
第61回 福岡市民の祭り

博多どんたく港まつり
5月3日（火・祝）～4日（水・祝）  場所：福岡市内各所

2019・2020・2021福岡親善大使からのメッセージ

お願い

現在、当振興会では、開催に向け準備を進めてい
るところではございますが、今年も感染対策を含めて
多額の費用を要するため、多くの皆さまのご協力が必
要不可欠でございます。
つきましては、厳しい経済情勢の折、誠に恐縮では

ございますが、祭りの主旨をご理解いただき、１日も
早い地域経済の回復ならびに、福博の伝統文化の継
承・保存のため、何卒ご協賛賜りますようお願い申し
上げます。
また、どんたくHPでのバナー広告も募集しています。

※詳細につきましては、お問い合わせください。

ご協賛のお願い（１口：10,000円～） どんたくに関する最新情報はコチラからチェックいただけます▼

福岡親善大使の情報は、
Facebook及びインスタグラムで

発信しています♡

「どんたく前夜祭」をもちまして、福岡親善大使としての任期
を終えることになります。この3年間、多くの方々からの温か
いお言葉に支えられ、感謝の気持ちでいっぱいです。残りの
活動も、3人で精一杯頑張ります！

3年間、たくさんのご声援をいただきありがとうございまし
た。今年は2名の2022・2023年福岡親善大使が選出され、
より一層福岡を盛り上げてくれることと思います。これから
も福岡親善大使をどうぞよろしくお願いいたします！

待ち望んでいたどんたく
が無事開催される事に、
とても嬉しく思います。
今回は、“ライブ配信”と
いう新しい試みを通し
て、福岡から全国へ元気
を発信していきます！！ 
みなさんも一緒に博多
を盛り上げましょう！

平嶋 沙帆さん
（ひらしま さほ）

関 美織さん
（せき みおり）

佐土原 理夏さん
（さどはら りか）
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https://www.facebook.com/fukuoka
shinzentaisi

https://www.dontaku.fukunet.or.jp/
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https://m.youtube.com/channel/UCznpU47
4BNCzZSg5MTdW5kA

@HAKATA_DONTAKU
https://mobile.twitter.com/hakata_dontaku

@hakata_dontaku
https://www.instagram.com/hakata_dontaku/

　福岡市民の祭り振興会（会長＝谷川会頭）は３月15日、総会を開催し、博多どんたくにおける
昨年の事業報告・決算、今年の実施計画・予算について審議し、全て承認されました。
　３年ぶりとなる今年のどんたくは、「伝統を継承～どんたくの源流『博多松囃子』がゆく！～」
をサブタイトルに掲げ、感染対策を徹底した上で、規模を縮小し開催します。このサブタイトル
は、博多松囃子をルーツとして受け継がれてきた博多どんたく港まつりの伝統を、これからも繋
いでいくという気持ちを表現しています。加えて、令和２年３月に博多松囃子が国の重要無形民
俗文化財へ指定されてから、どんたくを例年通りに開催できていなかったことも踏まえ、博多の
伝統行事として今後益々発展してほしいとの願いのも込められています。
　今回は、コロナ禍の新たな試みとして、どんたくの様子を公式Youtubeでライブ配信するほか、スマホで演舞台の場所を確

認したり、現在地からの経路を検索できる「モバイルどんたく（モバどん）」を
スタートしました。コロナ禍であることを考慮し、これまでよりもコンパクト
などんたくとなりますが、開催を通して、地域の元気を取り戻したいと考え
ています。
　総会終了後の記者発表で谷川会長は、「盛大なお祭りではなくなるかも
しれないが、安全安心に十分配慮し、市民、そして地域が元気を取り戻す原
動力にしたい。今回のどんたく開催を通して、“ウィズコロナ”の祭りの方法
を全国に示していきたい」と想いを述べました。

第61回博多
どんたく港ま

つり

サブタイトル
決定!!

