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祭りアイランド九州実行委員会 
NEWS RELEASE 

 
                                                                2019 年 8月 28 日 

 

 

 

 

 

 ラグビーワールドカップ 2019 の開催期間に合わせて開催する、「祭りアイランド九州」（英語名：Matsuri in 

Kyushu）に参加する祭り団体並びにタイムスケジュールが確定しましたので、お知らせします。 

「祭りアイランド九州」は、観戦で訪れる外国人や日本人の皆様に、広く九州・山口各地に足を運んでいただくべ

く、特色ある数多くの祭りを、九州初、九州最大規模で PRする官民一体となった取り組みです。 

「祭りアイランド九州」の実施により、 

〇「九州の祭り集結」…熊本地震からの創造的復興に向けて九州・山口地域の魅力を全世界に PR 

〇「九州・山口の祭りめぐり」…外国人観光客（欧米豪）の九州・山口地域の周遊促進とリピーター化       

を目指します。 

 「祭りアイランド九州」の事業概要は以下のとおりです。 

 九州の祭り集結 九州・山口の祭りめぐり（周遊促進） 

開催期間 2019 年 9 月 28 日（土）、29 日（日） 2019年 9月 20日（金）～11月 3日（日）  

開催場所 熊本市内中心部 九州・山口の各地 

内容 ・熊本市中心部に九州・山口各地の祭りが集結 

・参加団体：38 団体 

※九州商工会議所連合会が九州の観光物産展

「九州・火の国元気まつり」を同時開催 

・ラグビーワールドカップ 2019 期間中に九州・山口

各地で行われている秋祭りへ外国人や日本人旅

行者の周遊を促進 

・参加団体：57 団体 

 

１ 九州の祭り集結 

・38の祭りが次々に登場するイベントは、九州初、九州最大規模です。 

・ユネスコ無形文化遺産登録されている「山・鉾・屋台行事」のうち、九州の５つのすべての祭りが参加する

ほか、山口県、沖縄県からも祭りが参加します。 

 

    
博多祇園山笠 

 

 
岩国藩鉄砲隊保存会演武 

 

 

 

      『祭りアイランド九州』 いよいよ「祭り集結」まで１ヶ月 

38の祭りが熊本に集結！ 
 

【問い合わせ】 

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：中嶋、山田、渡邊 

 TEL：092-751-2943 FAX：092-751-2944 
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(1)熊本に集結する祭り 

県名 祭りの名称【38】 

山口【1】 岩国藩鉄砲隊保存会演武 

福岡【6】 戸畑衹園大山笠、博多祇園山笠、博多松囃子、博多どんたく港まつり、 

おおむた「大蛇山」まつり、風治八幡宮川渡り神幸祭、 

佐賀【3】 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ、唐津くんち（お囃子）、有田皿山まつり 

長崎【3】 長崎ランタンフェスティバル、YOSAKOI させぼ祭り、のんのこ諫早まつり 

熊本【15】 火の国まつり、加藤神社清正公まつり、武田流流鏑馬演武、熊本城坪井川園遊会、 

八代妙見祭、玉名大俵まつり、山鹿灯籠まつり、小川阿蘇神社奉納秋祭り、 

九州ﾊﾜｲｱﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in うきみすみ、中江岩戸神楽、横堀岩戸神楽、 

天草ほんどハイヤ祭り、牛深ハイヤ祭り、戦国肥後国衆まつり、和水町古墳祭 

大分【3】 日田祇園、城下町杵築観月祭、日本童話祭 

宮崎【3】 宮崎神宮大祭、日向ひょっとこ夏祭り、高千穂の夜神楽 

鹿児島【2】 鹿児島三大行事「妙円寺詣り」、霧島九面太鼓 

沖縄【2】 読谷まつり、南大東村豊年祭 

※【 】は参加数 

※下線はユネスコ無形文化遺産登録されている「山・鉾・屋台行事」 

 

(2)開催会場 

 

   

（順不同） 
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(3)タイムスケジュール 

  別紙１参照 

 

(4)桟敷席・イス席発売について 

  メイン会場において、お座りになってご覧いただける桟敷席とイス席を発売中です。 

  詳細は、祭りアイランド九州公式ホームページをご覧ください。 

 桟敷席 イス席 

特徴 ・エリア指定（定員制） 

・個別座席指定なし 

・個別指定席 

・購入時に座席の位置の指定は不可 

イメージ 

(他の祭りの 

 写真です。) 

  

