チームの皆様へ

平成２８年１２月吉日

第18回ひめじ良さ恋まつり

参加チーム募集のお知らせ
ひめじ良さ恋まつり実行委員会
実行委員長 八木秀介
〒670-0912 姫路市南町76城陽ビル２Ｆ
（NPO法人姫路コンベンションサポート内）
TEL079-286-8988／FAX079-286-9009
第18回を迎えるひめじ良さ恋まつり。
今年もひめじ良さ恋まつりを開催する運びとなりました。例年通りひめじお城まつりと同時開催となり
ます。世界文化遺産「姫路城（白鷺城）」のもとではじけてください！
つきましては、同封の募集要項をよくお読みの上、応募用紙に必要事項を記入し、FAX、メール、郵送
にて、ひめじ良さ恋まつり実行委員会事務局までお送り下さい。
たくさんのご参加をお待ちしています。

開催日

本祭：平成２９年5月14日（日曜日）
※前日祭：5月13日（土曜日）

＜参加申し込みの際の提出物リスト締切日＞
○参加申込書（別紙①）

平成２９年２月２８日（火）

○チームプロフィール（別紙②）

平成２９年３月１８日（土）

○大旗・フラフタイム申込書（別紙③）

平成２９年３月１８日（土）

○協賛申込書・良さ恋心（別紙④-1・④-2）

平成２９年３月１８日（土）

○当日用チーム資料（別紙⑤）

平成２９年４月２０日（木）

＜第18回ひめじ良さ恋まつり
２月４日（土）18時～
２月２８日（火）

これからのスケジュール＞

事前説明会（まつり概要について）

姫路市勤労市民会館・大会議室
姫路市中地354番地

参加申込書・参加協力費振込み締め切り
参加チーム抽選会・説明会

３月１８日（土）18時～

姫路市勤労市民会館・大会議室
姫路市中地354番地

チームプロフィール・大旗タイム申し込み・協賛申し込み締め切り
４月中旬

第１回：商店街への挨拶（予定）

４月２０日（木）
５月６日（土）

当日用チーム資料締め切り
第２回：商店街への挨拶（予定）

各商店街

お城まつりパレード

大手前通り・本町商店街
※みんなで総踊りを踊ります

５月１３日（土）
第18回ひめじ良さ恋まつり

５月１４日（日）

各商店街

第18回ひめじ良さ恋まつり
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前日祭

本祭

商店街内・大手前公園
大手前公園、他

◆◆◆
日

程

開

催

概

要

よほどのことでない限り実施しますが、社会通念上実施不可な天変地異の場合中止します。

前日祭 ・・・・ 平成２９年５月１３日（土）
本

◆◆◆

１６時～１９時（予定）【雨天決行】

祭 ・・・・ 平成２９年５月１４日（日）

９時～２１時【雨天決行】

実施場所

前日祭

＜固定演舞＞

みゆき通り商店街内ボンマルシェ前

＜固定演舞＞

西二階町商店街東入口（大手前通り沿い）

＜ステージ＞

大手前公園メインステージ
大手前公園メインステージ

＜ステージ＞

城見台公園ステージ（ツインクル広場）※クラーク高校運営
本

祭

＜フリーステージ＞

大手前公園グリーンゾーン ※大手前通り側

＜固定演舞＞

姫路駅前芝生広場

＜パレード＞

イーグレ前北側道路、その他調整中

※姫路警察、関係機関との協議により会場が変更になる場合があります。

説明会

会場の空き状況により、場所が変更になる場合があります。
平成２９年２月４日（土）１８時～
事前説明会

姫路勤労市民会館・大会議室（姫路市中地354番地）
ひめ良さの内容をご説明します。参加を検討される方は是非ご出席ください。

平成２９年３月１８日（土）１８時～
抽選会・説明会

姫路勤労市民会館・大会議室（姫路市中地354番地）
祭り当日の出演順などを決める抽選会を同時に行います。

主

催
■主催

ひめじ良さ恋まつり実行委員会

■後援

姫路市、姫路商工会議所、姫路市商店街連合会

■協力

ひめじお城まつり奉賛会、イーグレひめじ管理(株)、
（一財）姫路市まちづくり振興機構駐車場管理センター

告知方法
●ひめよさ情報紙 ●サイネージ（駅広告） ●ポスター・チラシ

観客動員数

約５３，０００人 ※2016年度実績

賞
ひめじ良さ恋まつり大賞、金賞、銀賞、市商連賞、をはじめ様々な賞を用意
しています。説明会時に詳細をご説明します。
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◆◆◆
参加申込締切

