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祭り主催者様及び参加団体様 

九州がっ祭実行委員会 会長 猪毛尾 彰宏 
火の国 YOSAKOI まつり組織委員会 会長   谷口 正也 

九州がっ祭  学生実行委員長  (肥後真狗舞 学生代表) 山田 真大 
九州がっ祭  実行委員長（肥後真狗舞 代表） 藤山 信一 

 

「熊本地震復興応援 九州がっ祭 2022」開催のご案内 

及び参加のお願い 
拝啓 

晩秋の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素より「熊本地震復興応援 九州がっ祭」にご参加いただき、心より厚くお礼申し上げます。 

2021 年 3 月 27・28 日に開催しました「WEB 版九州がっ祭 2021 祭りはエール! SMILE 大共
だいきょう

縁
えん

!」では、50 祭り 83 団体

にご参加していただき、動画再生回数 1 万 4 千回・総再生時間 1520 時間を記録し、SNS でも多くの反響を頂きました。これ

もひとえに、趣旨に賛同・ご協力を頂いた皆様のお力添えのおかげとここにあらためて心より御礼申し上げます。 

 今年度のお祭り開催は、コロナウイルス感染拡大の状況を見極めながら、感染防止対策を十分に注意し、対面式の通

常開催を目指します。コロナ禍で地域経済は落ち込み、対面による人とのコミュニケーション不足や、それに伴う様々な体

験の機会が少なくなったことで、やるせない想いを抱えている人が多くいらっしゃると思います。こんな時代だからこそ、「祭

りは人を笑顔にする。祭りは人を元気にする。」という想いを胸に、人の心と心を繋げ、心奮い立つようなお祭りを創りたいと

想っております。 

現時点では、今後の感染状況によりますが、「つながろう九州！こころ一つに」をスローガンに掲げ、熊本の学生が主体と

なり、商店街、行政、企業が協力して九州のお祭り大集合「熊本地震復興応援 九州がっ祭 2022」を熊本市と協議を重ね

ながら、開催を予定しております。なお、感染症対策の一環として、参加チームを原則 80 チーム限定募集、開催日程・時

間・会場を縮小し、熊本市のコロナウイルス感染対策ガイドラインに基づき、開催に臨みます。 

 つきましては、ご多忙の時期とは存じますが、九州各地の祭り団体様のご参加をよろしくお願いいたします。さらには九

州の復興・活性化を応援するため、全国各地の祭り団体様にもご参加のお力添えを頂くことで、九州を共に盛り上げて頂け

たら幸いです。 九州・全国の皆様と共に創っていけるお祭りにしていく所存です。 

ご不明な点がございましたら事務局までお気軽にご連絡下さい。また、コロナウイルスの感染拡大状況次第で、中止を判

断する可能性もありますが、桜舞う春の熊本城で皆様にお会いできることを実行委員一同、楽しみにしております。 

敬具 

記 

名    称  熊本地震 復興応援 九州がっ祭 2022 
      ※同時開催 第 16 回火の国 YOSAKOI まつり 

会    場  熊本城・中心市街地一帯 

開催日時  令和 4 年 3 月 26 日（土） 11：00～18：00 （15：00～18：00 青春合戦開催） 

               3 月 27 日（日） 10：00～18：00 (1 団体 3 会場予定) 

※時間はチーム数などにより変更になる場合がありますので、御了承ください。 

主    催  九州がっ祭実行委員会、火の国 YOSAKOI まつり組織委員会、熊本市、お城まつり運営委員会 

同時開催  第 38 回 全国都市緑化くまもとフェア くまもと 花とみどりの博覧会 

協力予定  熊本市中心商店街等連合協議会、熊本国際観光コンベンション協会、熊本商工会議所、熊本青年会議所 

後援予定  熊本市教育委員会、熊本日日新聞社、NHK 熊本放送局、TKU、KAB、RKK、KKT、FMK、FM791、J:COM 熊本、 

熊本リビング新聞社、熊本いいくに会、いいくにネット社会活動放送局、一般社団法人大学コンソーシアム熊本 

  



開催概要                                   

 

 

 

熊本地震から五年、九州がこころ一つに復興を目指す 

市・街・企業・団体・市民・学生がつながる 

九州各県、九州の祭り、そして全国の仲間の応援もつながる 

 

九州各県の祭り人が共に、地域間交流を促進し、 

九州を盛り上げ元気にすることで、新しい魅力を発信していきましょう 

 

また今年度にかぎり、全国都市緑化くまもとフェアが同時開催されます 

緑や花をテーマに踊り・演出を表現していただけると幸いです 

 

九州・熊本の復興・活性化を応援し元気を発信するために、 

九州・全国各地のお祭りを代表した団体皆様のお力添え、 

ご参加の程を桜舞う春の熊本城で実行委員一同楽しみにお待ちしております。 



 

会場予定図                      ※会場は変更になる場合がございます。 

 

参加要項                                   

■ 参加部門 

① パフォーマンス部門（ステージ・パレード演舞） 
地元のお祭りをステージ・パレード形式で表現・演出して頂きます。 

例） ①和踊り ②ダンス ③エイサー ④太鼓 ⑤神楽など 

a:ステージ形式 一定のスペースに固定して踊る形式 

ｂ：パレード形式 スタート地点からゴールに向けて進行しながら踊る形式 

○ 原則として口上・楽曲含めて 5 分以内で表現・演出してください。   

○ ステージの都合上１団体の参加人数は１００人以下とさせて頂きます。 

  ※ コロナ対策として 原則８０チーム募集します。 

 

