2018年 ユネスコ無形文化遺産登録

来訪神：仮面・仮装の神々

男鹿のナマハゲ

【来訪神：仮面・仮装の神々構成文化財】

甑島のトシドン
（鹿児島県薩摩川内市）
男鹿のナマハゲ
（秋田県男鹿市）
能登のアマメハギ
（石川県輪島市・能登町）
宮古島のパーントゥ
（沖縄県宮古島市）
遊佐の小正月行事
（アマハゲ）
（山形県遊佐町）
米川の水かぶり
（宮城県登米市）
見島のカセドリ
（佐賀県佐賀市）
吉浜のスネカ
（岩手県大船渡市）
薩摩硫黄島のメンドン
（鹿児島県三島村）
悪石島のボゼ
（鹿児島県十島村）

大晦日の晩、
それぞれの集落の青年たちがナマハゲに扮して
「泣く子はいねがー、
親の言うこど聞がね
子はいねがー」
「ここの家の嫁は早起きするがー」
などと大声で叫びながら地域の家々を巡ります。
男鹿の人々にとってナマハゲは、
怠け心を戒め、
無病息災・田畑の実り・山の幸・海の幸をもたらす
年の節目にやってくる来訪神です。
ナマハゲを迎える家では、
昔から伝わる作法により料理や酒を
準備して丁重にもてなします。
男鹿市内のナマハゲ行事は、
かつて小正月に行われていましたが
現在は約85の町内で12月31日の大晦日に行われています。
1978年
「男鹿のナマハゲ」
として
国重要無形民俗文化財に指定。
さらに2018年にユネスコ無形文化遺産に登録されました。
ウェブサイトでよりくわしい情報をご覧いただけます

150ものナマハゲ面が勢ぞろい

なまはげ館

ナマハゲの迫力を間近で体験

勇壮で神秘的な冬のまつり

男鹿真山伝承館

なまはげ柴灯まつり

鬼が一晩で積み上げたと
いわれる九九九段の石段

必見のナマハゲエンターテイメント

なまはげ太鼓ライブ

ナマハゲ伝説のパワースポット

インスタジェニック男鹿にある3つの巨大なナマハゲ像

赤神神社五社堂と
九九九段の石段
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なまはげのおみやげ作り体験もできます
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ナマハゲグッズもたくさん

男鹿半島に点在するナマハゲをいくつ見つけることができるかな？
男鹿の観光情報
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道の駅おが オガーレ

☎0185-24-9141 ／男鹿市観光課
☎0185-47-7787 ／男鹿市観光協会DMO推進室
☎0185-22-5050 ／なまはげ館
☎0185-33-3191 ／男鹿温泉交流会館五風
ogakkdmo@gmail.com
2018.12

UNESCO intangible cultural heritage (designated in 2018)
Raiho-shin: ritual visits of deities in masks and costumes

“Oga no Namahage”
On New Year’s Eve, men from each village dressed as Namahage visit homes in the district while
shouting out whether there are any crying babies or misbehaving children, or whether the young
wife of the household is an early riser.
For the people of Oga, the Namahage are deities who visit at the end of the year to admonish
laziness, and bear tidings of good health, good harvests, and products from the mountains and
oceans. At the homes they visit, the Namahage deities are received courteously and served food
and sake in accordance with traditional custom.
Historically, the Namahage event of Oga City took place during Ko-shogatsu (Little New Year,
around January 15th), but is now held on New Year’s Eve in some 85 villages.
In 2018, Oga no Namahage was designated as a UNESCO intangible cultural heritage.
(that was already designated as national important intangible folk cultural property in
1978)

Constituent cultural properties

Toshidon ritual of Koshikijima
Namahage ritual of Oga
Amamehagi ritual of Noto
Paantou ritual of Miyakojima
Little New Year rituals of Yuza(Amahage)
Mizukaburi ritual of Yonekawa
Kasedori ritual of Mishima
Suneka ritual of Yoshihama
Mendon ritual of Satsuma-ioujima
Boze ritual of Akusekijima

Further information can be found on the website

Collection of 150 masks

Namahage Museum

Namahage Experience right in front of you

A lively and mystic Winter Festival

Oga Shinzan Folklore Museum

Namahage Sedo Festival

Old legend says that
ogres built the 999 stone
steps within a night.

Must-see Namahage Entertainment

Namahage Drum Live

Origin of Namahage Legend

Instagenic Oga’s 3 giant statues of Namahage
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Namahage Souvenirs Workshop

Akagami Shrine
Goshado
999 stone steps
Oga City, Akita
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How many Namahages can you find within Oga peninsula?
Tourism Information
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Lineup of Namahage merchandise

Michi-no-Eki Oga "Ogare"
☎+81-185-24-9141 Oga City Tourism Division
☎+81-185-47-7787 DMO Oga-City Tourism Association
☎+81-185-22-5050 Namahage Museum
☎+81-185-33-3191 Oga Onsen Community Hall: Gofu
ogakkdmo@gmail.com
2018.12
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來訪神: 裝著面具,禮裝的神們

男鹿的NAMAHAGE
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文化財一覽

Toshidon ritual of Koshikijima
Namahage ritual of Oga
Amamehagi ritual of Noto
Paantou ritual of Miyakojima
Little New Year rituals of Yuza(Amahage)
Mizukaburi ritual of Yonekawa
Kasedori ritual of Mishima
Suneka ritual of Yoshihama
Mendon ritual of Satsuma-ioujima
Boze ritual of Akusekijima

在網站上有詳細的信息

150種NAMAHAGE的面具在這裡都可以看

會體驗雄壯NAMAHAGE的來訪

雄壯又神秘的冬天祭典

男鹿真山傳承館

NAMAHAGE柴燈祭

NAMAHAGE館

鬼們只有一夜內
堆完999段石階

必看的NAMAHAGE體驗

NAMAHAGE太鼓表演

NAMAHAGE傳說的能量點

Instagram拍照熱門 三大男鹿NAMAHAGE像

赤神神社五社堂
與999段的石階
鄉 秋田縣男鹿市
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可以DIY
「NAMAHAGE」
紀念品

你會遇到幾種男鹿半島的NAMAHAGE呢?
男鹿觀光信息
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可購NAMAHAGE紀念品

道之驛 男鹿 OGARE

Ӽ+81-185-24-9141 男鹿市觀光局
Ӽ+81-185-47-7787 男鹿市觀光協會DMO推進室
Ӽ+81-185-22-5050 NAMAHAGE館
Ӽ+81-185-33-3191 男鹿溫泉交流會館 五風
ogakkdmo@gmail.com
2018.12
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