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今週末は「浴衣」を着て天神に出かけよう！ 

2019年7月29日 

「天神夏まつり2019」いよいよ開催！ 
（8月2日・3日・4日 福岡市役所西側ふれあい広場） 

 We Love 天神協議会では、昨年に引き続き2回目の開催となる「天神夏まつり2019」を8月2日

（金）から4日（日）までの3日間、福岡市役所西側ふれあい広場にて開催いたします。 

 昨年好評だった「櫓（やぐら）」「提灯（ちょうちん）」といったノスタルジックな会場の雰囲

気はそのままに、グルメ＆ドリンクブース、参加型コンテンツ、お子さま向けコンテンツを大幅に

パワーアップいたします。また、浴衣着用でご来場いただいた各日先着300名様に「かき氷」を無

料サービスするほか、新企画「夏の着物 蚤の市」コーナーを設けます。ぜひ浴衣姿で夏の夕涼み

を楽しんでみてはいかがでしょうか。 

 天神で働く人、天神に遊びに来る人、天神に暮らす人を“つなぐ”、天神の新たな夏の風物詩「天

神夏まつり2019」へぜひお越しください！ 

天神夏まつり2019のみどころ（下線部は今年新たに展開する取り組み） 

【会場演出】 
・東西2面のステージ、160インチの大型ビジョンを備え
た高さ約7mの大型櫓を広場中心部に配置。 
・会場内には約500個の提灯を設置。日が落ちると明か
りが灯り、ノスタルジックな雰囲気を演出します 
・8/2は「天神打ち水大作戦」を開催。ご来場のお客さ
まを涼しくお迎えします。 

【飲食ブース、企業PRブース】 
・夏まつりに欠かせない露店では、焼きそばや焼きトウ 
モロコシ等の定番メニューをはじめ、話題の「タピオカ」 
メニューもご用意。今年は国内4メーカーの生ビールを 
ご用意するほか、ハイボールやソフトドリンクも数多く 
取り揃えます。 
・プロバスケットボールチーム「ライジングゼファーフク
オカ」PRブースでは、シュートチャレンジなどをお楽し
みいただけます。 

【参加型コンテンツ】 
・3日間とも「盆踊りタイム」を設定。天神地区の８つ
の商業施設がチームを編成し、ご披露いたします。 
皆さまもご一緒に踊りの輪に加わってください。 
・舞鶴中学校の皆さまによる演奏会や大学生による和太
鼓の演舞、音楽ライブなど内容盛りだくさん。 
・カラオケ大会やコーラの早飲み大会、お楽しみ抽選会
を開催。 

【お子さま向けコンテンツ】 
・大名自治協議会のご協力による射的やヨーヨー釣り等 
のゲームコーナー。 
・「夏休み自由工作コーナー」を新設。世界に一つの 
風鈴やアクアリウムを作っていただけます。 
・オオクワガタやヘラクレスオオカブトが当たる 
「昆虫くじ」を開催。（8/3のみ） 
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タイトル   天神夏まつり2019 
 
開催日時   2019年8月2日（金）・3日（土）・4日（日）  3日間 
       15時～22時 ※8月2日は17時～22時 
 
場  所     福岡市役所 西側 ふれあい広場 
 
 
内  容   ・天神打ち水大作戦（オープニングイベント） 
       ・盆踊り 
       ・音楽ライブ 
       ・太鼓演舞 
       ・浴衣ファッションショー 
       ・Fukuoka Music Month スペシャルプログラム 
       ・LIVE DAM STADIUM カラオケ大会 
       ・大名地区各種サークル発表会 
       ・舞鶴中学校 吹奏楽部演奏会 
       ・早食い・早飲み大会 
       ・お楽しみ抽選会          等 
                           ※内容が変更になる場合がございます。 

 
 
