
 運輸観光課　　　　             ☎ 0897 - 65 - 1261
　　　　　　　　　　 　　　   0897 - 65 - 1305

（一社）新居浜市観光協会　☎ 0897 - 32 - 4028

※この予定は、９月９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。
※新居浜市太鼓祭り推進委員会において、観光面で重点的
に取り組む会場を赤字で表記しています。
※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
⑦中萩きらきら公園太鼓寄せ
17 時 30 分～ 21 時（11 台）
⑨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）
⑱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
▼阿　島　　▼田の上
▼楠　崎　　▼東　浜
▼下　郷　　▼又　野
▼白　浜　　▼松神子
▼新　田

17時 30分～19時 45分（９台）
⑩天神浜通りかきくらべ
19 時 50 分～ 21 時（４台）
⑩天神浜通り夜太鼓
20 時 05 分～ 21 時（５台）
⑭ザ・ビッグ松神子店夜太鼓

９時 50分～ 12 時（17 台）
⑮河川敷公園かきくらべ
16時 20分～18時 30分（17台）
⑳多喜浜駅前かきくらべ
19 時～ 20 時（２台）
⑳大足智姫神社祭　　　　　
　《多喜浜駅前ロータリー》

10 時 30 分～ 11 時（１台）
㉕清住神社祭
　《下郷ふれあい公園》
14 時～ 19 時（17 台）
⑥八旛神社かきくらべ

川東西部地区
▼浮　嶋　　▼本　郷
▼宇　高　　▼　町
▼澤　津　　▼松乃木
▼東　雲　　▼山　端
　

８時 30分～（４台）
９時～（４台）
⑥八旛神社統一氏参り

９時 50分～ 12 時（17 台）
⑮河川敷公園かきくらべ
16時 20分～18時 30分（17台）
⑳多喜浜駅前かきくらべ

14 時～ 19 時（17 台）
⑥八旛神社かきくらべ

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

17時～ 18 時（13 台）
⑧昭和通り夜太鼓
19 時～ 20 時（３台）
⑫フジグラン新居浜夜太鼓
19 時～ 21 時（10 台）
⑬イオンモール新居浜夜太鼓

10 時 30 分～ 12 時（13 台）
⑯一宮の杜ミュージアム
14 時～ 15 時（13 台）
⑧昭和通り集合
15 時～ 16 時（13 台）
⑲工場前かきくらべ

９時～ 10時（13 台）
㉓大江浜かきくらべ
14時30分～16時30分（13台）
⑯一宮の杜ミュージアム
16時 30分～18時30分（13台）
㉙一宮神社かきくらべ

日時
地区・運行予定太鼓台

令和元年（2019 年）  
太鼓台の主な運行予定
   （９月９日現在）

かきくらべ観覧へ車椅子の人をご招待！

　太鼓祭りを間近で安全に見る機会の少ない
障がいのある人を、一宮の杜ミュージアム桟
敷席（スロープ設置）に無料招待します。
日時　10月 17日㈭ 10:30 ～
　　　10月 18日㈮ 14:30 ～
定員　介護者とペアで先着 10組
問い合わせ・申し込み　
　一宮の杜ミュージアム実行委員会
　☎ 37‐ 1123　https://ikkunomori.net/

※ 50音順で表記



　　　　　　　　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）
⑪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８台）
⑰上部地区山根グラウンド統一寄せ
19 時 30 分～ 21 時（５台）
㉒船木地区夜太鼓《池田池公園》

15 時 30 分～ 17 時（５台）
㉘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）
①内宮神社かきあげ

12 時～ 16 時 30 分（20 台・子
供８台）
⑰上部地区山根グラウンド統一寄せ
18 時 30 分～ 20 時（８台）
⑰角野・泉川地区夜太鼓
　《山根グラウンド》

13 時 30 分～ 15 時（7台）
㉖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～ 18 時（４台）
①内宮神社宮入り

泉 川 地 区
▼上　泉　　▼東　田
▼下　泉　　▼松木坂井

７時～７時 30分（１台）
④東臺神社宮出し
８時～９時（３台）
⑤浦渡神社宮出し
18 時～ 20 時（９台）
⑪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８台）
⑰上部地区山根グラウンド統一寄せ
18 時 30 分～ 20 時（８台）
⑰角野・泉川地区夜太鼓
　《山根グラウンド》

14 時 30 分～ 16 時（４台）
㉗泉川地区統一かきくらべ
　《泉川小学校》
16時 30分～ 17時 30分（３台）
⑤浦渡神社宮入り
18 時～ 18 時 30 分（１台）
④東臺神社宮入り

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）
②萩岡神社宮参り
５時 30分～７時 30分（３台）
③白山神社宮出し
11 時～ 12 時
⑦中萩きらきら公園太鼓寄せ
17 時 30 分～ 21 時（11 台）
⑨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８台）
⑰上部地区山根グラウンド統一寄せ
19時～ 20時 30分（７台）
㉑中萩地区夜太鼓
　《フジ本郷店》

９時30分～12時（７台・子供６台）
㉔中萩地区統一かきくらべ
　《中萩小学校》
13 時 30 分～ 15 時（7台）
㉖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）
②萩岡神社宮入り
17時 30分～ 18時 30分（３台）
③白山神社宮入り

地区・運行予定太鼓台

会場案内 MAP

令和元年 太鼓台の主な運行予定
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