
曜日 干 支 六曜 祭　　　　　事

4月 ７日 ３月 １日 木 己未 つちのと ひつじ 仏滅 朔日ニンガァイ（十山御嶽）

4月 12日 3月 6日 火 甲子 きのえ ね 友引 二月ウチニンガァイ（トゥグルビディリ）

5月 17日 4月 11日 火 己亥 つちのと び 友引 チチヌニンガァイ

5月 21日 4月 15日 土 癸卯 みずのと う 赤口 旧十五日ニンガァイ（十山御嶽）

5月 28日 4月 22日 日 庚戌 かのえ いぬ 先勝 ツァバムヌン・フームヌン

6月 5日 5月 1日 日 戊午 つちのえ うま 大安 朔日ニンガァイ（十山御嶽）

6月 8日 5月 4日 水 辛酉 かのと とり 大安 ドゥガヌチ-　久部良海神祭

6月 19日 5月 15日 日 壬申 みずのえ さる 先勝 旧十五日ニンガァイ（十山御嶽）

6月 26日 5月 22日 日 己卯 つちのと う 友引 ドゥムヌムヌン

7月 4日 6月 1日 日 丁亥 ひのと び 赤口 旧朔日ニンガァイ　（十山御嶽）

7月 9日 6月 6日 土 壬辰 みずのえ たつ 大安 アミウリ

7月 16日 6月 13日 土 己亥 つちのと び 赤口 チチヌニンガァイ

7月 17日 6月 14日 日 庚子 かのえ ね 先勝 比川、久部良ウガンフトゥティ

7月 24日 6月 20日 日 丁未 ひのと ひつじ 友引 祖納ウガンフトゥティ

9月 1日 8月 1日 木 丙戌 ひのえ いぬ 友引 旧朔日ニンガァイ　（十山御嶽）

9月 5日 8月 5日 月 庚寅 かのえ とら 赤口 アラガトゥタガビ

9月 7日 8月 7日 水 壬辰 みずのえ たつ 友引 アラミディ

9月 11日 8月 11日 日 丙申 ひのえ さる 赤口 ダティグクイ

9月 14日 8月 14日 水 己亥 つちのと び 先負 チチヌニンガァイ

9月 15日 8月 15日 木 庚子 かのえ ね 仏滅 旧十五日ニンガァイ（十山御嶽）

10月 1日 9月 1日 土 丙辰 ひのえ たつ 先負 旧朔日ニンガァイ　（十山御嶽）

10月 ９日 9月 9日 日 甲子 きのえ ね 大安 8月ウチニンガァイ（ダティクビディリ）

10月 15日 9月 15日 土 庚午 かのえ うま 大安 旧十五日ニンガァイ（十山御嶽）

10月 31日 10月 1日 月 丙戌 ひのえ いぬ 仏滅 旧朔日ニンガァイ　イスカバイ　（十山御嶽）

11月 13日 10月 14日 日 己亥 つちのと び 大安 チチヌニンガァイ(シティー祭）

11月 29日 11月 1日 火 乙卯 きのと う 大安 旧朔日ニンガァイ　（十山御嶽）

12月 4日 11月 6日 日 庚申 かのえ さる 仏滅 クブラマチリ

12月 5日 11月 7日 月 辛酉 かのと とり 大安 ウラマチリ（東自治公民館）

12月 8日 11月 10日 木 甲子 きのえ ね 友引 ンディマチリ（比川自治公民館）

12月 26日 11月 28日 月 壬午 みずのえ うま 友引 ンマナガマチリ（嶋仲自治公民館）

12月 27日 11月 29日 水 癸羊 みずのと ひつじ 先負 ンダンマチリ（西自治公民館）

12月 28日 11月 30日 水 甲申 きのえ さる 仏滅 アンタドゥミ（全公民館）

1月 12日 12月 15日 木 己亥 つちのと び 友引 チチヌニンガァイ、旧十五日ニンガァイ（十山御嶽）

1月 28日 1月 1日 土 乙卯 きのと う 先勝 旧正月　ドゥヌニンガァイ　旧朔日の願い（十山御嶽）

2月 11日 1月 15日 土 己巳 つちのと み 先負 旧十五日ニンガァイ（十山御嶽）

2月 26日 2月 1日 日 甲申 きのえ さる 友引 旧朔日ニンガァイ（十山御嶽）

3月 8日 2月 11日 水 甲午 きのえ うま 赤口 タナンドゥリ

3月 12日 2月 15日 日 戊戌 つちのえ いぬ 仏滅 旧十五日ニンガァイ（十山御嶽）

3月 13日 2月 16日 月 己亥 つちのと び 大安 チチヌニンガァイ

3月 25日 2月 28日 土 辛亥 かのと び 大安 カドゥムヌン（ナンタビディリ）
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