神社 0767-52-4214
七尾市小島町 唐崎神社 0767-52-4214
七尾市松百町 市杵島姫神社 0767-52-4214
七尾市白浜町 白比古神社 0767-84-1122
鹿島郡中能登町久乃木 久乃木神社 0767-74-0556
鹿島郡中能登町春木 鳥屋比古神社 0767-74-0556
鹿島郡中能登町二宮 天日陰比咩神社 0767-76-0221
輪島市門前町道下 諸岡比古神社 0768-43-1530

平成３１年1月１５日（火曜日） 金沢市此花町11-27 安江八幡宮 076-233-3688
金沢市兼六町 金沢神社 076-261-0502
金沢市中央通町 犀川神社 076-231-7295
金沢市尾山町 尾山神社 076-231-7210
金沢市下新町6-21 久保市乙剣宮 076-221-2894
金沢市寺町1丁目6-50 闕野神社 076-241-5980
金沢市寺中町 大野湊神社 076-267-0522
金沢市小立野 上野八幡神社 076-263-9437
金沢市北安江2-15-37 安江住吉神社 076-261-7440
金沢市天神町 椿原天満宮 076-231-3827
金沢市久安1丁目 御馬神社 076-258-0346
金沢市山ノ上町 小坂神社 076-252-7891
金沢市神宮寺 神田神社 076-252-7891
金沢市長田１丁目5-3 長田菅原神社 076-261-6020 午前７時～午後４時
金沢市若宮町ト4 若宮神社 076-261-6020
金沢市西念2丁目8-26 出雲神社 076-261-6020
金沢市増泉 春日神社 076-241-0701
金沢市泉 国造神社 076-241-0701 午前６時～午後３時
金沢市泉野町３丁目15-14 泉野櫻木神社 076-242-2647
金沢市丸の内 尾﨑神社 076-231-0127
金沢市小坂町 野間神社 076-252-3031
金沢市鳴和町 鹿島神社 076-252-3031
金沢市東長江町 菅原神社 076-252-3031
金沢市笠舞 猿丸神社 076-262-8624
金沢市笠舞本町 日吉神社 076-262-8624
金沢市寺町5-2-41 諏訪神社 076-241-1458
加賀市大聖寺敷地 菅生石部神社 0761-72-0412
加賀市上野町 上野神社 0761-76-2792
小松市安宅町 安宅住吉神社 0761-22-8896
小松市本折町１ 本折日吉神社 0761-22-0163
白山市西新町 松任金剣宮 076-275-0578
白山市三宮町 白山比咩神社 076-272-0680
かほく市横山リ119-1 賀茂神社 076-285-0365
かほく市二ツ屋 細瀧社 076-281-0928
輪島市鳳至町鳳至丁1 住吉神社 0768-22-0656
輪島市町野町徳成 布戸神社 0768-32-0556
輪島市河井町 重蔵神社 0768-22-0695
鳳珠郡穴水町川島 美麻奈比古神社 0768-52-0244

平成３１年1月１６日（水曜日） 金沢市二日市町 波自加彌神社 076-258-0346

平成３１年１月１９日（土曜日） 能美市佐野町 狭野神社 0761-22-4543
輪島市町野町粟蔵 町野神社 0768-32-1105

平成３１年１月２０日（日曜日） 羽咋郡志賀町高浜町 小浜神社 0767-32-3365
七尾市三室町 三室神社 0767-52-4214

平成３１年２月１７日（日曜日） かほく市中沼 八幡神社 076-281-0928

午前7時～午前11時

午前８時～午後１時

午前８時～正午

午前８時～正午

午前８時半～午後３時
午前７時～午後４時

午後４時～午後７時

午前９時～午前１０時

午前９時～午前１１時

午前７時～午後４時

午前9時～午前10時

午後１時～午後４時

午前８時～午後４時

午前９時～午後３時

午後１時半～午後３時

午前10時～正午

午前６時～午後６時

※神社庁に連絡がありました神社のみ掲載してあります。その他は直接神社にお問い合わせお願い致します。

午前８時～午後２時

午後１時～午後３時

午前７時～午後３時

午前７時～午後４時　　

午前８時～正午

午前８時半～午前１０時
午前９時～午前１１時

午前７時～正午

午前７時～午後６時

午後１時～午後３時

午前10時～祭典、午前11時～午後2時（どんど）

午前８時～午前１１時

午前７時～午後６時

午前8時～午前10時

午前７時～午後４時

午前７時～午後２時

午後１時～午後３時

午前９時～午後３時

午後１時半～午後３時

午前8時～午後1時

午前10時～正午

午前８時～正午

午前８時～午後１時

午前９時～午後３時

午前８時～午前１１時

午前７時～正午

午前５時～午後３時

午前９時～午前１０時

午前９時半～午前１１時

午前６時～午後２時
午前８時～午後３時

午前7時～正午

午前10時～正午

午前９時半～（深見集会所）

午前７時～午後３時

午前７時～午後２時

午前１０時～午前１１時


