2019年 中海・宍道湖・大山圏域 主要イベントスケジュール表
4月

5月

★4/6トロッコ列車出発式

6月

7月

★5/3・4第18回神々のふるさと出雲の國ツーデーウォーク

★4/8一畑薬師春季大祭、花祭り

8月

★7/1トキ一般公開開始

9月

★松江市

10月

★8/3湖陵どんとこい祭

★9/12・13平田薬師秋季大祭

★8/7神幸祭（夕日の祭）

★10月中旬 ワインまつり

★11/17唐川番茶まつり
★8/15須佐神社切明神事

★11中旬 一畑のお山フェスティバル＆灯めぐり

★四十二浦巡り（徒歩による）

★中旬-下旬 鰐淵寺紅葉まつり

★4/27一畑薬師二才児まいり・四才児お礼まいり

★7/20平田天満宮祭奉納一式飾り競技大会

★10/20第7回雲州平田まちあそびイベント

★5/25稲佐の浜 夕刻篝火舞
★7/27第41回平田まつり
★5/26第28回唐川新茶まつり

★10/27第41回一畑薬師マラソン大会

★8/10出雲神話まつり（出雲盆踊り）

★5/2万九千神社おおなほらひ

★10/1－(予定) 出雲そば旅フォトコンテスト

★8/31みさきナイトフェスタin SUMMER

★10/24大相撲出雲場所
★8/3・4松江水郷祭

★10/5・6松江城大茶会

★7/15エビスカップ2019第22回全日本海上綱引き選手権大会

★6/9松江武者の日

★7/24・25白潟天満宮夏祭

★8/25菅原天満宮夏季例祭

★5/26ホーランエンヤ 還御祭

★8/31武内神社大祭

★7/7 海のまちサマーフェスティバル

★1/11,・13別所大餅さん
★1/11正調関乃五本松節美保神社奉納唄い初め式
★1/12・13左吉兆とんど

★10/19鼕行列宵宮

★12/1国宝松江城マラソン

★3月下旬 お城まつり

★10/20松江祭鼕行列

★6/1-30花菖蒲祭り

★9/6-8松江怪喜宴

★1/25－31もち花祭り

★3月下旬 花吹雪温泉まつり

★10/20きまち川まつり
★10/14正調関乃五本松節全国優勝大会

★4/21-5/18八雲ゆう游こいのぼり

★9/21-10/31松江水燈路

★8/15月照寺万灯会
★7/20-8/31玉造温泉夏祭り

★4/20-5/5松江春の茶会
★5/12えびす・だいこく100kmマラソン

★7/26-28れんげ祭り

★5/11佐陀神能特別公演
★4/27佐陀神能特別公演

安来市

★3月中－下旬 椿まつり

★1/12片江墨付とんど

★10/20八重垣神社例祭

★6月中旬 キャンドルナイトまつえ

スハーフマラソン

★12月中-下旬 天守閣すす払い

★10/15熊野大社鑽火祭 ★11/10来て!見て！やくも収穫祭

★4/27・28大根島ぼたん祭

★4/7お糸まつり

★11/5松江神社例祭

★10/18神魂神社大祭

★6/16和菓子の日

★3月中旬 まつえレディー

★1/1天守から望む初日の出
★12/26片江膝餅神事

★11/6堀尾公法要

★7/1-9/30アフターDC

★5/18ホーランエンヤ 渡御祭

★5/5松江神社例祭

★8/28揖夜神社穂掛祭

★12/3諸手船神事

★11/3円成寺筆供養

★10/5鼕まつり
★7/28虫干し神事（墨付）

★11月下旬 ソフトボール女子ＴＯＰ日本代表出雲キャンプ

★11月中旬 宍道そば祭り

★9/15城山稲荷神社例祭

★4/7美保神社青柴垣神事

★3/21-4/7花吹雪温泉まつり

★11/1-2/29(予定) 出雲そば旅スタンプラリー
★11/2みさきナイトフェスタin AUTUMN

★4/27-5/6出雲弥生の森まつり2019
★6/1-5世界アマチュア囲碁選手権戦 島根・松江大会

★1/29日御碕神社和布刈神事

★10月下旬 大土地荒神社例大祭