運営体制   共催：We Love 天神協議会、福岡市 
 
       協賛：赤城乳業、綾杉不動産、イオンショッパーズ福岡店、イムズ、岩田屋三越 
          インキューブ西鉄、VIORO、映画『ライオン・キング』、 
          エイベックス・エンタテインメント、NTT都市開発、FBS福岡放送、 
          ALLIQ、紙与産業、kinko‘s、久留米くるくるチケット、 
          コカ・コーラ ボトラーズジャパン、コクヨマーケティング、佐電工、JT、 
          新天町、ソラリアステージ、ソラリアプラザ、第一興商、大央、大日本印刷、 
          筑後川花火大会、ディーゼロ、天神コア、天神地下街、天神ビブレ、西広、 
          西鉄エージェンシー、西鉄ステーションサービス、西日本新聞社、 
          西日本鉄道、西日本シティ銀行、nimoca、ノース天神、博多大丸、 
          白岳しろ、ピエトロ、福岡銀行、福岡パルコ、 
          前田建設工業 天神プロジェクト作業所、マリンワールド海の中道、 
          ラグビーワールドカップ2019 福岡開催推進委員会、ルーテイジ、 
          ローカル・ナレッジ・プラットフォーム （五十音順） 
 
       協力：アビスパ福岡、警固神社、水鏡天満宮、SUiTO FUKUOKA、大名地区町内会、 
          大名自治協議会、博多民踊協会、福岡ベルエポック美容専門学校、  
          福岡観光コンベンションビューロー、Fukuoka Now、  
          福岡ホテル未来会議、福岡ミュージックマンス主催者会、舞鶴小中学校、 
                             まゆの会、ライジングゼファーフクオカ  （五十音順） 

「天神夏まつり2019」開催概要 
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LIVE DAM ステージ（※中央「櫓」） 

スケジュール 

 8月2日（金） 
16時30分頃から  天神打ち水大作戦（オープニングイベント） 

17時00分     開場 
18時00分頃から  鼓舞猿（太鼓演舞） 

18時30分頃から  LIVE DAM STADIUM カラオケ大会 
19時00分頃から  盆踊り 
19時30分頃から  博多民踊協会 
20時00分頃から  お楽しみ抽選会 
20時30分頃から  盆踊り 
22時00分     終了 
 
8月3日（土） 
15時00分     開場 
15時00分頃から  大名地区サークル発表会（大名太鼓・アートフリー・子供バレエ） 

16時00分頃から  鼓舞猿（太鼓演舞） 

16時30分頃から  福岡城 舞鶴公園 大濠公園 フラワーサポーター ゆかたファッションショー

17時00分頃から  浜端ヨウヘイライブ 
17時30分頃から  早食い・早飲み大会 
17時50分頃から  The Super Ballライブ 
18時30分頃から  LIVE DAM STADIUM カラオケ大会 
19時10分頃から  盆踊り 
20時00分頃から  お楽しみ抽選会 
20時30分頃から  振付稼業air:man 
22時00分     終了 
 
8月4日（日） 
15時00分     開場 
15時00分頃から  舞鶴中学校 吹奏楽部 演奏会 
15時30分頃から  北九州ダンスチーム 
15時50分頃から  大名地区サークル発表会（新体操・フラダンス） 
16時30分頃から  鼓舞猿（太鼓演舞） 
17時00分頃から  エイベックス・アーティストアカデミー福岡校 
17時30分頃から  LIVE DAM STADIUM カラオケ大会 
18時00分頃から  fumikaライブ 
18時30分頃から  海蔵亮太ライブ 
19時00分頃から  盆踊り 
20時00分頃から  お楽しみ抽選会 
20時30分頃から  盆踊り 
22時00分     終了 
 
              ※タイムスケジュールは変更になる場合がございます。 
              ※天候不順等により、イベントを中止とさせていただく場合がございます。 
              ※実施の有無につきましては、We Love 天神協議会ホームページをご確認ください。 
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「天神打ち水大作戦」 

2日（金）16:30～ 

 We Love 天神協議会で2012年より毎年実施し、今年で8回目
となる「天神打ち水大作戦」。 
 今年も「天神夏まつり」のオープニングイベントとして開催し
ます。打ち水は江戸時代から、暑さをしのぐ生活の知恵として受
け継がれており、近年も手軽に行える市民活動として全国で行わ
れております。 
 天神でも、毎年商業施設や企業の方々が浴衣姿で実施しており、
夏の風物詩として定着してきております。ヒートアイランド現象
を和らげ、暑い夏を涼しく過ごすことができる「打ち水」の更な
る普及啓発と、天神の夏を盛り上げるイベントです。  昨年の様子 