募

集

概

要

◆◆◆

郵送、メール、FAXでお願いします。

平成２９年２月２８日（火）必着
参加申込書だけでは受付できません。
参加協力費の払い込みが確認でき次第、受付完了となります。
参加協力費

お一人様／１，０００円
※２０名以下のチームは一律２０，０００円とします。
※人数増加による参加協力費追加は、本祭当日の会場受付でお支払ください。

地方車レンタル料

本祭パレードの参加には地方車が必要になります。地方車は持込も可能ですが、
レンタルをご希望のチームは、参加協力費とは別に、地方車レンタル料として
１チーム／５，０００円が発生します。

（注） １、商店街パレードが不可となった場合、地方車は使用しません。
２、上記の場合、イーグレ前パレードは、固定スピーカーでの流し踊りもしくは
実行委員会製作地方車での運営となります。
※上記の場合、地方車使用料は返金いたします。
尚、持込地方車については、諸事項６ｐの地方車の欄をお読みください。
【参加金額の例】
参加者18人、パレード参加（地方車レンタルあり）の場合の記入例

●参加協力費

２０，０００円

●地方車レンタル料５，０００円

合計

２５，０００円

以下の場合、参加協力費等の払い戻しはできませんのでご注意ください。
・募集締切り以降の不参加

参加費等

・天変地異など主催者の過失によらない中止
・本祭当日の雨天、荒天、事故、苦情等やむを得ないスケジュールの短縮等
・本祭当日の地方車使用キャンセルの場合の地方車使用料
※なお募集締切～本祭前日の間に不参加となった場合、地方車使用料は払い戻しいたします。
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お振込み
参加協力費等
振込金融機関
口座番号
口座名義

振込先

郵便局
ゆうちょ銀行（9900）・〇九九支店（99）
００９９０－３－８００２９
普通預金
００８００２９
ひめじ良さ恋まつり事務局
ひめじ良さ恋まつり事務局
※通信欄には必ず「チーム名」「参加者数」必要な場合は「地方車代」、
協賛金も同時にお振込みいただく場合「協賛金」もご記入ください。

【参加者18人、パレード参加（地方車レンタルあり）の場合の記入例】

００９９０

３

８０ ０ ２ ９

¥２５ ０ ０ ０

０ ０ ９ ９０ ３
８０ ０ ２ ９

ひめじ良さ恋まつり事務局
参加協力費 １８人
地方車レンタル料

￥２０，０００
￥ ５，０００

ひめじ良さ恋まつり事務局

¥ ２５ ０ ０ ０
ooo oooo

チーム名
代表者名

住 所
チーム名・代表者名

参加の選択

申込書の所定欄に必ずどちらかを記入してください。

●お城まつりパレード（５月１３日土曜日）の参加。（※総踊りを踊ります）
ひめ良さは、毎回お城まつりパレードに参加し、翌日の本祭PRとよさこいの活気を観客
のみなさんにお届けしています。大手前道路を封鎖して唯一実施できるパレードです。
姫路城をバックに踊ってみませんか！
１２時～１４時の間で出場の予定
※お城まつりサイドの抽選会で正式時間は決定となります。

●前日祭（５月１３日土曜日）の参加。
よさこいチームが「楽しむ、楽しませる」ことを主旨に、翌日の本祭を市民にPRします。
一緒に楽しみましょう！
みゆき通り商店街内ボンマルシェ前（姫路市商連賞の審査会場）
西二階町商店街東入口。※大手前道路沿い

１６時～１９時 ※商店街の皆さんに審査をしていただきます。
大手前公園メインステージ
（予定）
※審査等はありません。
※大手前公園メインステージは、お城まつり(夜の部)としての実施となります
ので、詳細実施時間等は、決定次第別途お知らせいたします。

●本祭（審査の有無）
●本祭パレード（地方車の件）
上記の他、参加人数等の記入をお願いします。
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諸事項
鳴子を持つ

