除夜の鐘が衝けるお寺
◆奈良市
【帯解寺】
開始：23:00 頃
人数：参加者全員
【興福寺】
整理券配布：23:00 開始：23:30
場所：南円堂と菩提院大御堂
人数：各 100 名ずつ（合計 200 名）
【西大寺】
開始：23:45 〜翌 2:00（整理券なし）
人数：参加者全員
【唐招提寺】
整理券配布：23:00 頃（南大門）
開始：23:40 頃
人数：先着 108 名
参詣者に手観音の御守札を授与
拝観無料
【東大寺 】
整理券配布：22:30（人出により前後あり）
開始：0:00
場所：鐘楼
人数：先着 800 名（8 人一組で衝く）
整理券入手後列を離れた場合は無効
【薬師寺】
整理券配布：
20:00（越年写経の方）23:00（一般）
開始：23:30 僧侶読経後
人数：参加者全員
【霊山寺】
開始：1/1 0:00 〜 3:00
人数：参加者全員
先着 300 名に、
「円満袋」授与

◆大和郡山市
【松尾寺】
開始：23:00
人数：先着 108 名のち参加者全員
住職染筆干支を先着 1,000 名に授与

◆宇陀市
【室生寺】
開始：1/1 0:00
人数：先着 108 名
参加者にカレンダーを授与

◆天理市
【長岳寺】
整理券配布：23:00 開始：23:30
人数 ：先着 106 名
甘酒の無料接待あり

◆高取町
【壷阪寺】
開始時刻：23:45 〜翌 1:30
人数：参加者全員
入山料無料、参加無料

◆橿原市
【御厨子観音妙法寺】
開始：23:50 〜翌 1:30
人数：参加者全員
先着 108 名に絵馬を授与。

◆明日香村
【飛鳥寺】
開始：23:30
人数：参加者全員
しょうが湯のふるまいあり。
先着 300 名に干支の絵馬を授与。

◆桜井市
【安倍文殊院】
開始：23:45
人数：参加者全員
【聖林寺】
開始：23:00 〜 25:00
人数：参加者全員
拝観無料
茶所にて抹茶の接待あり
◆五條市
【金剛寺】
開始：23:40
人数：参加者全員
昆布茶の接待あり

※情報は 2018 年 12 月現在のものですので、
必ず確認してからお出かけください。

【岡寺】
開始：23:50
人数 : 参加者全員
福酒・しょうが湯の無料接待あり
【橘寺】
開始：23:00
人数 : 先着 106 名
始め、中間、終わり以外を参拝者が衝ける
108 つ目の鐘は 0:00 に鳴らされる
先着順でお茶、ケーキの接待あり
◆吉野町
【金峯山寺】
開始：23:40
場所：蔵王堂横の鐘楼
（上千本・三郎鐘も可）
先着 108 人に記念品を授与

2019 正月・越年行事
◆奈良市
【率川神社】
● 1/1 0:45 御神火拝戴祭
【帯解寺】
● 1/1 0:30 修正会法要
参加者に福酒のふるまいあり
【春日大社】
● 12/31 15:00 年越大祓式
● 1/1 0:00 元旦初詣
5:00 歳旦祭
● 1/2 10:00
日供始式並興福寺貫首社参式
● 1/3 11:00 神楽始式
【興福寺】
● 1/1 〜 1/3 14:00
新春護摩祈祷（不動堂）
● 1/2 興福寺貫首春日社参式
【三松寺】
● 12/31 10:00 〜 1/1 3:00
徹宵坐禅会
● 1/1 3:00 新年祈祷会
● 1/2 14:00 大般若会