「盆踊り」 

2日（金）19:00頃～＆20:30頃～・3日（土）19:00頃～・4日（日）18:40頃～＆20:30頃～ 

 夏まつりの定番「盆踊り」は、3日間とも開催します。 
LIVE DAM ステージ（※中央「櫓」）を囲んで、福岡の民謡「炭坑節」 
をはじめ、 「中央区音頭」や、昨年に引き続き「恋するフォーチューン 
クッキー」の3曲を踊ります。 
 2日には、天神地区の商業施設で働く皆さまや、協議会会員の皆 
さまがチームを作って出演。7月に行った練習会での、練習の成果 
を披露します。3曲とも簡単な振り付けなので、ぜひ一緒に、みん 
なで輪になって、盆踊りにご参加ください！ 

 昨年の様子 

「お楽しみ抽選会」 

2日（金）20:00頃～・3日（土）20:00頃～・4日（日）20:00頃～ 

 天神地区の商業施設のショッピングチケットなど、 
素敵な賞品が当たる「お楽しみ抽選会」を、3日間とも開催しま
す。 
 「お楽しみ抽選会」にご参加頂くには、会場内（総合案内処）
で販売している「天神夏まつり手ぬぐい」（300円税込）をご購
入ください。手ぬぐいと同封された抽選券で、抽選会にご参加い
ただけます。 
 
※「天神夏まつり手ぬぐい」は、数量限定で販売します。 
※「抽選券」は、手ぬぐい購入日のみ有効です。 

 天神夏まつり手ぬぐい（イメージ） 

 グリーン・ピンク2種をご準備しました。 
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「LIVE DAM STADIUM カラオケ大会」 

2日（金）18:30頃～・3日（土）18:20頃～・4日（日）17:30頃～ 

「振付稼業air:man」 

（Fukuoka Music Month スペシャルプログラム） 

3日（土）20:30頃～ 

Music & Dance 

「早食い・早飲み大会」 

3日（土）17:30頃～ 

「福岡城 舞鶴公園 大濠公園 フラワーサポーター ゆかたファッションショー」 

3日（土）16:30頃～ 

 今年も「LIVE DAM STADIUM カラオケ大会」を開催。優勝者には素敵な賞品を差し上げます。 

「鼓舞猿」 

2日（金）18:00頃～ 

3日（土）16:00頃～ 

4日（日）16:30頃～ 

「浜端ヨウヘイ」 

3日（土）17:00頃～ 

「The Super Ball」 

3日（土）17:50 頃～ 

「エイベックス・アーティストアカデミー福岡校」 

               4日（日）17:00頃～ 

「海蔵亮太」 

4日（日）18:30頃～ 

「fumika」 

4日（日）18:00頃～ 

エントリー方法：当日会場内（総合案内処）で行います。エントリー多数の場合は抽選となります。 
エントリー時間：2日（17:00～18:00）3日（15:00～17:00）4日（15:00～16:30） 
エントリー抽選：2日（18:00）3日（17:00）4日（16:30） 

エントリー方法：当日会場内（総合案内処）で行います。エントリー多数の場合は抽選となります。 
エントリー時間：3日（15:00～16:30） 
エントリー抽選：3日（16:30） 

 今年も「早食い・早飲み大会」を開催。優勝者には素敵な賞品を差し上げます。 

福岡観光コンベンションビューローとのタイアッププログラムとして、 
フラワーサポーターの皆さまによる「ゆかたファッションショー」を開催します。 

 昨年「Fukuoka Music Month」5周年特別企画として制作された、 
「スカ黒田節」の振り付けを担当した、振付稼業 air:manによる 
スペシャルステージを開催。一味違ったBON DANCEを体験してみて！ 