発売価格 前売り 4,000円/枚 

（税込、子供同額） 

前売り 3,000円/枚 

（税込、子供同額） 

発売箇所 

（全国） 

セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、 

ファミリーマートのチケット販売端末 

店頭：セブンイレブン（マルチコピー機設置店） 

     チケットぴあ店舗 

Web：チケットぴあ公式サイト 

   （ご利用には無料会員登録が必要） 

  【注意点】 

   ・各回終了後、一旦退席していただきます。（各回入替制） 

   ・チケットご購入後は、使用しない場合や雨天等のため出演しない祭りがある場合でも払い戻しはいたしま

せん。ただし、イベントが開催不可能な荒天時は払い戻しを行います。 

 

(5)公共交通機関ご利用のお願い 

  開催当日は渋滞が予想されます。 

  来場の際は、自家用車の利用は控え、公共交通機関をご利用ください。 

 

(6)お問い合わせについて 

  ①公式ＨＰ 

日本語版：URL https://matsuri.welcomekyushu.jp/ 

英語版：URL https://matsuri.welcomekyushu.com/ 

 

  ②お電話 【祭りアイランド九州コールセンター】 

     ・電話番号 ０５７０－００１３５７ 

     ・営業時間 9：30～17：30（8月31日（土）は休業、9月28日（土）は20：00まで営業） 

     ・設置期間 2019年 7月 5日（金）～2019年 10月 4日（金） 

     ・その他   通話料は発信者負担です。英語対応できるスタッフを配置します。 
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２ 九州・山口の祭りめぐり（周遊促進） 

・九州・山口地域の 57の祭りを通して各地の魅力を全世界に PR します。 

・各地を訪問される外国人のお客様にお楽しみいただけるプランを開発・販売しています。 

 (1)参加する祭り 

9月 20日～11月 3日に九州・山口にて開催される 57 の祭りを日本語に加え英語にて紹介。 

海外旅行会社等へ紹介すると共に、SNS等にて欧米豪を中心にプロモーションを行っています。 

 

県名 祭りの名称【57】 

山口【2】 湯田温泉酒まつり（10/13）、着物ウイーク in 萩（10/1～14） 

福岡【10】 小倉城まつり（10/19～20）、博多旧市街ライトアップウォーク（10/11～14）、 

北野天満宮秋季大祭（10/20）、 

TAGAWA コールマイン・フェスティバル～炭坑節まつり～（11/2～3）、 

宗像大社秋季大祭（10/1～3）、北斗の水くみ観望会（10/27）、 

小石原焼秋の民陶むら祭（10/12～14）、 

FUKUCHI FIND FESTIVAL福智スイーツ茶会（11/9～10）、 

上野焼秋の窯開き（10/25～27）、金田・神崎山笠競演会（10/26～27） 

佐賀【12】 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ（10/31～11/4）、さが維新まつり（10/19）、 

唐津くんち（11/2～4）、多久聖廟釈采（10/27）、 

武雄温泉秋まつり（10/22～23）、かしま伝承芸能フェスティバル（9/8）、 

小城三道体験（9/20～11/3）、うれしの温泉秋まつり（11/3）、 

吉野ケ里ふるさと炎まつり（10/26～27）、「成富兵庫茂安公」時代まつり（10/12）、 

有田皿山まつり（10/20）、しろいしぺったんこ祭（11/17） 

長崎【3】 長崎くんち（10/7～9）、YOSAKOI させぼ祭り（10/18～20）、 

福江みなとまつり（10/4～6） 

熊本【6】 城下町大にぎわい市（10/12～13）、中江岩戸神楽（11/3）、 

横堀区秋まつり（11/3）、神楽フェスティバル（11/5）、 

こどもが主役のハロウィンマルシェ（10/27）、金魚と鯉の郷まつり（10/20） 

大分【7】 三光コスモス祭り（10/13～27）、小鹿田焼民陶祭（10/12～13）、 

城下町杵築観月祭（10/12～13）、どぶろく祭（10/17～18）、 

湯平温泉新米ミニ丼フェスタ(10/20)、ケベス祭(10/14)、伊美別宮社流鏑馬(10/15) 

宮崎【9】 宮崎神宮大祭（10/26～27）、みやざき神話ウィーク（11/15～17）、 

城山かぐらまつり（11/10）、のぼりざるフェスタ Together（10/26～27）、 

のべおか天下一薪能（10/12）、こばやし陰陽石まつり（9/23）、 

すきむらんど栗まつり(9/22)、生駒高原コスモスまつり(9/21～10/27)、綾競馬（11/3） 

鹿児島【6】 いずみマチ・テラス～竹灯籠でつなぐ光の祭典～(11/1～3)、指宿温泉祭(9/28～29）、

川内大綱引（9/22）、薩摩川内はんやまつり（11/3）、 

鹿児島三大行事「妙円寺詣り」（10/26～27）、南さつまフェスタふるさと総踊り（9/23） 

沖縄【2】 金武町まつり（10/12～13）、読谷まつり（10/26～27） 

   ※【 】は参加数、（ ）は開催日 

 

