大晦日・初詣
エリア

神社・仏閣名

所在地

鴨江寺

中区鴨江

☎ 053-454-5121

浜松八幡宮
☎ 053-461-3429

五社神社
☎ 053-452-3001

龍雲寺
☎ 053-447-1231

奥山方広寺
☎ 053-543-0003

龍潭寺
☎ 053-542-0480

浜
松
市

※いずれの公共交通機関も大晦日深夜の臨時運行はございません。
※日程などは変更になる事がございますので、各窓口へお問合せをお願いいたします。

井伊谷宮
☎ 053-542-0355

細江神社
☎ 053-522-1857

初山宝林寺
☎ 053-542-1473

浜名惣社神明宮
☎ 053-525-1771

頭陀寺
☎ 053-463-8170

不動寺
☎ 053-586-3205

内容

アクセス

1/ 1 0:00～初祈祷
12/31 23:30～、1/1～1/3 9:00前後より甘酒のサービスを行います（無くなり次第終了）

・JR浜松駅前バスターミナル3番乗場「鴨江 医療
センター」行き乗車、「鴨江観音」下車。
・JR浜松駅より徒歩15分。

中区八幡町

12/31 22:30～大祓式・除夜祭
1/ 1 1:30～歳旦祭
1/ 3 14:00～ 元始祭

・JR浜松駅より車で10分。
・遠州鉄道「八幡駅」下車、徒歩1分。

中区利町

12/31 17:00～除夜祭
1/ 1 0:00～歳旦祭・初祈祷

・JR浜松駅より徒歩約10分。
・JR浜松駅より車で5分。

西区入野町
12/31 23:30～除夜の鐘 ※今年は鐘撞きの一般参加はありません
（佐鳴湖南）
北区
引佐町奥山

・JR浜松駅前バスターミナル5番乗場「宇布見山
崎」行き乗車、「矢田坂」下車、徒歩5分。
・JR浜松駅より車で約15分。

・JR浜松駅前バスターミナル15番乗場「奥山」行
12/31 23:45～除夜の鐘撞き(9:00～整理券配布予定)
1/ 1 新春大祈祷 9:30、10:30、11:30、13:00、14:00、15:00（10分前までに受付して下さ き乗車、終点下車、徒歩5分。
・新東名浜松いなさICより約10分。
い）

北区
12/31 23:50～除夜の鐘撞き
引佐町井伊谷 先着108組様に記念品を贈呈

・JR浜松駅前バスターミナル15番乗場「奥山」行
き乗車、「神宮寺」下車、徒歩10分。
・新東名浜松いなさICより約10分。

北区
12/31 15:00～大祓式、22:00～除夜祭
引佐町井伊谷 1/ 1 1:00～初祈祷祭

・JR浜松駅前バスターミナル15番乗場「奥山」行
き乗車、「神宮寺」下車、徒歩5分。
・新東名浜松いなさICより約10分。

北区細江町

12/31 14:00～大祓式、除夜祭

・JR浜松駅前バスターミナル15番乗場「気賀・
三ヶ日」行き乗車、「国民宿舎入口」下車、徒歩
1分。
・新東名浜松いなさICより約15分。

北区
細江町中川

12/31 23:45～本堂の中で除夜の鐘撞きに参加できます。
108名に干支のお守りプレゼント。
正月三が日は無料で参拝していただけます。
お正月の特別御朱印（2種類で600円）があります。

・JR浜松駅前バスターミナル15番乗場「金指・気
賀」「奥山」「伊平」行き乗車「石岡」下車、徒
歩10分。
・新東名浜松いなさICより約15分。

12/31 16:00～大祓式、22:00～除夜祭
大絵馬がライトアップされます。(大絵馬が掛けられるのは年末～1/30頃まで)
1/ 1 0:00～甘酒・お神酒のサービス（無くなり次第終了）、10:00～元旦祭

