
※その他、市町村で様々なイベントが開催されます。詳しくは、公式ＨＰ、フェイスブックで随時お知らせします。  ※イベント内容は変更になる場合が有りますのでご了承下さい。 ※写真はイメージです。

大山の
魅力の集大成を

演出 大山ワンダーフォーラム 米子コンベンションセンター他

「食のみやこ鳥取県 農と食のフェスタ in せいぶ」タイアップ

「大山の不思議と素敵」をキーワードに、1300年祭・中核期間の各プロジェクト事業のクライマックスイベントとして開催します。

10月20日（土）・21日（日）（予定）
平成30年

特別版もひとり神事

伯耆国大山開山千三百年祭 御輿行列

開創法要

CLIMAX  EVENT クライマックスイベント

大
山
へ
の祈

りステージテーマ / 調ふ（ととのう）
大山寺地区主催事業

大
山
か
ら
の

恵
みステージテーマ / 

不思議と素敵 大山ワンダー

開山1300年 特別祈祷 要予約

松江城国宝指定の決め手となった大山寺祈祷札。開創法要
当日から11月末日まで、諸願成就を祈願する特別祈祷を実施。

標高900m付近にある大山寺本堂は､地蔵菩薩の垂迹である
大智明権現が祀られており、この本堂で1300年間受け継がれて
きた特別加持の秘法を執り行います｡

開 催 日

祈 願 金

平成30年5月20日（日）

開 催 日 平成30年7月14日（土）、15日（日）

販売期間 平成30年5月20日（日）～11月30日（金）
販売場所 大山寺本堂 特別御朱印帳 5‚000円 御朱印 300円

開催期間 平成30年5月20日（日）～11月30日（金）
開催場所 大山寺本堂 祈 願 金 10,000円

開 催 日 平成30年5月20日（日）
開催場所 博労座駐車場～大山寺本堂

開 催 日 平成30年10月24日（水）
開催場所 大山寺周辺

10:00 大山寺本堂に
おいて開創法要

※13:30より特別祈祷を実施します。

10‚000円
（特別祈祷での祈願金）

開山1300年 特別御朱印・御朱印帳
開創1300年を記念した平成30年の
みの特別な御朱印をいただけます。
大山開山1300年祭を記念し、鳥取県西部の伝統
工芸である弓浜絣を使用した御朱印帳を販売。
また、御朱印も新しいデザインとなり、いずれも開
山1300年となる2018年のみの仕様となります。

すいじゃく

だいちみょうごんげん

とくべ つ か じ

毎年7月14日～15日に大山で行われる「もひとり神事」は、
大神山神社奥宮で夕祭が行われた後、派遣祭を経て
大山山頂へ向かい、頂上付近の石室で神祭執行後、
霊水と薬草を採取する貴重な無形民俗文化財です。
平成30年は、1300年記念として、特別に神楽・舞を
実施し（7/14）、観光客等に御神水を配布します（7/15）。

大山秋季大祭・秋のご縁日
紅葉シーズンの大山で平安衣装をまとった子
ども達が大山寺参道を歩く「稚児行列」。祭壇
を設け、護摩の炉に供物などを投げ入れること
で、天上に供物を運び、天の恩恵にあずかるこ
とができる「彩灯大護摩法要」のほか、散餅、
大山僧兵太鼓などもお楽しみいただけます。

平安時代に始まった大山寺の祈願
法要にならい、大山寺などの御輿ととも
に、1300年祭を祝う時代行列を行う。

1300年を記念した特別な法要により
参加する皆様へご利益をもたらします。

水と食プロジェクト
1300年祭 記念料理・おもてなし料理

この地を訪れた方に大山山麓の味覚を堪能いただくための記念料理・おもてなし
料理を提供します。そして、豊かな水と食、大山ブランドの魅力を発信していきます。

Stage.

1

この機会にしか味わえない、大山開山1300年を彩る特別な「食」「絶景」「歴史」
「アクティビティ」が楽しめるイベントをご用意し、皆様のお越しをお待ちしております。Stage.

