
 

祭り主催者様及び参加団体様 

九州がっ祭 名誉会長 熊本市長 大西 一史  
九州がっ祭実行委員会 会長 安田 二郎  

火の国 YOSAKOI まつり組織委員会 会長 谷口 正也  
肥後真狗舞 学生代表 今居 大輔  

  

「熊本地震復興応援 九州がっ祭 2018」開催のご案内及び参加のお願い 
 

拝啓 

秋涼の候、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。 

２０１７年３月の熊本地震復興一周年「九州がっ祭」の際には、九州、そして全国各地から７６祭り・158 団体がご参加い

ただき、応援メッセージも多数いただき、心より厚くお礼申し上げます。「人」と「地域」の繋がりと日本人の絆の深さを実

感し、皆様の応援やおもいやりを胸に、元気に復興の道を歩むことができました。 

この祭りを主体運営している学生達から「この祭りで繋がった絆や喜びを、これからも繋げていきたい」という想いがさら

に強くなりました。「つながろう九州！こころ一つに」をスローガンに掲げ、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 2018」を開催いたします。 

祭りが「きっかけ」となり、「人」の「人」による「人」のための祭りとして、九州が活性することで復興を目指していきます！  

 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頂くことで、九州を共に盛り上げていただけたら幸

いです。  

第 2 回の開催となりますので、皆様と共に少しずつ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。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 
      ※同時開催 第 12 回火の国 YOSAKOI まつり 

会    場  熊本城・中心市街地一帯 

開催日時  平成 30 年 3 月 24 日（土） 9：00～19：00 （1 団体 4 会場予定） 

                3 月 25 日（日） 9：00～20：00 (1 団体 4 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、熊本市、お城まつり運営委員会 

共   催  火の国 YOSAKOI まつり組織委員会 

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 

 

( 昨年実績 )

( 昨年実績 )



開催概要                                   

 



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踊り ②神輿 ③地方演奏 ④神幸行列 ⑤馬追 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。 

 

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 

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

熊本城二の丸メイン会場に展示する展示物の高さ制限はありません。 

ご希望団体には、熊本城二の丸メイン会場にて PR ブースを設置し、来場された方に祭りの PR も可能です。 

        

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装飾物（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 

       ※各会場での PR ブースはございません。 

 

 



■ 参加申し込み方法 
同封の申込書にご記入の上、ＦＡＸ、E-mail、郵送にてお申し込みください。 

※ホームページの参加申込フォームからのお申し込みを推奨いたします。 

■ 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） 

■ 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、平成 30 年 2 月 23 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 

※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。 

■ 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 

24 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。 

 

【申込締切】 平成 30 年１月 21 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】 平成 30 年 2 月 23 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 

〒860-0822 熊本市中央区本山町 212-1 
電話：080-9243-0216   FAX：096-223-8891   E-mail: kyusyugassai@yahoo.co.jp 







フリガナ 電話

氏名 FAX
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フリガナ 電話
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携帯※ Eメール

縦

横
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市町村名

九州が一つに『熊本地震　復興応援　九州がっ祭2018』展示申込書

代表者

フリガナ

団体名

利用する　・　利用しない 利用する　・　利用しない

フリガナ

団体所在地

書類郵送先
住所

連絡担当者

〒

フリガナ

祭　　名

※必須

都道府県名

展示物 特徴

申込締切：平成30年1月21日（日）厳守
九州がっ祭実行委員会　　〒860-0822　熊本市中央区本山町212-1

TEL：080-9243-0216　　FAX：096-223-8891
メール　kyusyugassai@yahoo.co.jp　　URL：www.kyusyugassai.com

【申込・問い合わせ】

展示する際の
注意点

雨天時の対応

□昨年の写真を使用 □新しく送る
団体写真

※平成30年1月21日（日）迄に届かない場合は昨年の写真を使用します。

3月25日（日）

ガイドブック掲載用団体紹介文（100文字程度）※特殊な読み方にはフリガナをお願いします 要望・質問等

PRブース利用
3月24日（土）