「舞鶴中学校吹奏楽部」 

4日（日）15:00頃～ 
※前日8月3日（土）が雨天の場合は、 
 不参加となります。 
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 昨年の様子 
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Food & Drink 

「かき氷」プレゼント 

夏休み自由工作コーナー 夏の着物 蚤の市 昆虫くじ（3日のみ） 

「タイアップブース」 

「ゲームコーナー」 

◇地鶏の炭火焼き ◇名物とめ手羽 ◇からあげ ◇焼き餃子 ◇ジャンボバラ串 ◇焼きそば ◇フライドポテト 
◇揚げたこ焼き ◇メンチカツ ◇パリパリチーズスティック ◇チーズハットグ ◇ヤンニョンチキン 
◇焼きトウモロコシ ◇フランクフルト ◇USプライムビーフステーキ ◇クロワッサンたい焼き 

 ◇ソフトクリーム ◇タピオカドリンク ◇わたがし ◇かき氷 

生ビール（キリン・アサヒ・サッポロ・サントリー） 
ハイボール 

ソフトドリンク各種 

 今年も夏まつりに欠かせないゲームコーナーで「射的」や
「ヨーヨー釣り」「輪投げ」「宝石すくい」「スーパーボー
ルすくい」とメニューも充実。ビーズアクセサリー作りの
ワークショップも開催。 

 天神夏まつり期間中、浴衣でご来場い
ただいた方には、各日先着300名様へか
き氷を無料サービスいたします。 

 好きな色の土と水草とエビでつくる
オリジナルアクアリウムや、アクリル
の絵の具で好きな柄を描く風鈴など、
夏休みの自由工作におすすめ！ 

 いろいろなデザインのブランド浴衣、
格安浴衣、夏着物や和装小物などを販
売。ご購入いただいた方、ご持参の方
とも、浴衣着付け、手直し無料サービ
ス！ 

 大人気の「ヘラクレスオオカブト」
や「オオクワガタ」が当たる「昆虫く
じ」を開催。飼育セットも販売するの
で、夏休みの自由研究におすすめ！ 

未成年者の方や、車を運転される方の飲酒は法律で禁止されています。 
また、アルコールに弱い方に無理にお酒を勧めることもおやめください。 

福岡のプロバスケットボールチーム「ライジングゼファーフクオカ」ブースが登場！ 
ミニゴールへのシュートチャレンジなどを開催します！2日（金）薦田選手・新城選手・3日（土）鈴木選
手・権藤選手も来場いたします。お気軽にお立ち寄りください。 

会場内ではLINE pay決済がご利用いただけます。 
※一部店舗ではご利用いただけません。 
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 イメージ 

※メニューは変更になる場合がございます。 

あなたの天神の夏の思い出、大募集！ 
「映える夏」インスタグラムキャンペーン 

 
期 間：7月26日（金）～8月12日（月） 
内 容：「天神夏まつり」をはじめとする様々な「天神の夏」を見つけて、下のいずれかのハッシュタグをつけて画像を 
    ご投稿ください。投稿いただいた方の中から抽選で素敵な賞品が当たります。 
ハッシュタグ／ #天神夏まつり ＃tenjinnatsumatsuri #天神の夏 #tenjinsummerfestival #텐진나츠마츠리 
 
賞 品 
   ・天神夏まつり賞：天神夏まつりオリジナルてぬぐい 5名様 
   ・We Love 天神協議会賞：5,000円分ギフト券 1名様 
   ・大名自治協議会賞：5,000円分ギフト券 1名様 
   ・マリンワールド海の中道賞：ペアご招待券 1組様 
   ・ラグビーワールドカップ2019福岡開催推進委員会賞：ミニラグビーボール 1名様 
   ・アビスパ福岡賞：8月31日J2リーグペア観戦チケット 5組様 
   ・ライジングゼファー賞：10月5日アーリーカップ開幕戦ペア観戦チケット 10組様  など 
    
   ※賞品はお選びいただけません。 
   ※当選者にはインスタグラムのダイレクトメッセージでご連絡いたします。 
   ※当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。 


