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平成 27 年  太鼓台の主な運行予定
（９月 28 日現在の予定）

運輸観光課　　　　☎ 65 - 1261
　　　　　　　　　　 65 - 1305
新居浜市観光協会　☎ 32 - 4028

※この予定は、９月 28 日時点で各地区太鼓台運営委員会（協議会）から提供
された情報を基に作成したものです。今後、天候や警察との協議結果などに
より、運行予定および運行時間、運行台数が変更になることがあります。
※交通規制などにより大変混雑し、また、駐車場が不足しますので、かきく
らべ会場への自動車での来場は控えていただき、できる限り自転車、徒歩な
どでお越しください。
※環境美化のため、ごみの持ち帰りにご協力をお願いします。

10 月 15 日㈭ 10 月 16 日㈮ 10 月 17 日㈯
大 生 院 地 区
▼上本郷　　▼喜　来
▼岸　影　　▼下本郷

　地区内自主運行 11 時～ 12 時（８台）
　中萩きらきら公園太鼓寄せ
17 時 30 分～ 21 時（11 台）
　大生院・中萩地区夜太鼓
　《フレッシュバリュー大生
　院店》　

13 時～ 14 時（４台）
　渦井川原かきくらべ
　（西条市の太鼓台７台も参加）

日時
地区・運行予定太鼓台

10 月 16 日㈮ 10 月 17 日㈯ 10 月 18 日㈰
川 東 地 区
▼楠　崎　　▼新　田
▼白　浜　　▼田の上

17 時 45 分～ 19 時 30 分（４台）
　天神浜通りかきくらべ

　地区内統一運行 　地区内統一運行

川 東 西 部 地 区
▼浮　嶋　　▼本　郷
▼宇　高　　▼町
▼澤　津　　▼山　端
▼東　雲
　　
　　

８時 45 分（７台）
　八旛神社統一氏参り

10 時 30 分～ 12 時（９台）
　河川敷公園かきくらべ
16 時～ 17 時 30 分（９台）
　多喜浜駅前かきくらべ

15 時～ 19 時（９台）
　八旛神社かきくらべ

下郷 又野 松神子地区
▼下　郷　　▼又　野

18 時 30 分～ 20 時（２台）
　ザ・ビッグ松神子店夜太鼓

10 時 30 分～ 12 時（９台）
　河川敷公園かきくらべ　　
16 時～ 17 時 30 分（９台）
　多喜浜駅前かきくらべ　
19 時～ 20 時（２台）
　大足智姫神社祭　　　　　
　《多喜浜駅前ロータリー》

11 時～ 11 時 30 分（２台）
　清住神社祭
　《下郷ふれあい公園》
15 時～ 19 時（９台）
　八旛神社かきくらべ

川 西 地 区
▼江　口　　▼新須賀
▼大　江　　▼新　田
▼金　栄　　▼中須賀
▼口　屋　　▼西　原
▼久保田　　▼東　町
▼庄　内　　

17 時～ 18 時（11 台）
　昭和通り夜太鼓
19 時～ 20 時（３台）
　フジグラン新居浜夜太鼓
19 時～ 21 時（８台）
　イオンモール新居浜夜太鼓

10 時 30 分～ 12 時（11 台）
　一宮の杜ミュージアム
14 時～ 15 時（11 台）
　昭和通り集合
15 時～ 16 時（11 台）
　工場前かきくらべ

９時～ 10 時（11 台）
　大江浜かきくらべ
14 時 30 分～ 16 時 30 分（11 台）
　一宮の杜ミュージアム
16 時 30 分～ 18 時 30 分（11 台）
　一宮神社かきくらべ

日時
地区・運行予定太鼓台

※ 50音順により表記
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　　　　　　　　日時 10 月 16 日㈮ 10 月 17 日㈯ 10 月 18 日㈰
船 木 地 区
▼池　田　　▼長　野
▼久保原　　▼元船木
▼高　祖

18 時～ 20 時（９台）
　泉川・船木地区夜太鼓
　《マルナカ新居浜本店》

12 時 ～ 16 時 30 分（20 台・
子供 10 台）
　上部地区山根グラウンド統一寄せ
19 時～ 21 時（５台）
　船木地区夜太鼓《池田池公園》

15 時 30 分～ 17 時（５台）
　船木地区統一かきくらべ
　《船木小学校》

角 野 地 区
▼喜光地　　▼新　田
▼北　内　　▼中　筋

４時～７時（４台）
　内宮神社かきあげ

12 時 ～ 16 時 30 分（20 台・
子供 10 台）
　上部地区山根グラウンド統一寄せ
18 時 30 分～ 20 時（8 台）
　角野・泉川地区夜太鼓
　《山根グラウンド》

