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私たちの手で、
　想いをカタチに。

伊万里市伊万里町甲759
TEL 0955-23-2527　FAX 0955-29-8077

http://imari.umakamen.jp

株式
会社 黒 川 商 会
伊万里市二里町八谷搦627-6

佐賀県伊万里市二里町八谷搦22-2

☎0955-23-2695

ホンダオート伊万里
イディーズ カンパニー

㈱ IDEE’ｓ Company

おかげさまで55周年
土日祝日も営業中!!お気軽にお問い合わせ下さい。■営業時間／9：00～19：00

■定 休 日／毎週木曜

☎23-2745  FAX23-8272

伊万里もてなし処

忘年会・新年会
御食事処
ご予約承ります

活　魚
割　烹

●セルフガソリンスタンド
●整備工場（車検・整備・新車/中古車販売）
●プロパンガス（販売・設備・配送・保安）

本社：伊万里市山代町立岩４１２
　　　TEL ０９５５ー２８ー３４０９

全国にお花が贈れます 生花･造花･慶弔用スタンド･ブライダルブーケ

ホームページ　http://www.times-garden.com/yamaguchi
Eメール　i-8787@themis.ocn.ne.jp

エレナ店／伊万里市二里町八谷搦1245   ☎22-2738
たけだ店／伊万里市山代町楠久津177-340   ☎28-4587

脇田本店(園芸)／
伊万里市脇田町173-1

 ☎23-8787㈹ 10120-087113
㈲山口花店ニイサン   ハ　ナ  ハ　ナ

祝 トンテントン祭

〒848-0028 佐賀県伊万里市脇田町127-6
TEL/FAX 0955-23-9380

電気設備工事・空調設備工事

株式会社和興電機工業

[ 昭和30年代川落とし合戦 : 朝市前合戦場 ]

LIXILリフォームショップ  亀栄Reform
ホームページ
QRコード

どこの病院・医院の処方箋でも受付ています。

三 和 薬 局
立花町六仙寺　22-2457

さ と 薬 局
東山代町里　28-0101

伊万里市伊万里町甲202  tel.090-5748-4251

伊万里  福吉

ブログやっております!!
お問い合わせ

TEL 0955-22-6474
17:00～23:00 ※LO 22:30

定休日／月曜日・火曜日 佐賀県伊万里市蓮池町82

検索

瓦 工 事 専 門 店

甍産業 株式会社 

い ら か

〒849-5263
伊万里市松浦町山形4769-1
TEL 0955-20-6277  

伊万里市二里町八谷搦77-3
TＥL:0955-22-9102
営　業:18時～23時
定休日:水曜日　 P６台有

伊万里市二里町八谷搦115番地10
TEL0955-23-5181

祝　伊萬里神社御神幸祭

〒848-0028 伊万里市脇田町3430

https://www.osoujihonpo.com

おそうじ本舗 伊万里店

0120-
41-6010 店長 井上拓也

伊万里市立花町2357-19

TEL 0955-23-5465(代表)

ビル総合管理･警備保障

株式会社

三 和 美 装

医療関連サービスマーク
院内清掃サービス

祈  健 闘

川井産業㈱ 社員一同川井産業㈱ 社員一同

東組喧嘩大将  一ノ瀬智信殿
南組喧嘩大将  金 子 智洋殿

伊万里市本町1-579　☎(0955)23-3231

〒848-0045  伊万里市松島町945番地
TEL（0955）22-7575㈹  FAX（0955）22-7420

電気設備工事一式

有限会社 クボタ電工
KUBOTA

本　　　社　〒848-0027 佐賀県伊万里市立花町2401番地1

　　　 　　  TEL 0955-23-6333 FAX 23-1711

松浦営業所　〒859-4536 長崎県松浦市調川町下免字大毛358番地11 

　　　 　　  TEL 0956-72-3327 FAX 72-2328

伊万里市伊万里町甲426
TEL 0955-23-5488

和風ステーキ・焼肉

毎日を安心して暮らせる…をお手伝いする

あなたのパートナーです。
毎日を安心して暮らせる…をお手伝いする

あなたのパートナーです。

A0955-23-0326

kokoroと
ココロの
お付き合い

リスクマネジメント･損害保険･生命保険

有限会社アトラス

㈲桜井無線
伊万里市蓮池町22-2

☎0955(23)3551

電気のファミリーショップ

エディオン伊万里駅前店

祝 伊萬里神社御神幸祭

　祭りに関わる人だけの祭り
ではなく、もっとたくさん
の人たちが参加できる様な
伊万里の祭りにして行きたい
と考えています。
　今年はコロナに負けず、
担ぎ手の健康と、怪我のない
祭りにしたい！！