５月３日（13時～17時）・４日（15時～18時）の両日、明治通
り（呉服町→天神間）で実施されるパレードでは、どんたく隊が思
い思いの格好でパフォーマンスを披露しながら練り歩きます。また、
市内約20ヶ所に設置される演舞台でも、どんたく隊がお祝いの演
舞等を披露します。
※例年より開催時間短縮、参加団体は約半数

どんたく広場パレード・演舞台

●どんたく博多デー2022　●にしてつ花自動車　●巡視船一般公開　●「QUEEN BEETLE」で楽しむどんたくspecialクルーズ　ほか
●博多松囃子　●どんたく写真コンクール・どんたく隊賞人気コンクール

今年の前夜祭は、５月２日（月）にお祭り本舞台（福岡市役所西
側ふれあい広場）で開催します。松囃子入場セレモニーや稚児舞の
奉上、どんたく隊の演舞、「2022・2023福岡親善大使」の発表な
どを予定しており、一足早くどんたく気分を味わうことができます。
※前夜祭へのご入場は右記にて無料配布される入場整理券が必要です。（先着配布）

　今年の博多どんたく港まつりは、５月3日・４日の２日間、
開催時間の短縮や出場団体の削減など、規模をコンパクトに
したうえで、以下の感染対策を講じ開催いたします。
　パレード（どんたく広場）については、沿道での観覧をお控
えいただき、オンライン配信にてお楽しみくださいますようお
願い申し上げます。演舞台など各行事をご観覧される場合は、
主催者の示す感染症対策にご協力をお願いいたします。

　何よりも参加者や市民の皆様の安全安心に配慮した開催を
目指し、準備・運営を行ってまいりますので、皆様のご理解と
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
　なお、今後、感染が急拡大し、国・自治体からのイベント
の中止・自粛要請等がなされた場合は、予定している行事の
中止を検討いたします。予めご了承ください。

前夜祭（要入場整理券）

感染対策について

〈  期間中の行事予定  〉

配布時間 4月22日（金） 10時～
配布場所 福岡商工会議所、RKB毎日放送

西日本新聞社（パサージュ広場）

配布枚数 3,000枚

Insta
gram

※３月25日時点の情報です
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どんたくに関するお問い合わせ／福岡市民の祭り振興会（事務局：福岡商工会議所 地域振興部）　TEL 092-441-1118　 Mail dontaku@fukunet.or.jp

26 2022  APRIL  ︱ 福岡商工会議所 NEWS



第61回 福岡市民の祭り

博多どんたく港まつり
5月3日（火・祝）～4日（水・祝）  場所：福岡市内各所

2019・2020・2021福岡親善大使からのメッセージ

お願い

現在、当振興会では、開催に向け準備を進めてい
るところではございますが、今年も感染対策を含めて
多額の費用を要するため、多くの皆さまのご協力が必
要不可欠でございます。
つきましては、厳しい経済情勢の折、誠に恐縮では

ございますが、祭りの主旨をご理解いただき、１日も
早い地域経済の回復ならびに、福博の伝統文化の継
承・保存のため、何卒ご協賛賜りますようお願い申し
上げます。
また、どんたくHPでのバナー広告も募集しています。

※詳細につきましては、お問い合わせください。

ご協賛のお願い（１口：10,000円～） どんたくに関する最新情報はコチラからチェックいただけます▼

福岡親善大使の情報は、
Facebook及びインスタグラムで

発信しています♡

「どんたく前夜祭」をもちまして、福岡親善大使としての任期
を終えることになります。この3年間、多くの方々からの温か
いお言葉に支えられ、感謝の気持ちでいっぱいです。残りの
活動も、3人で精一杯頑張ります！

3年間、たくさんのご声援をいただきありがとうございまし
た。今年は2名の2022・2023年福岡親善大使が選出され、
より一層福岡を盛り上げてくれることと思います。これから
も福岡親善大使をどうぞよろしくお願いいたします！

待ち望んでいたどんたく
が無事開催される事に、
とても嬉しく思います。
今回は、“ライブ配信”と
いう新しい試みを通し
て、福岡から全国へ元気
を発信していきます！！ 
みなさんも一緒に博多
を盛り上げましょう！

