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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   野口 大斗 
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 2023」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。 

2022 年 3 月 26・27 日に開催しました「九州がっ祭 2022」では、３年ぶりに対面開催をすることができ、全国から 41 祭り

57 団体にご参加いただき、コロナ禍で落ち込んでいた熊本の街を明るく盛り上げていただきました。これもひとえに、お祭り

の趣旨にご賛同いただき、新型コロナウイルス感染対策等に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。 

さて、今年度のお祭り開催も、昨年に引き続き感染防止対策を注意しながら、対面式の通常開催を目指します。コロナ禍

で落ち込んだ地域経済や人々の心を明るく元気に盛り上げるよう、「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。「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 2023」を熊本市と協議を重ねながら、開催を予定しております。 

 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 2023 
      ※同時開催 第 17 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 5 年 3 月 25 日（土） 11：00～20：00 （15：00～1７：00 青春合戦開催） 

               3 月 26 日（日） 10：00～19：00 (1 団体 3～４会場演舞予定) 

※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 

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                                   

 

人の人による人のための祭り 

 

熊本地震から六年、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 

 

今年から新たに花畑広場にてパレード審査を新設予定！ 

土曜日は熊本駅前アミュひろばにて前夜祭を計画しています。 

 

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。 

 

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） 

今年からパレード審査の新設に伴い、審査希望チームは本審査費用として 10,000 円が必要となります。 

 

2023 申込フォーム 



■ 審査カテゴリー・審査費について 

【本祭審査】【青春グランプリ】の 2 つの審査カテゴリーがあります。【本祭審査】は審査を希望する全てのチームが対象で、 

【青春グランプリ】は学生主体チームであれば【本祭審査】と併願可能です。 

審査費は、【本祭審査】1 団体につき 10,000 円いただき、【青春グランプリ】審査費無料です。 

■ 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 
・事前に提出していただく音源はデータのみです。公式 LINE よりデータ（ファイル形式：MP3 又は WAV）アップロードを 

令和 5 年 2 月 28 日（火）迄にお願いします。なお、ファイル名は、【団体名_曲名_ステージｏｒパレードｏｒ両方】を記載ください。 

・お祭り当日には必ず予備の音源(ＣＤのみ)を 2 枚（1 枚につき 1 曲のみ収録）ご持参ください。 

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 参加申込情報（申込フォームより入力）  ②団体写真 １枚（申込フォームより入力）   

③ 当日使用する音源(データのみ公式ＬＩＮＥよりアップロード)  

※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 

25 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】 令和 5年１月 15 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 5 年 2 月 28 日(火) 

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 



新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン 
参加団体用 

 
令和 4 年 11 月 29 日 

 
はじめに 
九州がっ祭 2023（以下「祭り」という）に参加を申し込むチームは申し込みの時点から、この新型コロナウ

イルス感染症予防対策ガイドライン（以下「ガイドライン」という）の規定を遵守するものとし、規定にな

い事項であっても新型コロナウイルス感染症予防対策（以下「コロナ対策」という）として必要な場合は、

九州がっ祭実行委員会（以下「実行委員会」という）及び関係機関（以 下「実行委員会等」という）の指示

に従うものとします。 
 
参加要件 
・お祭り２週間前から当日までの期間において参加メンバーの健康チェックを行うこと 

※当日の健康チェックで 37.5℃以上、もしくは平熱より 1℃以上の発熱がある場合は、当該メンバーの参加を 
認めない 

※健康チェックシートにつきましては、今後 HP にて公開予定。お祭り当日に提出は必要ないが、後日、 
実行委員会より求められたら提出できるようにしておくこと。 

・下記に該当する場合は参加自粛してください。 
（ⅰ）祭り当日から過去 2 週間以内に 

①  新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある人 
②  政府から入国制限のある国や地域への渡航ならびに当該在住者との濃厚接触がある人 

（ⅱ）祭り当日に 
①  同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる人 
②  37.5℃以上、もしくは平熱より 1℃以上の発熱がある人、体調が優れない人（発熱、咳、のどの痛み、

味覚・嗅覚の異常など） 
 
練習に関して 
・日々健康状態に気を付け、体調に異常が見られたらチームの活動に参加しないこと 
・活動拠点の都道府県、地域、大学等所属する組織の感染対策に関する指示を遵守すること 
・練習場所の感染対策に関する指示を遵守すること 
 
お祭り当日の注意点 
・マスク、マウスシールド、飲み物は各自持参すること  
・会場移動毎に、適宜手指の消毒を行うこと 
・合わせや待機は、それぞれ指定された場所でソーシャルディスタンスを確保して行うこと 
 
演舞に関して 
・原則、マスクｏｒマウスシールド着用し、演舞をすること。 

ただし、観客との距離を２メートル以上確保できる会場は該当しません。 
・観客との距離を２メートル以上確保できる会場は、演舞中の声出しは制限しない。 
・客席にはいかないこと 

 

3 月 18 日以降、チーム内で陽性者がでた場合 

・九州がっ祭実行委員会に連絡をすること 
・原則、陽性者は参加できないが、チームの参加の可否は、チーム全員が PCR 検査または抗原検査を行い、 
陰性であれば参加することができる。 

・陽性者は発症日から１週間以上が経過し、PCR 検査を受け、陰性であれば参加できる。 
・参加が取りやめとなった場合、参加費の返金に応じることはできかねます。ご了承いただきますよう、 
お願い致します。 

 
なお、本ガイドラインは、令和 4 年 11 月 29 日時点での当面の対応であることから、今後の各地域の 
感染状況を踏まえて、随時見直していく。 



☆☆ 九州がっ祭  公式アプリ☆☆  
インストールと拡散のご協力のお願い 

 

厳寒の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、今年リリースいたしました『九州がっ祭公式アプリ』がさらに使いやすくアップデートしております。  

今回のアップデートでは、ご利用いただく皆様にとってより見やすく、より使いやすいアプリになるよう改良を加

えております。 

少しでも九州がっ祭の魅力をお届けできるよう、皆様にもインストールいただき、またチームの連絡網等で拡散

のご協力いただけますと幸いです。 

 

【インストール用 QR コード】 

 

 

【インストール手順】 

1 お手持ちの携帯電話ならびにスマートフォンで上の QR コードを読み取ってください。 

※スマートフォンでは QR コードリーダー(QR コード読み取りアプリ)がダウンロードされていないと QR コー

ドの読み取りができないことがあります。 

ダウンロードされていない方は、事前に QR コードリーダーをダウンロードしていただくようお願い致します。 

2 「公式アプリインストールページ」に接続します。 

3 ボタンをタップし「九州がっ祭 公式 LINE」に登録。 

4 登録後に送られるメッセージからアプリをインストールして完了です。 

 


