
中山道一の　　　山車祭り

こだま夏まつり（７月13日の次の日曜日）
八坂の大祭に合わせ、9基のみこしが繰り出し、にぎやかに町内を練り歩きます。2基・
3基のみこしがトンボを組み合わせ、威勢のいい掛け声とともにぶつかり合う「ケンカ
みこし」は必見です。　　　　   　　　　Map p25 d-5
Kodama Natsu-Matsuri (Kodama Summer Festival)　
The first Sunday after July 13th 
Kodama Summer Festival is held at the same time as the grand festival of Yasaka Shrine. Nine 
mikoshis (portable shrines) parade through the town in a lively manner. You might not  miss 
seeing the Kenka Mikoshi (fighting portable shrine), in which a few portable shrines cross their 
poles and yell loudly as they bump into each other.

本庄祇園まつり（海の日直前の土・日曜日）
本庄祇園まつりは台町の八坂神社において疫病を追い払うため、
みこしを担いだのが祭礼の始まりです。みこしの他にも八坂神社
では埼玉県指定無形民俗文化財になっている台町の獅子舞の奉
納が行われます。　　  　　　　　　　　　　　Map p19 c-4
Honjo Gion Matsuri  (Honjo Gion Festival)　
Saturday and Sunday just before Marine Day (third Monday of July.)
The ritual of Honjo Gion Matsuri began with the carrying of a mikoshi 
(portable shrine) at Yasaka Shrine in Dai-machi to ward off the plague. In 
addition to the mikoshi ritual, a dedication is performed of "Daimachi-no-
Shishimai (lion dance)," designated as an intangible folk cultural heritage 
by Saitama Prefecture.

本庄まつり（11月２日・３日）
本庄の鎮守である金鑚神社の大祭で、中山道一の山車
まつりです。絢爛豪華な山車10基がお囃子に合わせ、
中山道を巡行します。夜には、10基の山車がはにぽんプ
ラザに集まるほか、各町のたたき合いも見どころです。 

Map p18 c-1

Honjo Matsuri （Honjo Festival）　November 2nd and 3rd 
The annual festival of Kanasana Shrine, well-known as a festival 
for the local deity of Honjo, is the most lively floats festival in the 
Nakasenndo road. Ten magnificent floats parade along the 
Nakasenndo road while playing ohayashi(the fesutival music).It is 
quite a spectacle when floats of towns assemble in Hanipon Plaza 
at night. Another feature of the festival is the Tatakiai by towns, 
in which musical players on the floats vie to play the festival 
music.

こだま秋まつり（11月３日）
八幡神社の例大祭で、御神馬を伴う御神幸行列が巡行します。3基
の山車と1基の屋台が、お囃子を奏でながら町内を曳き回されます。
JR児玉駅前や市街地交差点で行われる各町の音色の異なるお囃子
の競演会は必見です。   　　Map p25 d-5
Kodama Aki-Matsuri (Kodama autumn festival)　November 3rd
This is the annual festival of Hachiman Shrine where a procession led 
by gojinme (sacred horse) parade in the town. Also, four floats parade 
in the town while p laying ohayashi music. Per formance 
competitions are held in front of JR Kodama Station and on 
street corners.

歳時記まつり

1月2日 高尾山（佛母寺）だるま市

1月3日 滝瀬立岩寺だるま市

1月13日 虚空蔵尊例祭（だるま市）

1月上〜中旬 道祖神祭り（どんど焼き）

2月3日 八幡神社節分祭

3月15日 八幡神社春祭り（植木市）

4月3日 日本神社春祭り（小平獅子舞・西小平万作踊り）

4月4日 産泰神社春季例大祭

4月上〜中旬 日枝神社春祭り（吉田林獅子舞）

4月上〜中旬 御嶽山春祭り（火渡り）

4月10日 普寛霊場春季大祭（火渡り・刃渡り等の荒行）

4月中旬  岩上神社例大祭（太駄神楽）

4月第2日曜 城山稲荷神社大祭

5月5日 岩谷堂まつり（岩谷堂万霊供養祭・千本旗祈願祭）

7月31日 お姿流し（若泉公園・茅野輪くぐり等）

10月10日 普寛霊場秋季大祭（火渡り等の荒行）

10月上〜中旬 日枝神社秋祭り（吉田林獅子舞）

10月17日 石神神社秋祭り（小平獅子舞）

11月23日 百体観音祭

旧暦11月1日 金鑚神社神迎祭（深夜の神事・熊手販売）
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