
2020 年　鹿児島市　六月灯　日程表 2020年6月16日現在
月 日 曜日 神　社 ふりがな 郵便番号 住　所

7 1 水 八坂神社（清水町祇園之洲） ヤサカジンジャ 892-0802 鹿児島市清水町26-1

2 木 船魂神社（新屋敷町） フナタマジンジャ 892-0838 鹿児島市新屋敷町5-15

山宮神社（桜島/持木町） ヤマミヤジンジャ 891-1542 鹿児島市持木町1814・1815

姫宮神社（桜島/野尻町） ヒメミヤジンジャ 891-1541 鹿児島市野尻町363

3 金 稲荷神社（稲荷町） イナリジンジャ 892-0801 鹿児島市稲荷町252

稲荷神社（吉田町） イナリジンジャ 891-1304 鹿児島市本名町6389

稲荷神社・厳島神社（松原神社境内） イナリジンジャ・イツクシマジンジャ 892-0833 鹿児島市松原町3-35

6 月 南方神社（清水町） ミナミカタジンジャ 892-0802 鹿児島市清水町124

水神社（桜島松浦町） スイジンジャ 891-1413 鹿児島市桜島松浦町46

8 水 八幡神社（吉田町本名） ハチマンジンジャ 891-1304 鹿児島市本名町3577

塚田神社・南方神社（岡之原町） ツカダジンジャ・ミナミカタジンジャ 891-1201 鹿児島市岡之原町

9 木 一之宮神社（郡元二丁目） イチノミヤジンジャ 890-0065 鹿児島市郡元2-4-27

若宮神社（池之上町） ワカミヤジンジャ 892-0806 鹿児島市池之上町7

伊佐智佐神社（和田町） イサチサジンジャ 891-0142 鹿児島市和田3-41-1

10 金 三船神社（吉野町） ミフネジンジャ 892-0871 鹿児島市吉野町9996

菖蒲神社（吉野町） ショウブジンジャ 892-0871 鹿児島市吉野町4234

七社神社（吉野町） ナナヤシロジンジャ 892-0871 鹿児島市吉野町7131

11 土 塩釜神社（谷山塩屋町） シオガマジンジャ 891-0121 鹿児島市谷山塩屋町1054

若宮神社（東桜島町） ワカミヤジンジャ 891-1543 鹿児島市東桜島町345-1

大国主神社（金生町） オオクニヌシジンジャ 892-0828 鹿児島市金生町7

12 日 大国主神社（金生町） オオクニヌシジンジャ 892-0828 鹿児島市金生町7

13 月 柏原神社（谷山中央二丁目） カシワバラジンジャ 891-0141 鹿児島市谷山中央2-4155

15 水 八幡神社（田上町） ハチマンジンジャ 890-0035 鹿児島市田上6-14-31

諏訪神社（小山田町） スワジンジャ 891-1231 鹿児島市小山田町3456-ロ

照國神社（照国町） テルクニジンジャ 892-0841 鹿児島市照国町19-35

千石天神神社（東千石町） センゴクテンジンジンジャ 892-0842 鹿児島市東千石町8-28

16 木 照國神社（照国町） テルクニジンジャ 892-0841 鹿児島市照国町19-35

千石天神神社（東千石町） センゴクテンジンジンジャ 892-0842 鹿児島市東千石町8-28

多賀神社（清水町多賀山） タガジンジャ 892-0802 鹿児島市清水町32-32

田之神（荒田八幡宮境内） タノカミ 890-0056 鹿児島市下荒田2-7-21

伊勢神社（下伊敷町） イセジンジャ 890-0007 鹿児島市伊敷台7-24-1

17 金 八幡神社（吉田町宮之浦） ハチマンジンジャ 891-1305 鹿児島市宮之浦町1399

南洲神社（上竜尾町） ナンシュウジンジャ 892-0851 鹿児島市上竜尾町2-1

18 土 南洲神社（上竜尾町） ナンシュウジンジャ 892-0851 鹿児島市上竜尾町2-1

塩竃神社（新屋敷町） シオガマジンジャ 892-0838 鹿児島市新屋敷町32-13

鶴嶺神社（吉野町磯） ツルガネジンジャ 892-0871 鹿児島市吉野町9698-2