ひめじ良さ恋まつりは名の通り「よさこいまつり」です。審査基準に鳴子の
揃い具合なども加味されています。

演舞時間

特にステージ・フロア演舞は、入りハケ・チーム紹介・口上すべてを含めて
６分でお願いします。パレードも１演舞８分を基準時間としてスケジューリ
ングをしています。

基本ルール

【安全・安心のために・・・】
①商店街内・・・ 例年通り安全確保のため、商店街アーケード内は、旗・小旗・フラッグなど
大きく横の動きがあるものは持込み禁止とします。
②移動時・・・・

大旗・フラフ等

遠距離移動（駅北芝生広場⇔大手前公園）は、旗は竿を短くして移動をお願
いします。近距離移動（大手前公園⇔城見台公園⇔イーグレ前⇔グリーン
ゾーン会場）はそのままでも構いませんが、必ず２名以上で持ち運びし、周
辺の人に接触することのないよう厳重に注意し移動をお願いします。

③事前チェック（竿の亀裂、紐の結び目、テーピングなど継ぎ目の固定）を確実にお願いします。
④旗の仮置きは、場所の再確認（立てかけ転倒の予防、人の往来の有無）し、チームによる監視の
下でお願いします。
⑤大旗・フラフ演舞による事故は、チーム責任となります。
⑥風雨による悪天候の場合、実行委員会の指示に従ってください。

傷害保険等

音量

事故は、自身のけがや疾病、第三者を傷つけた、モノを壊したなど大きく３つあります。主催者は
イベント保険に加入していますが、旗や小道具による事故、チーム内の踊り子やスタッフのけが・
疾病はチーム責任となります。各チームごとに傷害保険・対人対物賠償保険等の加入を強くお勧め
します。
※別紙参照ください。
各会場で、近隣住民・商店から苦情があった場合、交渉の上音量を下げる場合があります。
参加申込みにご記入いただいたチーム情報は、ひめじ良さ恋まつり実行委員会からの各種連絡に利
用するとともに、情報紙等へ掲載をします（個人情報は除く）。

チーム情報

ひめじ良さ恋まつりに関わる関係機関（役所、警察、医療機関に限る）に対し、ひめじ良さ恋まつ
り実行委員会が必要不可欠と判断した場合、情報を提供する場合があります。
ひめじ良さ恋まつり実行委員会が、ポスター等印刷物に個人やチーム写真をひめじ良さ恋まつり
PR広報として使用したい場合、事前に使用についてご相談させていただきます。
煽り

商店街を巻き込んだ煽り内容でお願いします。商売の場、生活の場をお借りしている
ということを念頭に、一緒に商店街を盛り上げる、楽しめる煽り内容でいきましょう！

演舞

各スタート地点まで前進し続ける振付でお願いします。演舞は二階町商店街２回・西二
階町商店街３回です。尚、信号交差点で赤信号の場合、地方車、音源、演舞等すべてス
トップとなりますので、ご注意下さい。

道具

アーケード内は、旗以外の纏等、縦を基本とする動きの道具は持込可能ですが、当日実
行委員会の判断で危険と判断した場合は、持込をお断りする、もしくは扱いについて現
場相談いたしますので、ご協力をお願いします。尚、イーグレ前パレードは屋外なの
で、すべて可能ですが、観客への接触に注意してください。

先導

各チームは地方車先導スタッフを配備し、自チーム進行管理をお願いします。又、ス
ケジュールにより実行委員会スタッフから指示のあった場合は従ってください。

商店街パレード

著作権
（演舞曲）

地方車

地方車にはチームの手荷物を乗せられません。配線やオペレーターの支障になります。

移動

チームの会場間移動は特に移動ルートは設けません。不必要に店舗前に溜まることのな
いよう注意を払ってください。又、通行客などお客様優先を心がけてください。

音源

曲と曲との間は6秒を基本とします。口上はスタート地点でお願いします。

自チームの演舞曲の一部分にでも、一般販売曲や既存曲が使用されているかの再確認をお願いしま
す。使用されている場合、チームにおいて著作権申請・著作権者への許諾をお願いします。尚、そ
の場合、まつり主催者として著作権協会への申請が必要な場合がありますので、ひめじ良さ恋まつ
り実行委員会にその旨、ご報告をお願いします。
パレード用は地方車の振動に強いMDで地方車音響スタッフに直接お渡しください。

