
 

2019 年 9 月 20 日 

報 道 各 位 

祭りアイランド九州 事務局 

九州・火の国元気まつり 事務局 

               

 

「祭りアイランド九州」・「九州・火の国元気まつり」 

取材のご案内 

 

2019 年 9 月 28 日（土）及び 29 日（日）の２日間開催します「祭りアイランド九州」・「九

州・火の国元気まつり」につきまして、下記のとおり取材のご案内を申し上げます。 

ご多用中のことと存じますが、是非ご取材くださいますようお願いいたします。 

 

記 

１ 日時及びプログラム 

別紙３参照（雨天の場合、参加できない団体がございます。） 

 

２ 会場 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 開会式のご案内 

・日時等 9 月 28 日（土）10：20～ メイン会場桟敷席前 

・出席者 来賓  熊本市長、熊本商工会議所会頭 

     主催者 山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の各県知事 

         九州経済連合会、九州商工会議所連合会、九州経済同友会、九州経営

者協会の長、九州観光推進機構会長 

・式次第 

 開会宣言 祭りアイランド九州実行委員会幹事長（九州観光推進機構会長） 

 主催者挨拶 祭りアイランド九州実行委員会委員長（九州経済連合会会長、知事会代表） 

 地元歓迎挨拶（熊本県知事、熊本市長） 

 写真撮影及びテープカット（出席者） 

 

４ ご取材について 

(1)祭りアイランド九州 

① 取材をご希望の方は、お手数ですが取材申込書（別紙１）にて 9 月 26 日（木）までに

「祭りアイランド九州実行委員会事務局」へＦＡＸまたはメール（下記 3名全員）にて

お申込みください。お申し込み後に受付場所等のお打合せをさせていただきます。 

② 開会式につきましては、9：45 から報道受付を開始します。別紙１にお申し込みのうえ、

桟敷席横本部テントにて受付をお願いします。 

③ メイン会場（シンボルプロムナード）におけるご取材について 

・撮影者、祭り出演者、祭りをご覧のお客さま、歩行者の皆さまの安全確保の観点から、

祭り開催中（開会式を除く）のテレビカメラによる撮影は、事務局が指定する場所に限

定させていただきます。 

・お申し込み後に詳細は調整させていただきます。 

(2)九州・火の国元気まつり 

    別紙２にてお申込みください。 

５ その他 

・ 多数のご取材お申込をいただいた場合は、メイン会場（シンボルプロムナード）以外で

も、当社より撮影位置等を指定させていただく場合がございますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

(2)九州・⽕の国元気まつりへのお問合せ 
九州・⽕の国元気まつり事務局 
（九州商⼯会議所連合会内） 
担当︓三苫(みとま)、三⾓(みすみ) 
TEL︓092-441-1112 
FAX︓092-441-1149 
Mail:y_mitoma@fukunet.or.jp 
    K_misumi@fukunet.or.jp 
      

(1)祭りアイランド九州へのお問合せ 
祭りアイランド九州実⾏委員会事務局 
（⼀般社団法⼈ 九州観光推進機構内） 
担当︓⼭⽥、渡邊、中嶋 
TEL︓092-751-2943 
携帯（9/27〜30）︓070-2815-5952 
FAX︓092-751-2944 
Mail:y-yamada@welcomekyushu.jp 
    y-watanabe@welcomekyushu.jp 
     k-nakashima@welcomekyushu.jp 



別紙１ 

「祭りアイランド九州」 

取材申込書 

 

 

 

以下にご記入の上、お申し込み下さい。【〆切：9 月 26 日（木）まで】 

 

１ 貴社名                                      

 

２ ご芳名                          様 

 

３ 取材ご希望の会場及び時間 

 9/28(土) 9/29(日) 

メイン会場（開会式）   

メイン会場（祭り）   

サブ会場①（城彩苑）   

サブ会場②（二の丸広場）   

サブ会場③（下通）   

山鉾展示（サンロード新市街）   

 

４ 連絡先      電話番号（携帯）             

  ※今回、お知らせ頂いた携帯番号は、今回の取材に関する連絡等のみ使用致します。 

 

 

 

 

送付先：祭りアイランド九州実行委員会事務局 

ＦＡＸ：０９２-７５１-２９４４ 



別紙２ 

「九州・火の国元気まつり」 

取材申込書 

 

 

 

以下にご記入の上、お申し込み下さい。【〆切：9 月 26 日（木）まで】 

 

１ 貴社名                                      

 

２ ご芳名                          様 

 

３ 取材ご希望の会場及び時間 

 9/28(土) 9/29(日) 