② 祭り装飾 PR 展示部門 

a:熊本城二の丸メイン会場への PR 展示 

       祭りならではの飾り物（飾り山、山車、ねぷた、灯籠等）を会場に PR 展示致します。 

ご希望団体には、熊本城二の丸メイン会場にて来場された方に祭りの PR を行うブースを設置致します。 

PR ブースの設置に関する詳しい内容は事務局までお問い合わせください。 

        

b:各県ごとにテーマを設定した商店街会場等への装飾・展示 

       各県ごとの祭りならではの飾り物（提灯、さげもん、七夕、バルーン等）で会場を装飾し PR 展示致します。 

       ※縦・横 4ｍ×4ｍ、高さ 5ｍ以下の大きさであること 

       ※各サテライト会場での PR ブースはございません。 

      ※飾り物の設置場所の指定はできませんので、ご理解の程宜しくお願い致します。 

■ 参加申し込み方法 
右記の QR コードを読み取り、WEB の申込フォームからお申込み下さい。 

申込フォームからのお申込みが難しい場合は、同封の申込書をご記入の上、FAX にてお申込みを 

お願い致します。 

■ 参加費（復興祭運営支援金） 

1 団体につき 30,000 円（会場設営、備品、スタッフ等 祭り運営に必要な費用として使用させて頂きます） 

2022 申込フォーム



■ 参加団体用 LINE 登録について 

今年より参加団体用の公式 LINE を開設しました。タイムスケジュールや会場レイアウト、 

審査要綱などの資料を公式 LINE からいつでも閲覧可能になります。 

その他お問合せなど、個別で対応できますので、ご担当者様は必ずご登録をお願い致します。 

■ 音源について 
当日使用する音源(ＣＤのみ)を 2 枚（1 枚につき 1 曲のみ収録）ご準備の上、令和 4 年 2 月 18 日（金）迄に事務局宛に郵送してく

ださい。音源には「団体名」「曲名」を忘れずにご記入ください。生演奏をご希望の団体は事務局までご相談ください。 

■ 演出道具（楽器・装飾物・旗など）について 
演出道具(楽器・装飾物・旗など)は使用可能です。大がかりな道具を使用する団体は事務局までご相談ください。 

スムーズな進行や安全を損なわないように、使用ルールの範囲内で使用をお願いします。 

■ 提出資料 

① 参加申込書   ②団体写真 １枚   ③当日使用する音源(ＣＤのみ) 2 枚 ④参加者名簿表（当日総合受付に提出） 

※団体プロフィール、写真は公式ガイドブック作成と祭り広報目的で使わせていただきます。 

※参加者名簿表には開催 2 週間前からの体温記録をご記入ください。 

■ 撮影写真について（※以下の事項にくれぐれもご注意ください） 

○ 当祭りの普及振興のため、画像、映像等を広報等多方面で使用させて頂きます。 

○ 怪我をする恐れがありますので、演舞スペースに侵入しての撮影はご遠慮下さい。 

○ 周りの観客の皆様の観覧の妨げにならないようご注意ください。 

例) スペースを占領する。通路（導線）を塞ぐ。頭上よりカメラを高く上げて撮影を行う。 

■ 保険 

   各団体毎に傷害保険等にご加入の上、ご参加頂きますようお願い申し上げます。 

祭り期間中の事故、怪我等につきましては当実行委員会では責任を負いかねます。 

■ 交流会 

26 日（土）祭り終了後、参加団体交流会を予定しております。詳細は決まり次第ご連絡致します。 

■ 備考 

控え室はございません。各団体着替えを済ませてから会場へお越しください。貴重品は各団体で管理してください。 

貴重品の紛失等につきましては当実行委員会では責任を負いかねます。 

■ コロナ対策 

別紙「新型コロナウイルス対策ガイドライン」を確認の上、参加申込時の同意チェック欄に記入ください。 

同意チェック欄なき場合は、お申込み受付不可とさせていただきます。また、感染拡大状況に応じて、ガイドラインを変

更する場合もございますので、予めご了承ください。 

【申込締切】 令和 4年１月 16 日(日)必着 
                  

参加費のお振込みに関して                       

以下の口座のどちらかにお振込みをお願いいたします。 

【ゆうちょ銀行からのお振込み】 

ゆうちょ銀行   記号：17180  番号：33533221  口座名義：火の国 YOSAKOI まつり組織委員会 

【銀行からのお振込み】 

ゆうちょ銀行   支店：七一八（ナナイチハチ）支店  口座番号：普通 3353322  口座名義：火の国 YOSAKOI まつり組織委員会 

注意点 
※ お振込みのご依頼人名には、必ず「団体名」の記載をお願い致します。 
※ 個人名で振り込まれた場合は、後日事務局まで「振り込み者名」と「団体名」をお知らせ下さい。 
※ 振込み控えを当日総合受付までご持参ください。 
※ 振込み手数料は各団体でご負担下さい。ゆうちょ銀行からのお振込みの場合、手数料は無料です。 
※ なお、一度お振込みされた参加費は返金できませんのでご注意ください。 

【参加費振込締め切り】 令和 4年 2月 18 日(金) 

お問い合わせ先                               

九州がっ祭実行委員会 / 火の国YOSAKOI まつり事務局 

〒860-0862 熊本市中央区黒髪４丁目 11-29 
電話：080-9243-0216   E-mail: kyusyugassai@yahoo.co.jp 

公式 HP

参加団体用 LINE