音源

ステージ、固定演舞場はCD・スマホ音源も使用可能です。音響スタッフに直接お渡しください。
演舞終了後は忘れずに音源を回収してください。
カセットテープはいずれの演舞場所も使用できません。
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地方車は２ｔトラックまでとなります。
実行委員会製作地方車は上限３台となります。
持込み地方車は、実行委員会にお貸しいただく場合がありますのでご相談させてください。

地方車

持込地方車使用料として、ひめじ良さ恋まつり実行委員会から下記の金額を提供チームにお支払し
ます。 （５，０００円×使用チーム数）×１０％÷地方車提供総数
地方車を製作する場合、制限外積載にご注意を。装飾物が車体の長さの１割、車体巾、高さが地上
から3.8ｍ（軽トラックは2.5ｍ）を超える場合、警察へ制限外積載許可申請が必要となります。
道路使用許可、商店街通行許可はひめじ良さ恋まつり実行委員会で一括で許可申請を行いますの
で、チームでの申請は必要ありません。
消火器の配備をお願いします。
●未成年者の飲酒・喫煙をさせないよう注意を払ってください。
●兵庫県青少年愛護条例に基づき下記を遵守願います。
・18歳未満の踊り子等がいる場合は、必ず保護者同伴もしくは保護者の外出許可をも
らってください。違反した場合は30万円の罰金又は科料となります。
未成年者

・23時～翌朝5時は、未成年者保護の観点から遠方など特別な事情を除き、できるだ
け外出させないようにお願いします。「ひめじ良さ恋まつり」は条例に定められている
「特別の事情」に含まれますので条例的には大丈夫ですが、未成年者保護の観点からで
きるだけ遵守をお願いします。
・他府県から来られたチームも兵庫県の条例が適用となります。

公衆に対し、迷惑をかける言動、入墨の肌を露出し威圧、社会通念上逸脱した過度の露
出やわいせつな装いなど、人々に不安・不快を与え混乱を誘発させるような行為は禁止
します。
まつり当日にチラシの配布を希望されるチームは、当日受付にてご連絡ください。尚、内容はメン
バー募集・無料のイベント案内のみに限らせていただきます。
言動

その他

ステージ演舞の観覧は、お客様優先となります。観覧のお客様に席をお譲りください。
商業施設内部や入り口周辺をチームの待機場所にしないでください。チームでの待機や休憩などは
大手前公園内の木陰などを利用してください。
飲酒はまつりにつきものですが、ほどほどにしておきましょう！
観客等と万一トラブルが起こった場合、実行委員会にすぐ連絡してください。又一般市民から苦情
を受けた場合も、近くの実行委員に報告、又は、「大手前公園本部に伝えてください！」と伝えて
ください。
姫路市街地（まつり会場となるエリア一帯を含む）では、条例により許可所以外での路上喫煙、ゴ
ミのポイ捨てが禁じられています。ゴミは持ち帰るか大手前公園内のゴミ箱へ、タバコは「喫煙
所」表示のある場所でを徹底してください。
ルールが遵守できてないと実行委員会が判断し、注意指導を行っても改善されない場合、出場停止、次年度からの出場受
付不可などの措置を取る場合があります。ルールを守って楽しい祭りにしていきましょう！

協賛金
ご参加いただくチームの皆さんに、協賛金のご協力をお願いしています。
お知り合いの個人・企業・商店など「ひめよさ」にご協賛いただける方が
いらっしゃいましたら是非ご協力をお願いします。
この場合、集めて頂いた協賛金の10％を御礼金としてお支払いたします。
※協賛のお願いの文書は別途HPからダウンロードできるようにしますのでよろしくお願いします。