★8/11出雲神話まつり（花火大会）

★5/22ホーランエンヤ 中日祭

★1/25出雲大社福神祭

★10/20いす-１ＧＰ2019公式戦出雲平田大会

★4/28第42回武蔵坊弁慶まつり

★3/24-4/14お城まつり

★1/8一畑薬師開運星まつり・安全祈願祭

★11/13出雲大社神在祭・縁結大祭・神等去出祭

★6/30宇美神社輪くぐりさん
★4/27－5/6 ゴールデンウィーク神楽奉納

松江市

★2月上旬 もち街木綿街道

★11/11出雲大社神在祭・縁結大祭

出雲市

★4/24茶の湯の日

3月
★3/8一畑薬師人形供養

★11月上旬 伊野利酒大会

★8/14河下盆踊り大会

★4/21松江しんじ湖温泉グルメリレーマラソン

2月

★1/3吉兆神事

★11/7出雲大社神在祭

★4/18第28回出雲阿国歌舞伎 松竹大歌舞伎

★4/13熊野大社御櫛祭

1月

★12/8一畑薬師古札供養祭

★11/8一畑薬師眼鏡供養祭
★6/8一畑薬師八万四千仏供養祭

★5/5美保神社神迎神事

12月

★11/3多久神社例祭「ささら舞」

R1.10.1 現在

●大山圏域

★11/6出雲大社神迎え神事・神迎祭

★5/14-16出雲大社大祭礼

★4/6松江武者行列

★米子市

★10/14第31回出雲全日本大学選抜駅伝競走

★8/4第34回スイムランin多伎

★5/3八重垣神社身隠神事

★境港市

★10/13佐香神社秋季例祭・どぶろく祭り
★7/6・7荒神谷ハスまつり

★6/15・16島根ぶどう祭

★4/3爾佐神社流鏑馬神事

★安来市

11月

★10月上旬 夢フェスタinいずも

★6/1出雲大社涼殿祭
★5/6湖遊館スケートリンク最終日

★4/18・19須佐神社例祭・古伝祭

★出雲市

★8/24松江しんじ湖温泉お湯かけ地蔵法要

★8/24夏の松江ゴーストツアー
★6/8佐陀神能特別公演

★5/4・5やすぎ刃物まつり

★9/14夏の松江ゴーストツアー

★7/13佐陀神能特別公演

★6/8吉田ほたる祭り

★8/10夏の松江ゴーストツアー

★7/19－21ひろせ祇園祭

★11月上旬 菅田庵竣工披露茶会

★9/24・25佐陀神能御座替神事・佐太神社例大祭

★9/14佐陀神能特別公演

★8/14－17月の輪まつり

★10/26－27清水寺灯参道

★3/30－4/7安来公園桜まつり

★7/23・24大塚秋葉祭り ★8/15－17安来節全国優勝大会

★4月上旬 ひろせ桜まつり

★7/25母里夏祭り

★3/30－4/3やすぎのひなめぐり

★7/27山佐ダムキャンプ場祭り

★4/14はくたチューリップ祭

★10月下旬-11月上旬 松江菊花展

★9/28夏の松江ゴーストツアー

★12/25母里市（やまんば祭）

★3月上旬 安来いちごまつり

★11/3なかうみマラソン全国大会

★3月下旬 安来公園桜まつり
★3月下旬 ひろせ桜まつり

★9/22幸盛祭

★11/23月山戦国ロマンウォーク

★7/28あらしまこーふんふぇすた
★8/11鷹入の滝まつり

★4/15境台場公園桜まつり

★7/20妖怪ジャズフェスティバル2019
★6/2美保基地航空祭

★8/25ゲゲゲの鬼太郎ゲタ飛ばし大会

★10/13境港水産まつり

★11/10境港妖怪・さかなウォーク

★1月中旬 カニ感謝祭

★3月初旬 水木しげる生誕祭

★7/21みなと祭

★6/16まぐろ感謝祭

★7/29さかいみなとビーチバレー大会

境港市

★7/13,20,27妖怪ナイトウォーク

★11/2てぬぐいひらひら

★8/3,10-15,24妖怪ナイトウォーク

★7/13－8/24 毎週土曜日：土曜夜市（水木しげるロード）

★6/26－7/24 2019レーザー級世界選手権大会
