神戸よさこいまつり２０１７
募集要項
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神戸よさこいまつり
マスコットキャラクター
琉戸くん
（るうとくん）
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はじめに
神戸よさこいまつりは、神戸の観光スポットであるポートタワーや明石海峡大橋など
をバックに個性あふれるよさこいおどりが繰り広げられるまつりです。
毎年たくさんの方々に支えられ、昨年も無事開催することができました。
18 年目を迎える今年の神戸よさこいまつりでは、見る人、踊る人、創る人すべてが
「神戸でしか味わえない感動」
「よさこいまつりだからこそ味わえる感動」
の両方を得ることができるまつりを目指し、学生実行委員一同、精一杯頑張っていき
たいと思います。

コンセプト
「湧く『オモイ』」
踊り子たちがステージに立って演舞するとき、様々な「オモイ」が湧き上がりま
す。それは、演舞を観てくださる方々への感謝や、一緒に踊る仲間たちとの一体感、
また、まつりを思いっきり楽しみたいという高揚感などです。そして同時に、まつり
に来てくださる観客の方々にも、きっと様々な「オモイ」が湧いてくることと思いま
す。また、地元にお住まいの方々にも、この神戸を舞台とし、今年で 18 回目を迎える
神戸よさこいまつりに対し湧き上がる「オモイ」があるのではないでしょうか。たく
さんの「オモイ」を湧かせ、響かせる、そんなおまつりにしたいという思いを込めま
した。
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開催要項
《名称》
神戸よさこいまつり 2017
（第 18 回神戸垂水よさこいまつり・第 16 回神戸ハーバーランドよさこいまつり）
《日程》
前夜祭
神戸ハーバーランドよさこいまつり
神戸垂水よさこいまつり

２０１７年 ９月 1 日（金）
９月２日（土）
９月３日（日）

《会場》
○ 前夜祭
神戸ハーバーランド内 2 会場
スペースシアター会場 開催予定時刻
高浜岸壁会場

17：00～19：30
18：00～20：00

○ 神戸ハーバーランドよさこいまつり
神戸ハーバーランド内 4 会場
スペースシアター会場
デュオこうべ会場
高浜岸壁会場
はねっこ広場会場

9：30～19：00
10：00～19：00
10：00～20：00
13：00～18：00

○ 神戸垂水よさこいまつり
垂水区内 3 会場
舞子公園会場
マリンピア神戸会場
橋の科学館南側デッキ会場

9：30～18：00
10：00～19：30
10：00～18：00

＊＊＊記載している時間や会場は、変更となる場合があります。＊＊＊
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《募集人数》
県内外から 130 チーム程度・約 4000 人を予定
《主催》
神戸垂水よさこいまつり振興会
ハーバーランド運営協議会 来街促進委員会
神戸よさこいまつり学生実行委員会
《企画・運営》
神戸よさこいまつり学生実行委員会
実行委員長
松下 昂平（神戸大学 2 年生）
副実行委員長 門口 幹（同志社大学 2 年生）

参加要項
1 参加規定
●神戸よさこいまつりのコンセプトと参加要項をしっかりと理解すること。
●以下の条件のうち少なくとも 1 つを満たすこと
1 手に鳴子をもしくは四つ竹を持って踊る
2 演舞曲中に民謡(よさこい節、ソーラン節等)を使用する
●チームの構成人数は 4 人以上でお願いします。
●入り・前口上・演舞・捌けを含め、6 分以内に収めてください。
●使用する曲の長さは 5 分以内でお願いします。
●当日、予備を含め、音源は 2 枚以上ご用意ください。
●旗の使用について
ポールの部分の全長が 2 メートルを超える旗を「大旗」と定義します。
室内会場(スペースシアター、デュオこうべ)では、 安全のため、大旗を振ることは
禁止とします。なお、振るという行為をせず、持つ(固定の状態)だけであれば、大
旗でも使用していただけます。
雷鳴時は現場の判断で旗の使用を禁止する可能性があります。
●おまつり当日は、主催者の指示に必ず従ってください。従わない場合は
演舞を中止して頂く場合があります。また、マナー・モラルに欠ける
行動や発言はおやめください。
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2 必要提出資料
参加されるチームは以下の資料を提出してください。なお、必要資料は全て、神戸よさ
こいまつり HP(http://kobeyosakoi.com)からダウンロードできます。
音源、チーム写真以外の提出物は、HP 上のフォームからも提出していただけます。
(なお、チーム紹介文(MC 用)、音源・機材情報調査票は、説明会当日にお持ちいただいて
も結構です。)
送付は次の宛先までお願いいたします
〒658-0044
兵庫県神戸市東灘区御影塚町 2-15-7 アルデア石屋川 105 号
「神戸よさこいまつり学生実行委員会」宛

