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 第２０回 ひめじ良さ恋まつり  

募 集 要 項  
 

１．ひめじ良さ恋まつりとは？ 

平成 12 年、当時「まちを元気にしたい」と高知で開催されている「よさこい祭り」をひとつの手段と考え、姫路商工会議所

青年部が中心となって立ち上げました。「市民が作る」「市民が参加する」「市民が燃える」をコンセプトに、イベントではなく、

「人と人との交流」を市民の方に感じていただく「まつり」を追求してきました。踊り子の元気が、町に飛び火していくように、また

応援していただける皆さんに感謝の心を持つ踊り子に成長するように、そして様々な人々が様々な形でまつりに携わることで、

それぞれが自己実現を図る祭りでありたいと願っています。 

 

２．開催概要  

【開催日時】   

     ２０１９年５月１１日（土） 前日祭       １６：００～１９：００（予定） 

     ２０１９年５月１２日（日） 本祭（雨天決行） ９：３０～２１：００（予定） 

【主   催】   

ひめじ良さ恋まつり実行委員会 

【後   援】 

兵庫県 姫路市 姫路商工会議所 姫路市商店街連合会 （予定） 

【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 

【開催場所】   (※昨年実績) 

       大手前公園、城見台公園、姫路駅前芝生広場、イーグレひめじ前、 ほか各商店街調整中 

※詳しくは３月 1６日（土）の説明会・抽選会にてお知らせします。 

 

3．参加条件 

参加条件は以下の通りです。条件をご承諾いただけない場合は、参加をご遠慮いただきます。また、過去においてご協

力いただけなかった方についても同様に参加をお断りすることがあります。あらかじめご了承ください。 

① 鳴子を鳴らすこと 

   ひめじ良さ恋まつりはその名の通り「よさこいまつり」です。鳴子を鳴らして演舞を行ってください。 

② 演舞時間が 6 分以内であること 

   演舞時間には ステージの出入り、チーム紹介・口上なども含んでいます。スムーズな進行、運営にご協力ください。 

③ まちを一緒に盛り上げてくれること 

生活の場、商売の場である「まち」をお借りし、まつりを行っています。また姫路には「世界遺産姫路城」があり、多くの

観光客が来られる観光の「まち」です。そんな「まち」の皆さんにも祭りを楽しんでいただけるよう、公共のマナーは守り、

姫路の「まち」を一緒に盛り上げてください。 
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４．参加申し込みについて 

【募集締切】   

2019 年 2 月 28 日（木） 必着 

   ひめじ良さ恋まつり参加申込書に必要事項を記入のうえ、FAX または E-ｍail にてひめじ良さ恋まつり実行委員会まで

提出ください。締切日を超えてのお申し込みはお断りさせて頂く場合があります。お早めにお申し込みお願いします。 

【参加協力費】 

     お一人様 1,000 円 または 20 名以下のチームは一律 20,000 円 

参加協力費は踊り子、煽り、旗・フラフなど、踊りを構成するすべての人が必要です。 

【地方車レンタル料】 

     1 チーム 5,000 円 

パレードには地方車が必要になります。パレード参加予定で、レンタル希望されるチームは参加協力費とは別に、地方車

レンタル料が発生します。ご了承ください。 

（※地方車は持ち込みも可能です。持込されるチームは別紙地方車作成の手引きをお読みください。） 

【振込み方法】 

 ２月２８日（木）までに下記の口座にお振込みください。 

振込金融機関 郵便局 ゆうちょ銀行（9900）・〇九九支店（99） 

口座番号 ００９９０－３－８００２９ 普通預金    ００８００２９ 

口座名義 ひめじ良さ恋まつり実行委員会 ひめじ良さ恋まつり実行委員会 

★ 申込書と入金が確認されましたら「エントリー完了」とし、メールにてお知らせいたします。 

※ 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。 

※ 振込み手数料は各自でご負担ください。 

※ 振込票の控えを領収証に代させていただきます。 

※ 参加人数が申し込み時より増えた場合は、増加分を本祭当日に受付にてお支払いください。 

※ 説明会・抽選会以降にキャンセルされた場合の払い戻しはいたしません。 

※ 悪天候・災害などの不可抗力によりまつりの開催が中止になった場合でも、返金はできません。ご了承ください。 

（参加費入金例） 

 参加者 18 人、パレード参加の場合  

   参加協力費   20,000 円   地方車レンタル料   5,000 円      合計 25,000 円 
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５．審査について 

チームの皆様により切磋琢磨していただき、パフォーマンスを高めあい、より多くの元気を「まち」に発信できるよう、審査基

準を設けています。各会場で審査を行います。１次審査はメインステージの演舞が対象で、上位 10 チームはファイナルス

テージに出場となり、ライトアップされたメイン会場で大観衆の中の演舞いただきます。キッズ対象（参加人数の１/3 が中

学生以下）の賞については、別途審査基準を設けて審査を行います。鳴子を鳴らして演舞を行っていることが必須です。

その他、「楽曲」「衣装」「表情」「踊りの統一性」、またパレードについては「パレードの移動」も審査基準となります。また個

人賞メダルも用意しています。 

 