一ノ瀬 智信 喧嘩大将

東 組　この地域の大切な文化を
繋いでいけるよう、御神幸祭
に向けて誠心誠意取り組ん
できました。南組一丸となっ
て勇壮で安全な合戦を行い、
東組と一緒に素晴らしい奉納
ができるよう頑張ってまい
ります。

金子  智洋 喧嘩大将

南 組・表紙絵 村岡　　一  先生
・挿絵協力 毬〜まり〜
・お問い合わせ 伊萬里神社御神幸祭実行委員会事務局

携帯 080‒3995‒4201  または、伊万里トンテントン祭り
公式ホームページのお問い合わせフォームよりメールにて
お願いいたします。 https://tontenton.jp

・発　　行 令和４年伊萬里神社御神幸祭実行委員会
・発行部数 20,000部公式ホームページ

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント内容が変更となる場合があります。

いまり秋祭振興会事務局（伊万里市シティプロモーション推進課）  
☎0955-20-9031

10：00〜オープニングセレモニーステージ

10：15〜開会宣言ステージ

10：20〜わっしょいパレード 駅通り〜ステージ前〜本町通り

12：00〜観光大使オンステージステージ

12：40〜わっしょいパレードステージ前

14：30〜 トンテントン【白・赤神輿 通過】ステージ前通過

14：40〜わっしょいパレード駅通り〜ステージ前〜本町通り

16：05〜伊万里太鼓ステージ

16：15〜トンテントン合戦浜町交差点

16：35〜伊万里高校書道パフォーマンスステージ

10：00〜モーモちゃん体操ステージ

10：15〜ブラスバンドフェスティバルステージ前

11：40〜市長挨拶ステージ

11：50〜市民総踊り駅通り

13：05〜カラオケ★トンテントンステージ

14：40〜愛とメタルのいまりマッチ
ステージ

15：55〜トンテントン合戦浜町交差点

17：40〜至誠龍神太鼓川落とし会場

18：05〜伊万里太鼓川落とし会場

18：25〜トンテントン川落とし合戦川落とし会場

19：30〜打ち上げ花火

いまり秋祭り2022 いまり秋祭り2022
10月22日㈯ 1日目

日時：10月23日㈰  12：30〜16：00
場所：中心市街地
内容：縁起橋(相生橋､延命橋､幸橋)を渡ると 

ガラポン抽選会に参加できます。

参加費無料・先着100名 縁起橋巡り 縁起橋巡り
ガラポン ガラポン
抽選会 抽選会

　私達、伊万里のおくんち振興会は皆様からの会費や補助金で伊万里の伝承文化のおくんちを資金面で盛り上げ支えたく
活動をしています。皆様のお力をお貸しください。詳しくは右記へお問い合わせください。

特定NPO法人  伊万里のおくんち振興会
〒848-0047 伊万里市伊万里町甲358-1  TEL.0955-25-9802  火曜日休み 会員募集

白神輿・赤神輿
　白神輿(金色)は香橘神社、赤神輿(赤色)