平嶋 沙帆さん
（ひらしま さほ）

関 美織さん
（せき みおり）

佐土原 理夏さん
（さどはら りか）

@fukuoka_ambassador
https://www.instagram.com/fukuok
a_ambassador/

https://www.facebook.com/fukuoka
shinzentaisi

https://www.dontaku.fukunet.or.jp/

リニューアル
しました！

Face
book

https://m.youtube.com/channel/UCznpU47
4BNCzZSg5MTdW5kA

@HAKATA_DONTAKU
https://mobile.twitter.com/hakata_dontaku

@hakata_dontaku
https://www.instagram.com/hakata_dontaku/

　福岡市民の祭り振興会（会長＝谷川会頭）は３月15日、総会を開催し、博多どんたくにおける
昨年の事業報告・決算、今年の実施計画・予算について審議し、全て承認されました。
　３年ぶりとなる今年のどんたくは、「伝統を継承～どんたくの源流『博多松囃子』がゆく！～」
をサブタイトルに掲げ、感染対策を徹底した上で、規模を縮小し開催します。このサブタイトル
は、博多松囃子をルーツとして受け継がれてきた博多どんたく港まつりの伝統を、これからも繋
いでいくという気持ちを表現しています。加えて、令和２年３月に博多松囃子が国の重要無形民
俗文化財へ指定されてから、どんたくを例年通りに開催できていなかったことも踏まえ、博多の
伝統行事として今後益々発展してほしいとの願いのも込められています。
　今回は、コロナ禍の新たな試みとして、どんたくの様子を公式Youtubeでライブ配信するほか、スマホで演舞台の場所を確

認したり、現在地からの経路を検索できる「モバイルどんたく（モバどん）」を
スタートしました。コロナ禍であることを考慮し、これまでよりもコンパクト
などんたくとなりますが、開催を通して、地域の元気を取り戻したいと考え
ています。
　総会終了後の記者発表で谷川会長は、「盛大なお祭りではなくなるかも
しれないが、安全安心に十分配慮し、市民、そして地域が元気を取り戻す原
動力にしたい。今回のどんたく開催を通して、“ウィズコロナ”の祭りの方法
を全国に示していきたい」と想いを述べました。

第61回博多
どんたく港ま

つり

サブタイトル
決定!!

５月３日（13時～17時）・４日（15時～18時）の両日、明治通
り（呉服町→天神間）で実施されるパレードでは、どんたく隊が思
い思いの格好でパフォーマンスを披露しながら練り歩きます。また、
市内約20ヶ所に設置される演舞台でも、どんたく隊がお祝いの演
舞等を披露します。
※例年より開催時間短縮、参加団体は約半数

どんたく広場パレード・演舞台

●どんたく博多デー2022　●にしてつ花自動車　●巡視船一般公開　●「QUEEN BEETLE」で楽しむどんたくspecialクルーズ　ほか
●博多松囃子　●どんたく写真コンクール・どんたく隊賞人気コンクール

今年の前夜祭は、５月２日（月）にお祭り本舞台（福岡市役所西
側ふれあい広場）で開催します。松囃子入場セレモニーや稚児舞の
奉上、どんたく隊の演舞、「2022・2023福岡親善大使」の発表な
どを予定しており、一足早くどんたく気分を味わうことができます。
※前夜祭へのご入場は右記にて無料配布される入場整理券が必要です。（先着配布）

　今年の博多どんたく港まつりは、５月3日・４日の２日間、
開催時間の短縮や出場団体の削減など、規模をコンパクトに
したうえで、以下の感染対策を講じ開催いたします。
　パレード（どんたく広場）については、沿道での観覧をお控
えいただき、オンライン配信にてお楽しみくださいますようお
願い申し上げます。演舞台など各行事をご観覧される場合は、
主催者の示す感染症対策にご協力をお願いいたします。

　何よりも参加者や市民の皆様の安全安心に配慮した開催を
目指し、準備・運営を行ってまいりますので、皆様のご理解と
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
　なお、今後、感染が急拡大し、国・自治体からのイベント
の中止・自粛要請等がなされた場合は、予定している行事の
中止を検討いたします。予めご了承ください。

前夜祭（要入場整理券）

感染対策について

〈  期間中の行事予定  〉

配布時間 4月22日（金） 10時～
配布場所 福岡商工会議所、RKB毎日放送

西日本新聞社（パサージュ広場）

配布枚数 3,000枚

Insta
gram

※３月25日時点の情報です

マスク
着用

身体的
距離の
確保

手洗い
の徹底

こまめな
手指消毒

参加者・
スタッフの検温、
体調管理

こまめな
換気

入場整理券配布について

YouTube公式ＨＰ

InstagramTwitter

特 集 2

どんたくに関するお問い合わせ／福岡市民の祭り振興会（事務局：福岡商工会議所 地域振興部）　TEL 092-441-1118　 Mail dontaku@fukunet.or.jp

27福岡商工会議所 NEWS ︱ 2022  APRIL


