
開催日：平成３０年７月２８日（土）

場 所：福岡県北九州市 戸畑区役所前 浅生一号公園周辺
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第６５回 戸畑祇園大山笠競演会 実施報告書



　第６５回を迎えた「戸畑祇園大山笠競演会」は、昨年に引き続き戸畑区役所前（浅生一号公園周辺）
の会場を拡大して開催いたしました。多くの方にご来場いただき、無事、盛会のうちに終了するこ
とができましたことは、ひとえに多くの皆様のご支援ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。
　競演会は、例年より１０分早い１８時２０分に開会しました。開会式、祇園ばやし披露に続いて、
第６５回開催の記念事業として周年記念パレードを実施。北九州市消防音楽隊を先頭に、戸畑祇園
大山笠行事の発展振興や保存運営にご尽力いただいた功労者の方々、５つの子ども山笠に参加いた
だきました。
　幟山笠運行では、絢爛豪華な刺繍を施した格調高く華麗な姿を披露し、役員・顧問や来賓の皆様
に加えて、戸畑区のイメージキャラクター「とばた宣隊“ちょうちんジャー ”」も先導する中、名誉
会長の北橋健治北九州市長、顧問の濱武志戸畑区長、来賓から、井上秀作北九州市議会議長、梅田
秀彦日本銀行北九州支店長、大木潤ＮＨＫ北九州放送局長、池上伸介新日鐵住金八幡製鐵所副所長、
多野春光熊本市副市長、大塚康泰唐津曳山取締会会長、後藤稔夫日田祇園山鉾振興会会長、葦津敬
之宗像大社宮司に台上がりをしていただきました。
　幟山笠の飾り物の一切をはずし、提灯山笠へと姿を変える「五段上げ」は、当番山である天籟寺
大山笠をはじめ、東大山笠、西大山笠、中原大山笠と中学生が担ぐ各小若山笠の合計８基が、運営
委員長の号令のもと一斉に行い、次々と組みあがる光のピラミッドに観客の皆様からは大きな歓声
が沸き起こりました。
　提灯山笠運行では、８基での運行に続いて小若山笠のみでの運行を行い、その後の自由競演では
各大山笠の競り合いに観客から多くの声援が送られ、最終的には予定より約１０分遅れた２１時１
１分、天籟寺大山笠総代表の三本締めで終演いたしました。
　戸畑祇園大山笠競演会の開催直前の２２日（日）には、戸畑市民会館大ホールにて、「第６０回
戸畑祇園ばやし研究競演会」を開催。現在運行されている１６の子ども山笠すべてが出演し、満席
の観客からのわれんばかりの拍手に包まれました。また、お囃子の確実な伝承への一層の注力のため、
審査・表彰を復活。受賞チームには赤ハチマキが贈られました。併せて、戸畑祇園大山笠競演会が
第６５回の節目を迎えることから、戸畑祇園大山笠行事の発展振興や保存運営にご尽力いただいた
方々の表彰式を行いました。
　そのほか、２８日（土）の競演会当日には北九州観光コンベンション協会所属の北九州市観光案
内ボランティアの皆様にご協力をいただき、ＪＲ戸畑駅南口に戸畑祇園特設観光案内所を設置。戸
畑祇園をはじめ戸畑区内は勿論のこと市内の名所を紹介することができました。また、昨年好評で
あったジェイコム北九州による生中継が今年も行われ、会場に来られなかった多くの方々にも競演
会の模様をお伝えすることができました。
　戸畑祇園大山笠は、今年で２１５年の歴史を数え、昼（幟山笠）と夜（提灯山笠）でその姿を変
える全国でも珍しい特徴を持っています。振興会としましても、この世界に誇る伝統行事を世代を
超えて守り伝え、これまで以上に多くの方々にこの祭りのすばらしさを知っていただくよう、努力
してまいる所存です。
　今後とも引き続き皆様のご支援、ご協賛を賜りますようお願い申し上げまして、お礼のご挨拶と
させていただきます。

戸畑祇園大山笠振興会
会長　後藤　雅秀



※50音順・敬称略

第６５回 戸畑祇園大山笠競演会次第
開 催 日　　平成30年7月28日（土）
場　　所　　福岡県北九州市 戸畑区役所前 浅生一号公園周辺

18:20 競演会開会式
 （１）競演会開会宣言　　天籟寺大山笠総監督
 （２）主催者挨拶　　　　戸畑祇園大山笠振興会会長
 （３）来賓祝辞　　　　　北九州市長
 　　　　　　　　　　　　北九州市議会議長 
18:34 祇園ばやし披露
18:56 周年記念パレード
19:20 全幟山笠運行開始
19:50 全山笠五段上げ開始
19:55 全提灯山笠運行開始
20:21 提灯小若山笠運行開始
20:45 提灯大山笠自由競演開始
21:08 提灯大山笠運行停止
21:11 三本締め　　　　　　　　天籟寺大山笠総代表
 競演会閉会
（※実際の進行時間を記載）