◆大和郡山市
【松尾寺】
【東大寺】
● 1/1 〜 1/31
● 1/1 0:00 〜 8:00 大仏殿 初詣
・厄除祈祷厳修
無料参拝できる。大仏殿正面の窓
・松尾山七福神開扉
( 観相窓 ) が開かれ、窓越しに大仏
・大黒天念持仏公開
様の顔が見える。
中門の外で「とんど」に火がつけられ、 ● 1/3 10:00 歳旦祭
● 1/15 9:00 左義長（とんど）
大仏殿参道両側の水路では篝火が
たかれる。
【矢田寺】
● 1/1 0:00 二月堂
● 1/1 〜 1/3 修正会
観音経の読誦がある。
３日まで、二月堂内で万灯明が灯る。
◆天理市
※ 1/1 〜 1/3 に万灯明またはお鏡料を
【大和神社】
申し込むと「坊雑券」がもらえる。
● 1/1 2:30 元旦祭
この「坊雑券」があると、1/3、1/5
● 1/3 10:00 元始祭
の大般若法要の日に雑煮が食べら
● 1/4 13:00 〜 15:00 お弓始め祭
れる。(11:00 〜 13:30『北の茶所』）
(11:50 〜 13:00 善哉ふるまいあり）
【薬師寺】
【石上神宮】
● 12/31 23:45
● 12/31 15:00 神庫祭
1/2、1/3 13:00
15:30 大祓式
修正会吉祥悔過法要
16:00 除夜祭
※越年時の拝観料は無料
● 1/1 0:00 火祭・新春初太鼓
※ 1/1 〜 1/3 8:30 〜 17:00 国宝吉祥
5:00 歳旦祭
天女画像が特別公開される
● 1/3 9:00 元始祭
（1/4 〜 1/15 は平成の吉祥天女画像）

◆橿原市
【大安寺】
【霊山寺】
【橿原神宮】
● 1/1 0:00 除夜の竹明り
●修正会
※古代赤米粥の接待あり
1/1 0:00 〜 5:00 奥之院、本堂、弁天堂 ● 12/31 15:00 歳末大祓
17:00 除夜祭
● 1/1 〜 1/3 9:00 〜 16:00
1/1 〜 1/3 17:00 本堂
● 1/1 0:00 初太鼓
修正会「松三宝・昆布挟みの儀」 ● 1/1 〜 1/3 10:00 〜 16:00
6:00 歳旦祭
本尊・薬師三尊像特別開扉
● 1/1 〜 1/7 開運招福 新春初祈祷
【唐招提寺】
初福茶 一服 500 円
● 1/1 0:00 修正会護摩供
● 1/7 11:00、14:00 大辯才天初福授法会 ● 1/3 10:00 元始祭
● 1/3 18:00 修正会護摩供餅談義
宝銭御守授与・雑煮接待
【おふさ観音】
● 1/1 〜 1/3 初祈祷修正会

◆桜井市
【安倍文殊院】
● 1/1 0:00 初祈祷
一願成就絵馬焼大とんど
1:00 厄除秘法七まいり初祈祷
【大神神社】
● 12/31 14:00 年越しの祓・除夜祭
● 1/1 1:00
繞道祭（にょうどうさい）
※拝殿奥でご神木が切り出され、灯篭
から大松明と火を移し、山麓の摂社
末社 18 社を大松明を担いで巡拝する
【談山神社】
● 12/31 15:00 年越大祓式
● 1/1 10:00 元旦祭
● 1/3 9:00 元始祭
【長谷寺】
※ 12/31 16:30 〜 1/3 まで入山料無料。
( 特別拝観はしていない )
● 12/31 16:00 本尊閉帳法
19:00 〜 1/1 5:00 観音万燈会
● 1/1 0:00 本尊開帳法要
● 1/2 〜 1/3 17:00 〜 20:00
観音万燈会（登廊 吊灯籠のみ点燈）
● 1/1 〜 1/7
10:00 仁王会
14:00 修正会

◆平群町
【信貴山朝護孫子寺】
● 1/1 7:00 頃 初日の出
● 1/1 〜 1/3 17:00 修正会
● 1/1 〜 1/10 9:00 〜 16:00
毘沙門天王 ( 中秘仏 ) 開扉
ご祈祷中は拝尊不可
◆斑鳩町
【法隆寺】
● 1/1 〜 1/3 13:00 舎利講
◆高取町
【壷阪寺】
● 1/1 〜 1/3 修正会・新春福引き大会
◆明日香村
【岡寺】
● 1/1 0:00 開帳・厄除護摩供法要
● 1/1 〜 1/31 新春厄除祈願祭
◆吉野町
【金峯山寺】
● 1/1 0:00 新年初護摩供
● 1/1 〜 1/3 11:00 修正会
◆天川村
【龍泉寺】
● 12/31 21:00 忘れ清めの水行
● 1/1 0:15 年頭護摩供
● 1/5 9:00 初弥勒会

◆宇陀市
【室生寺】
● 1/1 0:00 暁天祈祷

※情報は 2018 年 12 月現在のものですので、
必ず確認してからお出かけください。