◆必要提出資料一覧
提出物

提出方法

締め切り

１ 参加申込書

HP 上のフォーム、郵送

5 月 12 日(金) ※郵送の場合は、必着

２ チーム写真

メール、郵送

5 月 12 日(金) ※郵送の場合は、必着

３ チーム紹介文(MC 用)

HP 上のフォーム、郵送

7 月７日(金) 郵送の場合は、消印有効

４ 音源・機材情報調査表 HP 上のフォーム、郵送

7 月７日(金) 郵送の場合は、消印有効

※1.3.4 の様式は HP よりダウンロードできます。
①参加申込書
記入の際は、別紙の「申込書に関する注意事項」をよく読み、必要事項をご記入くださ
い。
受付期間 5 月 1 日(月)～5 月 12 日(金)
郵送の場合、締め切りは 5 月 12 日(金)必着です
※受付の都合上、募集期間が短くなっております。ご注意ください。
参加申し込みは先着順(同時送達の場合は抽選)とし、すべての会場の参加チーム数が上
限に達した場合、募集を締め切ります。
郵送の場合、受付期間初日を除き到着日の正午に届いたものとみなします。なお、初日
の場合のみ 0 時到着とみなします。(Web での応募状況と調整いたします。)
参加申込書の届いたチームには神戸よさこいまつり学生実行委員からご連絡させていた
だきます。この段階での連絡は参加確定の連絡ではございませんのでご注意ください。
万が一、参加申込書を送付したにもかかわらず、返事が 1 週間以上ない場合は、お手数
ですがご連絡ください。
※上限を超える応募が予想されますので、参加希望のチームは、できるだけ早めのご応募
をおすすめします。
※5 月 28 日(日)に先着順による結果を各チームにご連絡させていただきます。
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②チーム写真
お客様に配布するパンフレットに掲載するチーム写真(jpg 形式、1MB 以下、縦横比３:
４)を提出していただきます。
※極力画質の良いものを送付していただきますようお願いいたします。
※文字やイラストが入っている場合、一部画像を切り取り、または変更させていただく
ことがあります。
こちらはメールか郵送でお送りください。
メールの場合は(kobeyosakoi2017@gmail.com)まで。
締め切りは 5 月 12 日(金)郵送の場合必着です。
③チーム紹介文(MC 用)
おまつり当日の MC によるチーム紹介の参考にさせていただきます。
締め切りは 7 月７日(金)消印有効です。
④音源・機材情報調査表
神戸よさこいまつり当日の音だしタイミングやマイクの本数などの情報を提供して頂き
ます。
締め切りは 7 月７日(金)消印有効です。

3 参加費
（一人当たり）
垂水区以外のチーム 垂水区チーム
大人(高校生以上) 1000 円

500 円

小人(小・中学生) 500 円

100 円

小学生未満

無料

無料

●参加費は参加する日数に関わらず、上記の金額です。
●地域のおまつりであるということで垂水区のチームは上記の金額となっております。
●参加費をお振り込みいただいた後キャンセルされた場合でも、ご返金することはできま
せんので、あらかじめご了承ください。
●当日、演舞前に参加人数の確認をさせていただきます。
参加される人数分の参加費の振り込みを 7 月 10 日(月)~7 月 21 日(金) までにお願い
いたします。(振り込み方法はチーム説明会にて説明させていただきます。)
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4 チーム説明会
各会場の詳細や、当日の流れ、注意事項などのご説明をさせていただきます。詳細は追
ってご連絡させていただきますが、必ず各チーム 1 名以上 のご参加をお願いいたしま
す。
（どうしても参加できない場合は事前にご相談ください。）
なお、開催場所は神戸市内(6 月 24 日(土):ハーバーランド、6 月 25 日(日):垂水区内)を予定
しております。
チーム説明会の連絡は 5 月末までにさせていただきます。連絡が来なかった場合、連
絡漏れの可能性がございますので、お手数ですが、ご連絡ください。