2

大神山神社奥宮

大 山 の 歴 史を感じるスポット

大山寺本堂から石畳の参道をあがったところに鎮座する大
神山神社奥宮。その社殿は全国最大級の壮大な権現造りで、
国の重要文化財建造物に指定されています。元は中国地方
最大の地方寺院として栄えた、神仏習合の「大山信仰」の中
心であった大智明権現社でした。最奥部に建てられ、明治初
頭の神仏分離によって、神仏習合の大山寺が廃絶となった際
に、大智明権現社から仏教色を取り除いて大神山神社（米子
市）の奥宮と定められました。

大山寺
山岳信仰に帰依する修験道の修行道場として栄えた大山寺。
平安時代以降、山岳信仰の仏教化が進むにつれて寺院が増
え、最盛期には100を超える寺院と3000人以上の僧兵をかか
えるほどの一大勢力として、比叡山、吉野山、高野山に劣らない
ほどの隆盛を極めていました。しかし、明治初期の神仏分離・
廃仏毀釈をきっかけに衰退の一途をたどり、数多くあった寺も
現在は4つの参拝堂と10の支院を残すのみ。本堂は天台宗の
古刹で、昭和3年に一度焼失、同26年に再建されています。

阿弥陀堂
大山寺に現存する寺院の中では最古の建築物。平安初期に
創建、藤原期に建立され、享禄2年（1529年）に山津波で倒
壊。その後天文21年（1552年）、現在の場所に再建されたと
いわれる室町末期の建造物です。本尊は、1131年に大仏師
良円によって造営されたと言われる丈六（2.79メートル）の木
造阿弥陀如来。その両脇には観音と勢至の両菩薩も安置。建
物、仏像とも国の重要文化財に指定されています。

10月

7月

5月

5月

たたらんち
豊かな森林、水、土によって古くから良質の鉄を産し
た日野郡では製鉄の匠たちが熟練の技で炎を操
り、質の高い玉鋼を生産していました。「たたらんち」
は、日野郡自慢の食材を使って、炎と音でたたら製
鉄をイメージさせる演出を施した料理メニューです。

開催時期

開催場所
平成30年6月9日（土）・10日（日）
大山桝水高原駐車場（伯耆町）

6月地BeerFest大山
新緑の大山で、日本全国からおいしい地ビール
の数 を々集め、様 な々音楽・ステージイベントととも
に堪能していただけます。壮大な自然の中で味
わう地ビールの祭典を是非体験してください。

※御輿の担ぎ手を募集予定。

Ⓒ鳥取県

※祈祷札の写真は例年のものです。1300年祭では特別な祈祷札を
　ご用意しています。

「大山」の恵みを感じるプロジェクト

1300本のたいまつ行列謎解き宝探しゲーム

「大山山麓の至宝」
～「 大 山 」ゆかりの 刀を中 心に～

開 催 日 開催場所平成30年9月30日（日） 大神山神社奥宮～博労座駐車場

大山山麓に隠された秘宝とは？宝の地図を手がかり
に、大人から子どもまでが楽しめる参加型謎解き宝探
し。2017年にもプレ版を実施し、大好評を得て、今年
はさらにエリアを拡大して実施します。クリアした方に
は抽選で豪華賞品も当たります。

9月

開催期間 平成30年7月1日（日）～9月30日（日）
開催場所 大山山麓周辺 参 加 費 無料

7～9月

開催期間 平成30年7月29日（日）～8月26日（日）
開催場所 米子市美術館 観覧料 有料（調整中）

反りのある日本刀では日本最古級の名匠として
知られる刀工・伯耆安綱を輩出したこの地で、あ
らためて大山がもたらす恵みを知ることができます。  
※期間中に関連イベントも開催予定です。

7・8月

1300本のたいまつで大神山神社奥宮の御神火
を渡り繋ぎ、博労座駐車場で参加者の祈願成就
を願います。1300人がたいまつを手に、「炎の河」と
なって流れる光景は圧巻で、人 に々忘れられない
感動と思い出を与えます。

知恵を出し合って
宝さがし！

太刀 銘 安綱（大神山神社蔵・米子市美術館寄託）
開催時期
開催場所

平成30年8月12日（日）
調整中

8月
大山の大自然に囲まれた絶好のロ
ケーションの中、クラシックギター、
チェロ、フルートによる三重奏を鑑賞
できます。

クラシックコンサート
1 3 0 0 年 祭 記 念

妖怪ナイトウォーク
水 木しげるロードリニューアル ダイヤモンド大山鑑賞

年間約200万人の方 が々訪れる水木しげる
ロード。平成30年7月にリニューアル工事を
終え、装いも新たに妖怪の魅力を発信しま
す。妖怪ブロンズ像を新たに21体加え、全体
で174体となり、全線で夜間照明演出を行い
ます。夏休み期間中には来訪者に妖気を感
じてもらう「妖怪ナイトウォーク」を実施します。 開催時期