13 時 30 分～ 15 時（7 台）
　角野・中萩地区かきくらべ
　《フレッシュバリュー喜光地店》
16 時～ 17 時 30 分（４台）
　内宮神社宮入り

泉 川 地 区
▼上　泉　　▼東　田
▼下　泉　　▼松木坂井

18 時～ 20 時（９台）
　泉川・船木地区夜太鼓
　《マルナカ新居浜本店》

12 時 ～ 16 時 30 分（20 台・
子供 10 台）
　上部地区山根グラウンド統一寄せ
18 時 30 分～ 20 時（８台）
　角野・泉川地区夜太鼓
　《山根グラウンド》

14 時 30 分～ 16 時（４台）
　泉川地区統一かきくらべ
　《マルヨシセンター新居浜店》

中 萩 地 区
▼上　原　　▼萩生西
▼岸之下　　▼萩生東
▼治良丸　　▼本　郷
▼土　橋　

４時～７時（４台）
　萩岡神社宮入り
11 時～ 12 時（８台）
　中萩きらきら公園太鼓寄せ
17 時 30 分～ 21 時（11 台）
　大生院・中萩地区夜太鼓
　《フレッシュバリュー大生
　院店》

12 時 ～ 16 時 30 分（20 台・
子供 10 台）
　上部地区山根グラウンド統一寄せ
18 時 30 分～ 20 時 30 分（７台）
　中萩地区夜太鼓
　《フジ本郷店》

９時 30 分～ 12 時（７台・子供６台）
　中萩地区統一かきくらべ
　《中萩小学校》
13 時 30 分～ 15 時（7 台）
　角野・中萩地区かきくらべ
　《フレッシュバリュー喜光地店》
16 時～ 17 時 30 分（４台）
　萩岡神社宮入り

地区・運行予定太鼓台

上部地区山根グランド統一寄せ実行委員会からのお知らせ
１　10 月 17 日㈯開催予定の上部地区山根グラウンド統一寄せにおいて、本部席西側に身体障がい者用の席を
　設ける予定です。ただし、席数に限りがありますので、詳しくは運輸観光課（☎ 65 - 1261）までお問い合
　わせください。
２　上部地区山根グラウンド統一寄せに合わせて、無料のシャトルバスを運行する予定です。運行区間は、新
　居浜駅南口から山根配水場です。運行時間は、10：30 頃～ 17：00 頃の約 20 分間隔（交通事情により変動）
　で往復運行しますので、ぜひご利用ください。
３　山根グラウンド南側の大山積神社境内の玉垣は、もたれかかる行為などにより倒壊する恐れがあります。
　そのため、境内への立ち入りは禁止されていますので、皆さんのご協力をお願いします。

愛媛県東予地方局からのお知らせ
　山根グラウンド西側の新田橋は、現在、架け替え工事のため仮橋となっています。祭り当日は、仮橋の歩道
部分に転落防止柵を設置するため、通路幅が狭くなりますので、通行する際には注意してください。

10 月 17 日㈯  朝６時まで場所取り禁止！

　例年、山根グラウンド観覧席の場所取りの禁止に
ご協力いただき、ありがとうございます。今年も 10
月 17 日㈯の朝６時まで場所取りを禁止とさせていた
だきます。
　山根グラウンドや観覧席は、昭和初期に別子銅山
の最高責任者であった鷲

わ し お か げ じ
尾勘解治の指揮のもと、住

友各企業社員の作
さ む

務（奉仕作業）によって建設された、
歴史的に貴重な産業遺産です。そのため、観覧席を
建設当時の姿で後世に継承していくことを主眼とし
た保存・活用を図っており、平成 21 年には登録有形
文化財となりました。
　しかし、過去には上部地区山根グラウンド統一寄
せの観覧のために、観覧席にブルーシートなどを敷
き、そのシートが飛ばないように釘を打ったり、置
き石として石積の石を使用している人がいました。
過去のような状況が慣習化・常態化すると、今まで

大切に保存してきた財産を損なうだけでなく、けが
など重大な事故を起こしかねません。
　観覧席を建設当時の姿で後世に継承していくため
に、また全ての皆さんが楽しめる太鼓祭りとするた
めに、ご協力をお願いします。
グラウンド観覧席の場所取りのために、祭りまでに
置かれたブルーシート、敷物類、ロープなどは全て
撤去します。撤去は 10 月初め～ 10 月 16 日㈮の間に、
都市計画課、運輸観光課、上部地区山根グランド統
一寄せ実行委員会が合同で行い、撤去したものは 10
月下旬まで保管する予定です。

問い合わせ
運輸観光課　☎ 65 ‐ 1261
都市計画課　☎ 65 ‐ 1270

～守ろう貴重な産業遺産～ 
　山根グラウンド観覧席