は戸渡嶋神社の和御霊(穏やかな、物事を和め

清める神)をおくんちの期間中、白赤神輿にお

乗せして伊萬里神社より市街地に下りて来て頂

き、街中の邪気を清めて神幸されますので、白

神輿・赤神輿を見かけましたら是非ともお参り

してください。

　昔は、白神輿・赤神輿は氏子が担いでお運び

していました。40年ほど前に人手不足などの

理由により、台車に乗せ神幸しておりましたが、

平成22年より再び、台車を使わず氏子が神様

をお乗せした白・赤神輿を担ぎお運びさせてい

ただいています。

白神輿

赤神輿

中嶋神社
　伊萬里神社本殿向かって右側へ進むと、小さな鳥居が見

えてきます。そこが中嶋神社でお菓子の神様である田道間

守(たじまもり)を祀っている神社です。

　その昔、お菓子と果子(果実)の区別がなく、甘い物を

すべて菓子と呼んでいました。田道間守(たじまもり)が

「非時香果(ときじくのかぐのこのみ)」を中国から持ち帰

り、その実をこの地に植えたということから菓子発祥の地

が伊万里と言われるようになったそうです。

※非時香果…橘という柑橘類で「時を選ばず常に香しく輝

きを放つ木の実」という意味。

結びの大楠
　伊萬里神社には楼門といわれる赤色

の門があり、その右手には、大楠が見

えます。この大樹は、1本のように見

えますが、樹齢300年の2本の大楠

が絡み合っていることから、結びの大

楠と呼ばれ、その落ち葉を御守にすれ

ば、縁結び、子宝にご利益があるとい

われています。

伊萬里神社
　光仁天皇元年(西暦770年)香橘神社「橘が香る神社」

として鎮座され、昭和34年に戸渡嶋神社(現在の木須町)。

昭和37年に岩栗神社(旧玉屋)が香橘神社と合祀されて、

現在の伊萬里神社となりました。

　その昔、田道間守(たじまもり)が最上の菓子とされた

橘(みかんの原生種)をこの地に植え、香橘神社という名

前になったのもうなずけますね。

　伊萬里神社の境内には16の神々がお祀りされています。

神社へお参りされる時は16の神々を探してみてください

ね。

　トンテントン祭りは、伊万里川河畔、香橘の森に鎮座されています伊萬里

神社の御神幸祭のことで、江戸時代より、陶器積出港として栄えた伊万里津

の発展と共に伝えられた伝統行事で、秋の豊穣を祝う行事です。

　御神幸祭の行事は、和御魂を奉遷する白神興と赤神輿の御巡幸の後、荒御

魂を奉遷する荒神興と団車が御巡幸し、町内の罪やけがれを祓い清めていき

ます。そして、箇所々々で、団車の「トン・テン・トン」と打ち鳴らす三つ

の太鼓を合図に、荒神輿と 団車が担い棒の先を双方がっぷり四つに組み合わ

せてもみあう壮烈なけんか祭りとなっています。

　御祭神の由緒から、この合戦を南北朝時代の故事になぞらえ、荒神輿を楠

木方の陸軍、団車を足利方の水軍とそれぞれ見立てて合戦絵巻が繰り広げら

れます。合戦の勝ち負けは、どちらかが相手方をひっくり返すか、相手の上

にのった方が勝ちとなります。

　（本年は組んで押し倒さない模擬合戦と、安全が確保された奉納合戦とに

なります）

　最終日の夕方には、最後の合戦「川落し合戦」で最高潮に達します。双方がっ

ぷり四つに組み合せたたまま、清流伊万里川に落とし、上陸を競います。荒

神輿が早く陸に上がると翌年は豊作、団車が早く陸に上がると翌年は豊漁と

いわれています。

　この荒神輿と団車の合戦は、全国にその類例を見ない珍しい祭りで、日本

三大けんか祭りの一つとして知られています。

祭りの由来
■ 小屋入り (こやいり)

　例年は8月初旬に行われる。祭りの準備に入ることを神々に報告する
神事で、この日より出番町の人々は祭り当日へ向けて精進してゆくこと
になります。また荒神輿・団車の修理・製作が開始され、この日より、
祭りムードが徐々に高まっていきます。

■ 神輿納め (みこしおさめ)

　修理・完成した荒神輿・団車が神社に奉納され、神の乗り物として清め
られます。またそれに合わせて、出番町の人々の清めが行われます。

■ 伊萬里神社 神殿祭 10月19日

　伊萬里神社本殿にて神幸行事の日程を奉告し、神幸祭の安全はもちろん
のこと、地域の安寧と繁栄を祈願する祭典。

■ 神輿遷霊祭 (みこしせんれいさい)

　10月22日の日没後、浄闇の中で神々のご分霊が神社本殿から神輿
へとお遷りになられる神事が執り行われます。香橘・戸渡嶋の神々の
和御魂は白神輿・赤神輿へ、荒御魂は荒神輿・団車へとそれぞれお遷
りになられます。

■ 安　幕 (やすまく)　10月22日(宵祭り)

　10月22日の夕刻、出御祭の後、いよいよ神輿の出発であります。以前は、

香橘神社から白神輿・荒神輿、戸渡嶋神社から赤神輿・団車が出発し、合流して

岩栗神社で祭典が行われていましたが、合祀後、中心街を仮宮と見立てて行われ

ています。また荒神輿・団車は当年出番町を巡幸し、その雄姿をお披露目します。

■ 本　祭　10月23日・24日

　白神輿・赤神輿が氏子町内に設けられたお旅所からお旅所へと巡幸し、その後
を荒神輿・団車が勇壮な合戦絵巻を町内各地で繰り広げながら巡幸します。

■ 本殿遷霊祭 (ほんでんせんれいさい)

　全ての巡幸を終えて神社に還御した白神輿・赤神輿、そして荒神輿・団車から
神社本殿へ、神々の御分霊が、お戻りになる神事が厳かに行われ、祭りの終わり
を迎えます。

祭り行事 祭り行事  以前の神事や巡幸は暦に基づいて決められた日時に執り行われていました。

10月23日㈰ 2日目

▶ 左から  石本 愛氏・メタルラック

伊
万
里
ト
ン
テ
ン
ト
ン

10
月
21
日（
金
）・
22
日
（
土
）・
23
日
（
日
）

令和４年