〈協賛団体〉
株式会社 アクシス 
旭興業 株式会社 
株式会社 アステック入江 
株式会社 アダチ 
アップル不動産 株式会社 
イオン九州 株式会社 イオン戸畑店 
石川金属工業 株式会社 
株式会社 井筒屋　　 
医療法人　医和基会 
有限会社 内川タイヤ 
株式会社 エイワ 
有限会社 小川印刷 
株式会社 川口建設 
関西工業 有限会社 
有限会社 木島設備 
株式会社 北九州銀行 戸畑支店 
北九州空港利用促進連絡会　 
一般社団法人 北九州市戸畑区医師会 
社会福祉法人 北九州市戸畑民生事業協会 
株式会社 北九州テクノセンター 
北九州洞海ライオンズクラブ 
北九州戸畑ライオンズクラブ 
株式会社 きたせつ 
九化興産 有限会社 
有限会社 九州音響システム 
九州電力 株式会社 北九州支店 
九州旅客鉄道 株式会社 戸畑駅 
九昭電設工業 株式会社 
株式会社 九電工 北九州支店 
社会医療法人 共愛会 戸畑共立病院 
黒崎播磨 株式会社 
香田染工 有限会社

光和精鉱 株式会社 
株式会社 小玉商店 
西部ガス 株式会社 
西部ガスリアルライフ北九州 株式会社 
株式会社 サニーライフ 
皿倉登山鉄道 株式会社 
山九 株式会社 八幡支店 
三勝電機 株式会社 
サントリービバレッジソリューション 株式会社 
株式会社 サンレー戸畑紫雲閣 
株式会社 ジェイコム九州 北九州局 
株式会社 シノダ建工 
シャボン玉石けん 株式会社 
有限会社 秀文社印刷 
新日鉄住金化学 株式会社
新日鐵住金 株式会社 八幡製鐵所 
医療法人親和会 天神クリニック 
株式会社 スピナ 
医療法人聖心会 久能整形外科消化器科 
株式会社 ゼンリン 
第一化工 株式会社 
第一警備保障 株式会社 
株式会社 第一興商 北九州支店 
第一交通産業 株式会社 
大光炉材 株式会社 
たいよう整骨院 
株式会社 高田工業所 
株式会社 タカミヤ 
株式会社 千草 
株式会社 電波 
TOTO 株式会社 
戸畑街商協同組合

戸畑共同火力 株式会社 
戸畑港運輸 株式会社 
有限会社 戸畑電設 
一般社団法人 戸畑薬剤師会 
戸畑遊技業組合 
戸畑ロータリークラブ 
西鉄バス北九州 株式会社 
株式会社 西日本シティ銀行 戸畑支店 
日鉄住金テクノロジー 株式会社 八幡事業所 
日鉄住金ビジネスサービス八幡 株式会社 
日本郵便 株式会社 戸畑部会 
有限会社 野口石油 
株式会社 長谷部電設 
濱田重工 株式会社 
株式会社 バンケットクリエイター 
株式会社 ヒガキ 
株式会社 福岡銀行 戸畑支店 
福岡セントラル法律事務所 
福岡ひびき信用金庫 
株式会社 フジコー 
株式会社 プラスアド 
ペガサスの会
株式会社 マツモト 
株式会社まほろば 
株式会社 丸ふじ
三島光産 株式会社 
株式会社 メイケン九州 
株式会社　安川電機 
山利青果 株式会社 
有限会社 YUKYO



提灯協賛にご協力いただき、ありがとうございます。



第65回  戸畑祇園大山笠競演会第65回  戸畑祇園大山笠競演会

第60回  戸畑祇園ばやし研究競演会第60回  戸畑祇園ばやし研究競演会

開会式　１８時２３分ごろ 周年記念パレード　１９時００分ごろ

幟大山笠運行　１９時３０分ごろ 五段上げ　１９時５０分ごろ

提灯大山笠自由競演　２０時５５分ごろ 三本締め　２１時１１分ごろ



戸畑祇園大山笠振興会 事務局
〒804-8510　北九州市戸畑区千防１丁目１番１号

戸畑区役所総務企画課内
電話番号　０９３-８７１-２３１６

第66回 戸畑祇園大山笠競演会は、2019年7月27日（土）開催予定です。

戸畑祇園大山笠公式ホームページ　http://tobatagion.jp
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