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えひめYOSAKOI祭り2022開催概要
1 主催
2 協賛（予定）
3 後援（予定）

4 開催日時
5 開催概要

えひめYOSAKOI祭り振興会
大洲市、大洲商工会議所
大洲市観光協会
大洲商店会連合会
よさこい祭振興会
（一社）大洲青年会議所
大洲ロータリークラブ
ケーブルネットワーク西瀬戸
2022年11月3日（木）

大洲市教育委員会
国土交通省大洲河川国道事務所
大洲商工会議所青年部
大洲ライオンズクラブ
大洲市ボランティア連絡協議会

愛媛朝日テレビ
FM愛媛
（１３時 開会式予定）

肱南グランド（川床舞台）
開会式
演舞会場 肱南グランド（川床舞台）・おはなはん通り・本町1丁目
LIVE配信 肱南グランド（川床舞台）生配信定/ 各現場 流し配信

6 参加者数（予定） 参加費 ＠500円
7 当日動員数（見込） 未定（2020年度 5400人)
8 プログラム 別紙

演舞順
●

3会場
同時進行イベントの「大洲祭り」・「まち人」ともコラボ

●

川床会場ライブ配信
各会場

●

据え置きライブ配信予定

夜５時日没
ライトアップ

かがり火

など演出計画

※感染症防止ガイドライン遵守

えひめ YOSAKOI 祭り 2022

参加募集要綱

【1】参加基準（資格）
「えひめ YOSAKOI 祭り」のルールを遵守できるチーム
社会通念上のルールや感染症防止ガイドラインを遵守できるチーム

【2】基本ルール
鳴子を手に持って踊ること。
楽曲の中に“よさこい鳴子踊り”のフレーズか
「大洲の地元民謡」を入れること。

【3】詳細ルール
参加チーム人数について
．．
◇踊り子の人数は 30 名程度とします。
◇人数は演舞に参加する人（踊り子・ＭＣ・旗持ちなど…）
◇30 名以上の場合、分割参加をお願いします。数名の超過は相談下さい。
楽曲について
◇楽曲は“よさこい鳴子踊り”のフレーズか「大洲の地元民謡」を入れた
曲を使用し、4 分 30 秒以内（曲の出だしから終わりまで）とします。
※曲の前の口上やチームの紹介は曲の制限時間 4 分 30 秒には含まない。
◇チームのオリジナル曲を作れないチームは振興会の提供する規定の曲
を使用下さい。
＊振興会より提供する楽曲は HP でも視聴できます。
◇市販の曲を利用する際の著作権手続きに関しては各チームで申請して
ください。
振付けについて
◇鳴子を活かし、手に持って踊る振付けを基本とし、パレードでは連続し
て前進する振付けにしてください。
※振興会の提供する規定の曲には基本の振付けのレクチャー動画を用意
しております。ご利用くださいませ。
※振付けは、公式 HP でご覧いただけます。

音響について
◇音響機材はすべて振興会が用意いたします。
◇音源は CD にてお願いします。
鳴子について
◇無料レンタル鳴子は「子供」のみとさせていただきます。
ただし数に限りがございますので、振興会保有の鳴子がなくなり次第貸
出を打ち切らせていただきます。ご購入の上ご参加ください。
一般の参加チームは鳴子を購入して参加してください。
参加費について
◇チーム単位で１人 500 円

徴収方法※:振込先を案内いたします。

保険について
◇開催期間中の事故、怪我などに関しましては、各チームにて傷害保険
などによる対応をお願いいたします。
ご不明の点がございましたら、事務局までご連絡下さい。
雨天時について
◇雨天決行とします。ただし荒天時は中止。

【4】参加申込
申込み受付期間

◇2022 年 8 月 1 日（月）～8 月 31 日（水）
申込み方法

メールまたは専用フォーム

◇専用申込フォームより申込してください。
（推奨）
◇※紙フォーム利用者は写メまたは PDF を下記の送付先にメール送信ください。
（※申込フォームや申込紙用紙は 公式 HP または OR より。
）