＜お問い合わせメール＞
hym4183＠gmail.com

＜募集要項ダウンロード・情報発信＞
＜H

P＞

＜F

http://himeyosa4183.com
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B＞

https://www.facebook.com/himejiyosakoi/

◆◆◆

【別紙①】
参加申込書 ◆◆◆

第18回ひめじ良さ恋まつり

ひめじ良さ恋まつり実行委員会の諸事項等に従い参加いたします。

平成

年

月

日

ふりがな
チーム名

電話番号
FAX
携帯電話
携帯メール

ふりがな
代表者名

〒
住

－

所

電話番号
FAX
携帯電話
携帯メール

ふりがな
資料送付
担当者名

〒
住

－

所

当日連絡
担当者名

携帯電話

人

参加人数
お城まつり
□参加
パレード

□不参加

□参加

□不参加

前日祭

審
祭

平成２９年５月１３日（土）
・お城まつりパレード

※参加にお答えの方
□商店街だけ

本

※合同で総踊りをおどります。

・前日祭／

□ステージだけ

査 □審査あり

パレード □出場する

商店街
大手前公園メインス
テージ

□両方

16時～

□審査なし
□出場しない

※パレードに出場する、とお答えの方
地 方 車 □持ち込む

12時～14時の予定

平成２９年５月１４日（日）

□持ち込まない

※申込書は、郵送・FAX・メールいずれでも受け付けます。

◆◆◆ひめじ良さ恋まつり実行委員会事務局◆◆◆
〒670-0912 姫路市南町76城陽ビル２Ｆ（NPO法人姫路コンベンションサポート内）
TEL/079-286-8988
FAX/079-286-9009
メール/hym4183＠gmail.com

募集締切り日／平成２９年２月２８日（火）必着
事務局記入欄
申込書受取日

参加費確認

送付

【別紙③】
～大旗・フラフタイム参加申込書～
この度は、ひめじ良さ恋まつりに参加していただきありがとうございます。
たくさんのチームの方々に、姫路の良さを知っていただくいい機会だと思います。
昨年行いました大旗・フラフタイムを今年も設けました。普段は、踊り子さんを奮起させ踊りに
華を添え、演舞の一部として活躍している旗士のみなさんにスポットを当てて豪快にそして繊細
な旗の技があることを存分に披露していただきたいと思います。
ぜひ参加していただけますようお待ちしています。

チーム名
名前（ニックネーム）
補

要

助

・

不要

旗の種類
旗の素材

竿の種類

簡単なコメント

連絡先

TEL

（緊急連絡先）

メール
※複数の場合はコピーして使用してください。

◆◆◆ひめじ良さ恋まつり実行委員会事務局◆◆◆
〒670-0912 姫路市南町76城陽ビル２Ｆ（NPO法人姫路コンベンションサポート内）
FAX/079-286-9009
メール/hym4183＠gmail.com
お問い合わせ：村上（TEL/090-1917-1033・メール/yumaturilove@gmail.com）

締切り日／平成２９年３月１８日（土）必着

【別紙⑤】
第18回ひめじ良さ恋まつり

当

日

用チーム資料
※下記の必要な項目に○をして下さい。

フリガナ

チーム名

(正式名)

参加人数

人

活動拠点

県

市

１．紹介してほしいこと

２．テーマ

３．使用曲
メインステージで使用する曲名をお知らせください
分

秒

４．マイク必要本数
パレード除く全ステージ

マイク必要本数（2本まで）

本

５．大道具、小道具の種類、数について（紙吹雪は禁止！）

６．曲出しのタイミングについて
ａ．ステージ用
１ 音先行（曲が始まって踊り子入場）
板つき（踊り子がステージにスタンバイして曲スタート）
２

曲出しのﾀｲﾐﾝｸﾞ

〔

〕

ｂ．パレード用
曲出しのﾀｲﾐﾝｸﾞ 〔

地方車荷台に乗る

〕 マイク必要本数（2本まで）
乗る（あおり・カメラマンを含め２人まで）

・

本

乗らない

◆◆◆ひめじ良さ恋まつり実行委員会事務局◆◆◆
〒670-0912 姫路市南町76城陽ビル２Ｆ（NPO法人姫路コンベンションサポート内）
TEL/079-286-8988
FAX/079-286-9009
メール/hym4183＠gmail.com

締切り日／平成２９年４月２０日（木）必着

◆◆◆

チームプロフィール

【別紙②】
◆◆◆

ひめ良さ情報紙に掲載するため、以下の空欄を埋めて申込書と併せて実行委員会へお送り下さい。
ふりがな
チーム名

演舞曲名

活動地域

県

市

★チームの写真も併せてご提出願います。下記のメールもしくは郵送でお願いします。

写真データ

→

hym4183＠gmail.com

＜郵送の場合＞
◆◆◆ひめじ良さ恋まつり実行委員会事務局◆◆◆
〒670-0912

姫路市南町76城陽ビル２Ｆ（NPO法人姫路コンベンションサポート内）

TEL/079-286-8988

FAX/079-286-9009

＜パンフレットコメント＞
※100字まででお願いします。

締切り日／平成２９年３月１８日（土）必着