鹿児島神社（草牟田二丁目） カゴシマジンジャ 890-0014 鹿児島市草牟田2-58-3

神明神社（宇宿町脇田） シンメイジンジャ 890-0073 鹿児島市宇宿3-27-3

黒丸神社（山田町） クロマルジンジャ 891-0104 鹿児島市山田町856

尾地底神社（桜島町赤生原） オチソコジンジャ 891-1417 鹿児島市桜島赤生原町217

小鷹神社（下田町） コダカジンジャ 892-0873 鹿児島市下田町1171

19 日 建部神社（武二丁目） タケルベジンジャ 890-0045 鹿児島市武2-43-16

三柱神社（桜島町西道） ミハシラジンジャ 891-1414 鹿児島市桜島西道町604

吉満神社（田上町） ヨシミツジンジャ 890-0034 鹿児島市田上7-26-15

20 月 宇気母智神社（荒田八幡宮境内） ウケモチジンジャ 890-0056 鹿児島市下荒田2-7-21

鎮守神社（吉野町） チンジュジンジャ 892-0871 鹿児島市吉野町2593・2594

21 火 川上天満宮（川上町） カワカミテンマングウ 892-0875 鹿児島市川上町834

22 水 日枝神社（鴨池一丁目） ヒエジンジャ 890-0063 鹿児島市鴨池1-8-23

日枝神社（常盤町） ヒエジンジャ 890-0044 鹿児島市常盤町324

日枝神社（原良町） ヒエジンジャ 890-0025 鹿児島市原良町3136

日枝神社（小野町） ヒエジンジャ 890-0022 鹿児島市小野町1915・1916

日枝神社（坂元町） ヒエジンジャ 892-0862 鹿児島市坂元町2501

日枝神社（川上町） ヒエジンジャ 892-0875 鹿児島市川上町1564

23 木 松原神社（松原町） マツバラジンジャ 892-0833 鹿児島市松原町3-35

塞神神社（谷山中央四丁目） サエノカミジンジャ 891-0141 鹿児島市谷山中央4-4849

24 金 愛宕枚聞神社（桜島町赤水） アタゴヒラキキジンジャ 891-1420 鹿児島市桜島赤水町1004

荒田八幡宮（下荒田二丁目） アラタハチマングウ 890-0056 鹿児島市下荒田2-7-21



25 土 荒田八幡宮（下荒田二丁目） アラタハチマングウ 890-0056 鹿児島市下荒田2-7-21

照國神社三公銅像（照国町） テルクニジンジャサンコウドウゾウ 892-0841 鹿児島市照国町19-35

小烏神社（桜島町小池） コガラスジンジャ 891-1418 鹿児島市桜島小池町56

烏帽子嶽神社（平川町） エボシダケジンジャ 891-0133 鹿児島市平川町4960

菅原神社（吉野町磯） スガワラジンジャ 892-0871 鹿児島市吉野町9678

26 日 諏訪神社（西別府町） スワジンジャ 890-0033 鹿児島市西別府町2619

27 月 南方神社（桜島町武） ミナカタジンジャ 891-1416 鹿児島市桜島武町210

28 火 伊邇色神社（下伊敷町） イニシキジンジャ 890-0004 鹿児島市下伊敷2-9-30

春日神社（春日町）　 カスガジンジャ 892-0804 鹿児島市春日町4-38

南方神社（上福元町） ミナミカタジンジャ 891-0116 鹿児島市上福元町6300

29 水 白山比咩神社（中山町） シラヤマヒメジンジャ 891-0105 鹿児島市中山町宮前1293

30 木 月讀神社（桜島町袴腰） ツキヨミジンジャ 891-1419 鹿児島市桜島横山町1722-8

31 金 鹿児島県護國神社（草牟田二丁目） カゴシマケンゴコクジンジャ 890-0014 鹿児島市草牟田2-60-7

8 1 土 鹿児島県護國神社（草牟田二丁目） カゴシマケンゴコクジンジャ 890-0014 鹿児島市草牟田2-60-7

※
※ 今年は新型コロナウイルス感染症の影響により六月灯の祭典のみ斎行し、灯籠は最小限にとどめ露店並びに神賑行事
につきましては自粛いたします。

日程は変更される場合があります。