提出物
◇参加申込/チーム紹介文（参加申込時に入力）：提出期限 8 月 31 日（水）
◇チーム写真：下記アドレスへメール添付（写メでも OK）

期限 9 月 30 日（金）

（オリジナル曲のチームのみ）

◇演 舞 曲 Ｃ Ｄ 提出期限 2022 年 10 月 1 日(土)
えひめ YOSAKOI 祭り

（

高

知

）

※振興会提供曲・よさこい祭振興会レンタル曲のチームは振興会にて用意。

送付先
◇えひめ YOSAKOI 祭り振興会
◇〶795-0012 愛媛県大洲市大洲 382 番地いづみや内
◇E-mail：ehimeyosakoi@gmail.com

写メ用 QR

参加チーム代表者説明会について
◇「参加チーム代表者説明会」は行いません。
説明文や内容は後日、代表者様へ送付いたします
祭り当日の受付（集合）時間・場所について
◇参加チーム・代表者様へ電子メールでご案内します
大洲市外から参加のみなさまへ
◇更衣所はコロナ対策のため設置がございません。
場所、時間、駐車場など詳しくは案内メールを送信いたします。
スケジュール
8 月 1 日(月)参加申込み受付開始
8 月 31 日(水)参加申込み受付終了「参加申込書」提出締切日
9 月中に参加チーム代表者へ案内通知/送付
（オリジナル曲のチームのみ）

10 月 1 日(土)「チーム紹介文と写真」「演 舞 曲 Ｃ Ｄ 」提出締切日
11 月 3 日(木)えひめ YOSAKOI 祭り 2022 開催

【5】その他注意事項
参加チーム責任者のみなさまへ
各会場に到着後、誘導係員、交通警備員及び警察官の指示に従い、各会場
の歩道他待機場所で待機中の踊り子たちにも一般の交通車両、自転車、歩
行者等の通行の妨げや、駐車場の出入り等の迷惑にならないよう注意し、
トラブル、事故等のないよう適切なご指導をお願い致します。
各会場の協力店のトイレ、公衆トイレ、仮設トイレ等を含め、利用には正
しい使用と常識的なお礼の挨拶のご指導、又待機中の踊り子同士はもとよ
り、一般市民とのトラブル又、未成年者の飲酒・喫煙には、チーム責任者
のみなさまの厳格なる対応をお願い致します。
各会場周辺には事業所他一般の住宅も多数ございます。
ゴミは、周辺に放置しないよう各会場に設けておりますゴミ箱をご利用下
さい。
祭り終了後、夜間の騒音など周辺の住民の方々のご迷惑にならないようご
協力くださいますようお願い致します。"
各会場にて著しく待機中、演舞中マナーの悪いチーム及び会場での誘導係
員の指示に従わず、度を過ぎたトラブルを起こしたチームには、退去して
いただく場合がございますので予めご了承ください。
貴重品についての紛失・盗難に関しましては一切の責任を負いかねますの
で、自己責任での管理をお願い致します。
各種メディアにより取材が入ることが考えられます。また、祭り実施中に
主催者であるえひめ YOSAKOI 祭り振興会が撮影した写真・動画等の映像は
全て主催者に帰属します。なお撮影した映像、写真は祭りの PR の目的で、
ポスター、CM、HP 上等に公開する場合があります。不都合のある方は事前
にお申し出ください。
各会場とも、えひめ YOSAKOI 祭り振興会の限られた少ない予算と、各方面
のボランティアのみなさま、各商店街のみなさまのご協力により運営して
おります。参加頂くチームのみなさまに対して、ご不便や不行き届き等少
なからずあると存じますが、今後のえひめ YOSAKOI 祭りの発展の為、この
祭りにご協力頂くみなさま、そして参加頂くチームのみなさまと共に力を
合わせて将来につなげていきたいと思っております。