メイン会場（肉・麺・酒の飲食ブース）   

サブ会場①（下通 三番街・四番街）   

サブ会場②（上通 各県名産品特産品販売ブース）   

 

４ 連絡先      電話番号（携帯）             

  ※今回、お知らせ頂いた携帯番号は、今回の取材に関する連絡等のみ使用致します。 

 

送付先：九州・火の国元気まつり事務局 

ＦＡＸ：０９２ -４４１ -１１４９ 



別紙3　「祭り集結」タイムスケジュール 2019.9.20現在

メイン会場 サブ会場② サブ会場③ メイン会場 サブ会場② サブ会場③
シンボルプロムナード 城彩苑/わくわく座 城彩苑/親⽔空間 熊本城⼆の丸広場 下通アーケード シンボルプロムナード 城彩苑/わくわく座 城彩苑/親⽔空間 熊本城⼆の丸広場 下通アーケード

終⽇ 終⽇ 終⽇ 終⽇
　　城下町杵築観⽉祭《⼤》 　　⽇本童話祭《⼤》 　　城下町杵築観⽉祭《⼤》 　　佐賀インターナショナル

　（ジャンボ鯉のぼり） 　　バルーンフェスタ《佐》　
⾵治⼋幡宮川渡り神幸祭《福》 11︓00〜 　　（球⽪体験）　

天草ほんどハイヤ祭り《熊》 　　中江岩⼾神楽《熊》 11︓00〜
★⼋代妙⾒祭《熊》 岩国藩鉄砲隊保存会演武《⼭》 　　⿅児島三⼤⾏事
★⽇⽥祇園《⼤》 出演団体紹介① 　　「妙円寺詣り」《⿅》

★唐津くんち（お囃⼦）《佐》 ⽇向ひょっとこ夏祭り《宮》
⽕の国まつり《熊》 11︓45〜

★唐津くんち（お囃⼦）《佐》 　　⻑崎ランタンフェスティバル
12︓00〜 12︓00〜 　　《⻑》 12︓00〜 12︓00〜

出演団体紹介① 　　武⽥流流鏑⾺演武 　　宮崎神宮⼤祭《宮》 　　岩国藩鉄砲隊 　　宮崎神宮⼤祭《宮》
　　《熊》 読⾕まつり《沖》 　　保存会演武《⼭》 12︓15〜

YOSAKOIさせぼ祭り《⻑》 有⽥⽫⼭まつり《佐》 　　⿅児島三⼤⾏事
南⼤東村豊年祭《沖》 12︓30〜 12︓30〜 ★⼋代妙⾒祭《熊》 12︓30〜 　　「妙円寺詣り」《⿅》

⽇向ひょっとこ夏祭り《宮》 　　⾼千穂の夜神楽《宮》 　　博多松囃⼦《福》 加藤神社　清正公まつり《熊》 　　戦国肥後国衆まつり《熊》
おおむた「⼤蛇⼭」まつり《福》 ★博多祇園⼭笠《福》 12︓45〜

⿅児島三⼤⾏事「妙円寺詣り」《⿅》 　　天草ほんどハイヤ祭り
13︓00〜 13︓00〜 13︓00〜 13︓00〜 　　《熊》

⽟名⼤俵まつり《熊》 　　⼩川阿蘇神社奉納秋祭り 　　★唐津くんち《佐》 　　⻑崎ランタン 　　武⽥流流鏑⾺演武
博多松囃⼦《福》 　　（獅⼦組）《熊》 ★⽇⽥祇園《⼤》 　　（お囃⼦） 　　フェスティバル《⻑》 　　《熊》 13︓15〜

博多どんたく港まつり《福》 　　和⽔町古墳祭《熊》
13︓30〜 13︓30〜
　　⽇向ひょっとこ夏祭り《宮》 　　加藤神社清正公まつり

桟敷席、イス席⼊替え 桟敷席、イス席⼊替え 　　《熊》

14︓00〜 13︓45〜 14︓00〜 14︓00〜 14︓00〜
　　★唐津くんち《佐》 　　博多松囃⼦《福》 　　横堀岩⼾神楽《熊》 　　中江岩⼾神楽 　　⽕の国まつり《熊》

おおむた「⼤蛇⼭」まつり《福》 　　（お囃⼦） 　　（稚児舞） 　　《熊》 14︓15〜
⽜深ハイヤ祭り《熊》 　　★唐津くんち《佐》

⿅児島三⼤⾏事「妙円寺詣り」《⿅》 14︓30〜 ★⽇⽥祇園《⼤》 　　（お囃⼦）
岩国藩鉄砲隊保存会演武《⼭》 　　YOSAKOIさせぼ祭り 霧島九⾯太⿎《⿅》