（順不同） 
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 (2)体験メニューの商品化 

57 のお祭りの中から、外国人を対象とした英語の体験メニューを地域と協力の上、開発・販売しています。 

県名 祭りの名称 内容 

山口県 湯田温泉酒まつり 多言語対応。地元の日本酒のお猪口付き利き酒体験、地域やお

祭りの楽しみ方の説明等。 

山口県 着物ウイーク in 萩 多言語対応。着物のレンタル、着付け、街並み説明等。 

福岡県 博多旧市街 

ライトアップウォーク ※ 
英語対応。ライトアップされた寺社仏閣を案内するウォーキングツア

ー。 

福岡県 TAGAWA 
コールマイン・フェスティバル 
～炭坑節まつり～ 

法被を着て地域の方と一緒にお祭りに参加。盆踊り体験等。 

佐賀県 佐賀インターナショナル 

バルーンフェスタ 
多言語対応。バルーニスト（バルーンの選手）との交流等。 

佐賀県 唐津くんち ※ 英語対応。唐津くんちの見所をまわるウォーキングツアーを実施。 

地元の日本酒体験等。 

長崎県 YOSAKOI させぼ祭り 英語対応。衣装レンタル、総踊りに一緒に参加等。 

熊本県 神楽フェスティバル ※ 英語での説明と特別鑑賞席等。 

大分県 城下町杵築観月祭 ※ 多言語対応。行灯製作体験、着物の着付け・お茶体験等。 

大分県 ケベス祭 英語対応のバスツアーを開催。地域や祭りの歴史等を説明。 

浪曲鑑賞や祭り鑑賞等。 

宮崎県 宮崎神宮大祭 ※ 英語での説明とウォーキングツアー。 

鹿児島県 川内大綱引 英語対応。地域の方と一緒に大綱引きに参加等。 

沖縄県 読谷まつり ※ 英語対応。伝統的な衣装の着付け、祭りのクライマックスにて「進貢

船」へ乗船等。 

    ※は準備中 

 

3 各旅行会社が企画するツアーについて 

  日本人向けに「祭り集結 22商品」・「祭り周遊促進 2商品」、外国人向けに「祭り集結 2商品」・「祭り 

周遊促進 10商品」を公式ホームページにてご案内しています。 

 

4 取材について 

  ・九州の祭り集結（9 月 28 日(土)、29 日(日)）の取材申し込みについては、9 月上旬に発表いたします。

多くのご取材をお待ち申し上げます。 

  ・会場の都合及びお客さまの安全確保のため、ご希望の時間、場所等の条件に応じかねる場合がございます。

また、事前にお申し込みのないご取材には対応できかねる場合もございますので、予めご了承ください。 

 

5 実施体制 

  祭りアイランド九州実行委員会（構成メンバー：九州地域戦略会議） 

  山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

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 



別紙１　「祭り集結」タイムスケジュール 2019.8.20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》 　　中江岩戸神楽《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》 　　長崎ランタンフェスティバル

12：00～ 12：00～ 　　《長》 12：00～ 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》 　　高千穂の夜神楽 　　岩国藩鉄砲隊 　　宮崎神宮大祭《宮》

　　《熊》 読谷まつり《沖》 　　《宮》 　　保存会演武《山》 12：15～

YOSAKOIさせぼ祭り《長》 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》 　　霧島九面太鼓 　　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） 　　《鹿》 　　《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》 　　横堀岩戸神楽《熊》 　　中江岩戸神楽 　　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～ 　　《長》 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《長》

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《長》 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》 　　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》 　　横堀岩戸神楽

読谷まつり《沖》 15：45～ 　　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》

★戸畑祇園大山笠《福》 　　《熊》

★日田祇園《大》 16：15～

　　長崎ランタン 玉名大俵まつり《熊》
16：30～ 　　フェスティバル《長》 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》

★戸畑祇園大山笠《福》

（昼装飾から夜装飾への転換）
17：30～ 《山》・・・山口県

　　長崎ランタンフェスティバル 《福》・・・福岡県

★戸畑祇園大山笠《福》 　　《長》 《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《長》 　　（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 　　戸畑祇園大山笠《福》

★戸畑祇園大山笠《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
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