★第2土曜 さかいみなと中野港漁村市

★第2土曜 さかいみなと中野港漁村市

★第2土曜 さかいみなと中野港漁村市

★3/29-4/7米子桜まつり

★第2土曜 さかいみなと中野港漁村市

★第2土曜 さかいみなと中野港漁村市

★7/14全日本トライアスロン皆生大会

★4/7春の市民大茶会

★7/27・28米子がいな祭

★4/27・28米子つつじまつり

★9/1米子サイクルカーニバルinYODOE

★10/5米子城フェスタ

★9/1上淀八朔綱引き

★10/5市民大茶会

★5/3日吉神社神幸神事よいとまかせ

★8/23加茂川まつり

★4/26-5/6米子城跡ライトアップ春の陣

★7/6-8/25皆生温泉海水浴場

★9/22美水の郷秋麗ウォーク

★1/1米子市正月マラソン大会

★10/20よどえ夢まつり

★9/27-10/14米子城跡ライトアップ秋の陣
★9/28つながるマルシェinえる・モール

★7/27-9/3チームラボ☆学ぶ！未来の遊園地

★10/26つながるマルシェinえる・モール

★10/13・14第九次米子映画事変プレイベント（怪宴）

★8/9-18 CATCH the STAR星鳥県プラネタリウムin皆生温泉
★8/7-25米子城跡ライトアップ
⑦3/31-4/7奥大山ひな祭りコレクション

②5/3-5住雲寺藤まつり

②6/1大山夏山開き前夜祭（松明）

●大山圏域
①日吉津村
②大山町
③伯耆町
④南部町
⑤日南町
⑥日野町
⑦江府町

②6/2大山夏山開き祭

②11/2-4門脇家住宅一般公開（秋）

②⑤⑥⑦他 7/13-9/30大山山麓の謎解き宝探し

④3月 ダイヤモンド大山鑑賞（母塚山）

⑥10/19-11/3奥日野たたら2weeks

⑤11/3日南町ロゲイニング大会in多里

②10/20-22大山の大献灯

⑦11月上旬 奥大山古道ウォーク

⑥8/13-15燈籠まつり
⑥6/9中国山地日野鵜の池マラソン大会

⑥4/13-29滝山公園つつじまつり
②5/24大山春季大祭（大山寺・大神山神社）
①②他 5/25・26皆生・大山SEA TO SUMMIT2019

②7/14もひとり神事

⑤10/20 にちなんめしふぇす

⑤11/10菅沢ダム50周年式典・イベント

③7/20フェスティバル・ディア・マスミズ

②10/20-11/5大山秋色週間

⑥11/10日野町民ミュージカル公演

⑥7/20ねう祭り

②10/24大山寺結願法要

⑥8/15黒坂納涼まつり

⑥11/19金持開運ウォーキング

④8/20なんぶ町民花火大会

②7/27大山町納涼花火大会

⑤7/28船通山宣揚祭
※大山圏域の町村は、数字により表示しています。

⑥金持神社初詣

⑦8/11奥大山ロックフェス ④9月中旬 ダイヤモンド大山鑑賞（母塚山） ⑥10/13海鮮・山鮮まげなもん大収穫祭
②8/13-15大山灯籠灯り

②5/3－6門脇家住宅一般公開（春）

★11/8-11第九次米子映画事変
★10/14全日本Charrengedアクアスロン皆生大会

②8/10-12大山和傘灯り ④9/1スターダスト☆レビュー＠とっとり花回廊

⑤6/27/-7/14「地上の星」福万来ヒメボタル

★1/1新年明けまして米子城

★10/19・20農と食のフェスタinせいぶ

★7/1-8/31皆生温泉ライトアップ - 紋様灯篭

★8/15淀江町盆踊り花火大会

米子市

★11/16米子がいな太鼓45周年コンサート

④8/31星宙（ほしぞら）フェスタin南部町（緑水園）

⑦8/17江尾十七夜

⑤10/26・27にちなんふる里まつり ④11/23全国柿の種吹き飛ばし
⑥11/23・24生きいき"ひの"ふれあいまつり

④赤猪岩神社初詣
④2月 古代ロマン観光周遊サミット（予定）