⽟名⼤俵まつり《熊》 14︓45〜 　　《⻑》 14︓45〜
宮崎神宮⼤祭《宮》 　　博多松囃⼦《福》 14︓45〜 　　のんのこ諫早まつり《⻑》

15︓00〜 15︓00〜 　　博多どんたく港まつり《福》 15︓00〜
出演団体紹介② 　　⼩川阿蘇神社奉納秋祭り 　　南⼤東村豊年祭 15︓00〜 　　宮崎神宮⼤祭《宮》

　　（獅⼦組）《熊》 　　《沖》 　　★⼋代妙⾒祭《熊》
⼭⿅灯籠まつり《熊》 天草ほんどハイヤ祭り《熊》

YOSAKOIさせぼ祭り《⻑》 15︓30〜 15︓30〜 15︓30〜 ★唐津くんち（お囃⼦）《佐》 15︓30〜 15︓30〜
⽇向ひょっとこ夏祭り《宮》   　おおむた「⼤蛇⼭」 　　岩国藩鉄砲隊 　　⽜深ハイヤ祭り《熊》 ⾵治⼋幡宮川渡り神幸祭《福》 　　和⽔町古墳祭《熊》 　　横堀岩⼾神楽

読⾕まつり《沖》 15︓45〜 　　まつり（お囃⼦）《福》 　　保存会演武《⼭》 有⽥⽫⼭まつり《佐》 15︓45〜 　　《熊》
⾵治⼋幡宮川渡り神幸祭《福》 　　熊本城坪井川園遊会 　　戦国肥後国衆まつり《熊》

★⼾畑祇園⼤⼭笠《福》 　　《熊》

★⽇⽥祇園《⼤》 16︓15〜
　　⻑崎ランタン ⽟名⼤俵まつり《熊》

16︓30〜 　　フェスティバル《⻑》 16︓30〜 16︓30〜 ★⼋代妙⾒祭《熊》 16︓30〜
　　⼭⿅灯籠まつり《熊》 　　⿅児島三⼤⾏事 　　読⾕まつり《沖》 ⽕の国まつり（総踊り）《熊》 　　九州ハワイアンフェスティバル

桟敷席、イス席⼊替え 　　「妙円寺詣り」《⿅》 16︓45〜 　　inうきみすみ《熊》
　　南⼤東村豊年祭《沖》

★⼾畑祇園⼤⼭笠《福》
（昼装飾から夜装飾への転換）

17︓30〜 《山》・・・山口県

　　⻑崎ランタンフェスティバル 《福》・・・福岡県

★⼾畑祇園⼤⼭笠《福》 　　《⻑》 《佐》・・・佐賀県

読⾕まつり《沖》 終⽇ 《長》・・・長崎県 終⽇
⾵治⼋幡宮川渡り神幸祭《福》 　　博多祇園⼭笠《福》 《熊》・・・熊本県 　　佐賀インターナショナル

YOSAKOIさせぼ祭り《⻑》 　　（舁き⼭笠展⽰） 《大》・・・大分県 　　　バルーンフェスタ《佐》
熊本城坪井川園遊会《熊》 《山》・・・山口県 　　佐賀インターナショナル 《宮》・・・宮崎県 　　　（PRブース）

《福》・・・福岡県 　　　バルーンフェスタ《佐》 《鹿》・・・鹿児島県

《佐》・・・佐賀県 　　　（PRブース） 《沖》・・・沖縄県 〜12︓00頃
《長》・・・長崎県 　　博多祇園⼭笠《福》

おおむた「⼤蛇⼭」まつり《福》 《熊》・・・熊本県 〜14︓30頃 　　（舁き⼭笠展⽰）
★⼋代妙⾒祭《熊》 《大》・・・大分県 　　⼾畑祇園⼤⼭笠《福》

★⼾畑祇園⼤⼭笠《福》 《宮》・・・宮崎県 　　（幟⼤⼭笠展⽰）
★⽇⽥祇園《⼤》 《鹿》・・・鹿児島県

⼭⿅灯籠まつり《熊》 《沖》・・・沖縄県

サンロード新市街 サンロード新市街

16:00

:30

17:00

:30

13:00

:30

14:00

:30

15:00

:30

9⽉29⽇（⽇）
サブ会場①

10:30

11:00

:30

12:00

サブ会場①
9⽉28⽇（⼟）

開会式

18:00

15:00

:30

16:00

:30

14:00

:30

:30

19:00

:30

:30

17:00

:30

12:00

:30

13:00

10:15

11:00

:30
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