開催場所
平成30年3月・9月
母塚山展望駐車場（南部町）開催時期 開催場所平成30年7月～8月 水木しげるロード（境港市）

国生みの神イザナミの御陵とも伝え
られる「母塚山（はつかさん）」。大
山～弓ヶ浜を一望できる絶景ス
ポットとして多くのカメラマンが訪れ、
そこから望む大山山頂からの朝日

（=ダイヤモンド大山）を鑑賞します。

7・8月 3・9月

緑のプロジェクト
大山「星」のフェスティバル 大 山の大 献 灯

ほんのり灯る夏 の 幻 想 彩 色

ⒸTetsuya Yutaka

Ⓒ水木プロ

鳥取県はどの市町村でも天の川が見
える「星取県」。空気の澄んでいる大
山圏域には星空観測絶景スポットが
多くあることから、複数の市町で星空を
堪能できるイベントを連続開催します。

開催時期
開催場所

平成30年8月10日（金）～15日（水）他
大山寺参道、大神山神社奥宮参道他

夏の風物詩となっている「お盆の大
献灯」を２０１８年は期間を拡大し、

「大山の大献灯」として実施します。
大山開山1300年を記念し絵とうろう、和傘
を使った幻想的な献灯を8月10日～13日、
24日～26日、9月22日～24日に開催。 
※8月14、15日は和傘灯りは無し

8月

●
●
移動式プラネタリウムによる全天周番組の上映
天体望遠鏡、双眼鏡による星空ウォッチング

●星空トークショー ●星空コンサートなど

※開催各日の入場券は、当日の午後5時から販売（事前購入不可）。
　安全確保のため会場混雑状況により、入場いただけない場合があります。

緑のプロジェクト

第3回「山の日」記念全国大会in鳥取

皆 生・大 山
SEA TO SUMMIT 2018

ホーリートレイル大会
新しい「 大 山 詣り」

山ガールサミット in鳥取大山

開催時期

開催場所
平成30年9月30日（日）
大山へ続くそれぞれの古道
（横手道、川床道、尾高道など）

開催時期
開催場所

平成30年5月19日（土）、20日（日）
皆生（米子市）～大山

海・里・森のつながりに思いを巡らせながら「大山のエ
コロジカルな楽しみ方」として、カヤック、バイク、ハイクで
自然を体感できます。SEA TO SUMMITはここ皆
生・大山が発祥の地で、今回開催10周年を迎えます。

開 催 日
開催場所

平成30年8月10日（金）・11日（土・祝）
米子市・大山町他

「山に親しむ機会を創出し、山の恩恵に感謝する
機会とする」ことを目的として2016年に制定された祝
日「山の日」。平成30年、鳥取県・大山で西日本で
初めてとなる「山の日」記念全国大会を開催します。

5月

8月

開催時期
開催場所

平成30年9月16日（日）、17日（月・祝）
大山寺博労座駐車場他

山や自然を愛する皆さんと楽しみながら、登山等
を通して「参加者と地元の人」がつながるイベント
です。トレッキングアクティビティー、ゲストによるトーク
ショー、山ガールファッションショーなど開催します。

かつて大山参詣、牛馬往来のため江戸
時代に整備された「大山古道」。２０１８年
はその複数の古道を舞台にしたホーリートレ
イル（信仰の道）ハイクイベントを開催します。

9月

9月

大山紅葉満喫ウォーク 奥大山古道ウォーク

開催時期

開催場所
平成30年11月10日（土）
鍵掛峠他（江府町）

開催時期
開催場所

平成30年10月27日（土）（調整中）
大山寺・桝水高原・奥大山（大山町他）

この時期まさに見頃の紅葉をゆっくりと歩
いて楽しんでいただくために、「見て、知っ
て、感じる大山」としてブナ林を貫くウォー
クイベントを開催します。

10月
後醍醐天皇ゆかりの味覚（団
子汁）と伝統の下蚊屋荒神神
楽を堪能しながら紅葉の奥大
山の古道を散策します。

11月
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