5 音響
テスト用音源は集めません。
・当日用音源は予備のため 2 枚以上ご用意ください。
・当日の音源トラブルを減らすため 1 枚に 1 曲だけの音楽が入っている状態でお願いい
たします。
(同じディスク内の曲で、○番のあとに△番をかける等の演舞内容はお控えください。)
・音源には音出しのタイミングをご記載ください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
CD の場合...CD-R は国産品をお勧めいたします。 一部外国製品でまれに音飛びが認めら
れております。
MD の場合...録音モードは【SP】でお願いいたします。
LP モードで録音されている場合、再生ができない場合がございます。
テープの場合...なるべく新しく、テープの伸びがないものをご使用ください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ボランティアスタッフ募集のお願い
神戸よさこい祭りは、毎年多くのボランティアスタッフの方のご協力のもと成り立って
おります。仕事内容は警備・遊撃・MC・進行・統括などで、学生の方は警備が中心となり
ます。ぜひご協力をお願いします。
なお、応募締め切りは 7 月 31 日(月)とさせていただきます。

7

その他の注意事項
●提出資料の送料は、各チームのご負担とさせていただきます。
●市販されている楽曲や他のまつりの総踊り曲などを使用して参加する場合、各チームの
責任において著作権上の手続きをお願いいたします。
●まつりの運営に影響しますので、7 月 9 日(日)以降のキャンセルはご遠慮ください。
●全会場の演舞に関しては、周辺施設との都合により、音量の制限をお願いする場合がご
ざいます。ご理解、ご協力をお願いいたします。
●参加申込用紙などは、神戸よさこいまつり公式ホームページよりダウンロードできま
す。是非ご覧ください。
【URL】http://kobeyosakoi.com
●その他、何かご不明な点等ございましたら、実行委員会までご連絡ください。
連絡先
神戸よさこいまつり学生実行委員会
住所 :〒658-0044
兵庫県神戸市東灘区御影塚町 2-15-7 アルデア石屋川 105 号
電話 :080-2526-6310
メール：kobeyosakoi2017@gmail.com 公式 HP：http://kobeyosakoi.com

演舞会場紹介
参加申込書に、演舞する会場の希望を記入していただく欄がございますので、ぜひ参考に
してください。
※演舞スペース等については、変更する可能性がございます。ご了承ください。
9 月１日(金)、２日(土) ハーバーランドエリア
1．スペースシアター会場
演舞スペース
幅 12ｍ×奥行き 11ｍ
大旗の使用
不可(室内会場のため)
会場の特徴
上からも横からも、いろいろな角度から観覧可能な
ステージ。バックの特大スクリーンには、演舞の様
子が映し出されます。
アクセス
JR 神戸駅から徒歩約５分

2．デュオこうべ会場
演舞スペース 幅 16ｍ×奥行き 13ｍ
大旗の使用
不可(室内会場のため)
会場の特徴
駅から近い商業施設の会場です。
アクセス
JR 神戸駅から徒歩２分
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3．高浜岸壁会場
演舞スペース 舞台上:幅 18ｍ×奥行き 9ｍ 舞台下:幅 18ｍ×奥行
き 5ｍ
大旗の使用
可
会場の特徴
ポートタワーなど神戸の景色をバックに演舞できま
す。
アクセス
JR 神戸駅から徒歩約 15 分

4．はねっこ広場会場
演舞スペース
幅 30ｍ×奥行き 16ｍ
大旗の使用
可
会場の特徴
半円形の大きな演舞スペースが特徴です。
アクセス
JR 神戸駅から徒歩約 10 分
9 月３日(日) 垂水エリア
1.舞子公園会場
演舞スペース
舞台上:幅 18ｍ×奥行き９ｍ 舞台下:18ｍ×奥行き
９ｍ
大旗の使用
可
会場の特徴
壮大な海と明石海峡大橋をバックに演舞できます。
アクセス
JR 舞子駅から徒歩約 5 分

2.マリンピア神戸会場
演舞スペース
幅 24ｍ×奥行き 14ｍ
大旗の使用
可
会場の特徴
180°観覧可能な階段状の客席が特徴です。本祭 2 日
目のフィナーレはここで行われます。
アクセス
JR 垂水駅から徒歩約 10 分

3.橋の科学館南側デッキ会場
演舞スペース
幅 18ｍ×奥行き 9ｍ
大旗の使用
不可（持つだけなら可）
会場の特徴
舞子公園に隣接し、明石海峡大橋と海に臨んだステ
ージです。
アクセス
JR 舞子駅から徒歩約５分
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