・天竜浜名湖鉄道「三ヶ日駅」下車、徒歩15～20
分。
・東名三ヶ日ICより約10分。

南区頭陀町

1/1 0:00～お屠蘇の振る舞い、護摩焚き
お守り300個を無料で配布します。

・JR浜松駅前バスターミナル8番乗場「掛塚」行
き乗車「頭陀寺」下車。

浜北区平口

12/31 23:45～除夜の鐘
1 /3 開運大祭

・遠州鉄道「浜北駅」下車、タクシーで約5分。
・東名浜松IC・浜松西ICより約25分。
・新東名浜松浜北ICより約15分。

北区
三ヶ日町三ヶ日

※今年は鐘撞きの一般参加はありません

エリア

所在地

明心寺

浜北区永島

12/31 23:45～除夜の鐘 ※今年は鐘撞きの一般参加はありません

・遠州鉄道「小林駅」下車、タクシーで8分。
・東名浜松ICより約20分。
・新東名浜松浜北ICより約10分。

浜北区根堅

お地蔵様が平成23年に国指定重要文化財に指定されました。
12/31 23:45～除夜の鐘撞き
1/ 1 9:00～初護摩祈祷

・天竜浜名湖鉄道「岩水寺駅」下車、徒歩15分。
・新東名浜松浜北ICより約5分。

天竜区
春野町領家

12/31 22:00～除夜祭
1/1 0:00～開運祈祷祭、6:00～歳旦祭
1/1～1/5・1/10は西鹿島駅より特別バス運行(西鹿島発

☎ 053-587-2936

岩水寺
☎ 053-583-2741

浜
松
市

アクセス

神社・仏閣名

秋葉神社上社・下社
上社 ☎053-985-0111
下社 ☎053-985-0005

内容

下社：遠州鉄道「西鹿島駅」下車、「山東・春野
車庫」行きに乗車、「秋葉神社」下車。または、
新東名浜松浜北ICより約30分。
10:00、上社発

13:00)
下社より上社へは、車で約40分。

山住神社
☎ 053-987-1179

磐
田
市

府八幡宮
☎ 0538-32-4762

矢奈比売神社（見付天神）
☎ 0538-32-5298

法多山 尊永寺
☎ 0538-43-3601

袋
井
市

萬松山 可睡斎
☎ 0538-42-2121

医王山 油山寺
☎ 0538-42-3633

大洞院
周
智
郡

☎ 0538-85-2009

☎ 0538-89-7302

三熊野神社
☎ 0537-48-0190
（掛川観光協会大須賀支部）

・JR飯田線「水窪駅」下車、タクシーで25分。
・新東名浜松浜北ICより約90分。

中泉

12/31 23:00～除夜祭
1/ 1 新年初祈祷、11:00～元旦祭

・JR磐田駅から遠鉄バス乗車、「磐田市役所」下
車、徒歩2分。
・磐田ICより15分。

見付

1/1 0:00～元旦祭

JR磐田駅から遠鉄バス乗車、「見付」下車、徒歩
5分。

豊沢

12/31 23:30～除夜の鐘撞き(22:30～整理券先着順に配布)
1/ 1 0:00～2:30初護摩祈祷、7:00～一般祈祷の受付、その後ご祈祷。

・JR愛野駅下車、車で5分もしくは徒歩20分。
・東名袋井ICより15分。
・新東名森掛川ICより約30分。

久能

12/31 23:40～除夜の鐘撞き(23:00～整理券先着順に配布)
1/ 1 0:30～新年初祈祷
1/ 1～3/31「可睡斎ひなまつり」開催

・JR袋井駅下車、秋葉バスサービス秋葉中遠線に
乗車、「可睡斎入口」下車、徒歩10分。
・東名袋井ICより5分。

村松

12/31 23:30～1/1 1:00 除夜の鐘撞き（一般参加無料）
・甘酒のサービスがあります。（無くなり次第終了）

・東名袋井ICより約15分。

森町橘

大洞院には開山以来萬燈供養「消えずの灯明」があり、大みそかの除夜の鐘終了後から3日にか
けて、この火を元火にして餅を焼く「餅焼き」の行事が行われます。この餅を食べると、その
年が無病息災で過ごせると言われている為、参拝客らは囲炉裏の火で暖を取りつつ、こぞって ・天竜浜名湖鉄道「遠州森駅」下車、タクシーで
この餅を食べます。
7分。
※今年はあらかじめ焼いた餅を提供します。
・東名袋井ICより25分。
餅焼き

小國神社
掛
川
市

境内には静岡県の天然記念物に指定された樹齢1300年の杉の大木があります。

天竜区水窪町 1/1 7:00(朝日が本殿に射し込む時刻)～元旦祭が行われます。

森町一宮

西大渕

12/31 23:45～、1/1～1/3 8:00～（無くなり次第終了）

12/31 15:00～大祓式、大祓式終了後は除夜祭
1/ 1 0:00～初祈祷、2:00～歳旦祭

・天竜浜名湖鉄道「遠江一宮駅」下車、車で10
分。
・東名袋井ICより20分。

年越しそば、お餅、お祭りのカレンダーなどを販売します。
12/31 22:00～1/1 1:30（予定）

・JR袋井駅より秋葉バスサービス「大東支所」行
き乗車「東番町」下車、徒歩3分。
・東名袋井ICより30分。
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