6．表彰、賞について 

   ひめじ良さ恋まつり大賞、兵庫県知事賞、姫路市長賞の上位３賞は、ファイナルステージ出場チームから選ばれます。 

  その他、部門賞を用意しております。 

 

7． 使用曲について 

① ステージ形式で使用する音楽の媒体は、CD、MD、スマホ音源いずれも可とします。ただし、パレード用は地方車の振

動に強い MD でお願いします。音源は当日各会場にて直接音響スタッフにお渡しください。終了後は忘れずに回収し

てください。(MD が難しい方は,実行委員会にお問い合わせ下さい。) 

② 各媒体には 1 つにつき、1 曲のみ入れ、「チーム名」と「曲名」を必ず明記してください。 

③ 実行委員会では、著作権を尊重し擁護する立場から、使用曲についてのご理解ご協力をお願いしています。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場合は、各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。 

 

８． その他 

① ひめじ良さ恋まつり実行委員会としては旗やイベント保険に加入していますが、実行委員会に責任がある場合のみ適

用となります。小道具による事故、チーム内の踊り子やスタッフのけが・疾病はチームの責任となりますので、各チームで

傷害保険・対人対物賠償保険などに加入されることを強くお勧めします。 

② 参加チームからご提供いただいた個人情報は、ひめじ良さ恋まつりに関する事務連絡以外では使用いたしません。 

③ 参加チーム及び参加者の肖像権や著作権の権利は主張せず、実行委員会がひめじ良さ恋まつりの広報（ＳNS 等

含む）及び普及振興のために使用することをご了承ください。 

④ 公衆に対し、迷惑をかける言動、刺青の肌を露出し威圧、社会通念上逸脱したかど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、その他実行委員会が不適切とみなした行為は禁止します。 

⑤ 緊急事態場発生した場合には必ず主催者の指示に従って行動してください。 

⑥ 前日祭および大旗・フラフタイムに参加を希望されるチームは、参加申込用紙の該当欄に記入お願いします。 
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ひめじ良さ恋まつり当日までの流れ 

1.   参加申込書受付期間              ２月２８日（木）まで 

2.   参加協力費 ・ 地方車レンタル料の振込み      ２月２８日（木）まで 

3.   チームプロフィール・チーム写真提出          ２月２８日（木）まで 

4.   チーム説明会・抽選会       ３月１６日（土）１９：００～ 

場所：姫路市勤労市民会館 大会議室  （姫路市中地 354） 

この説明会にて祭り当日の詳細説明及び抽選を行いますので必ずご参加ください。 

連絡なく欠席の場合は、祭りの参加をご辞退していただく場合があります。 

遠方のチームで止むを得ず、説明会・抽選会に参加できない場合は必ず実行委員会事務局へご相談ください。 

尚、出席できないチームの演舞スケジュールに関しては、実行委員会にて抽選させていただくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   当日用チーム資料提出    ４月１４日（日）まで 

 

 

 

 

 

いよいよ本番！ 

第２０回 ひめじ良さ恋まつり  2019年 5月 11日（土） 前日祭 

5月 12日（日） 本祭  

楽しい祭りになりますように、皆様ご協力よろしくお願いします。 

●山陽電車 

「手柄」駅下車 西へ徒歩約 15～20 分 

●神姫バス： 

JR 姫路駅（北口）② のりば 

系統番号２７・２８・２９  

「総合スポーツ会館前」バス停下車すぐ 

●タクシー  姫路駅から約１０分 

●自動車 

姫路バイパス中地インター北へ約 1 分 
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ひめじ良さ恋まつり会場案内（※昨年度実績） 
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＜ステージ＞ 

●大手前公園メインステージ 

 ひめじ良さ恋まつりのメイン会場。世界遺産姫路城の元に設置された特設ステージで、夜ライトアップされたステージで再び踊

ることを目指して演舞してください。また会場には、地元で活動する団体の PR ブースや姫路のうまいもんを販売する飲食ブー

スも多数出展しています。 

※ステージ：W/14.4ｍ✕D/7.2m✕H/0.9m（昨年実績） 

  

 

●城見台公園ステージ／ツインクル広場  

「世界遺産姫路城十景」にも選ばれている城見台公園。舞台上の巨大セットを思わせる美しい姫路城を背景に踊れる最

高のステージ。撮影スポットとしても人気のひめよさイチ押し会場です。ステージの空き時間には記念撮影もどうぞ。 

会場運営はクラーク高校の皆さんにご協力いただいており、高校主催のふれあい模擬店も同時開催しています。 

※ステージ：W/15.0ｍ×D/6.0ｍ 
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●姫路駅前芝生広場 

姫路の玄関口である JR 姫路駅北側にあり、誰もが気持よく利用できるくつろぎとにぎわいの広場です。 

常設のウッドデッキ風ステージは広くはないものの、姫路城を望み行き交う人々に元気いっぱいに演舞をご披露下さい。 

※ステージ：W/    ｍ×D/6.0ｍ(最大)  

  

 

 

＜パレード＞ 

●西二階町商店街 

 昔から「冠婚葬祭のお買い物は西二階町へ」と言われ、城下町の頃からの雰囲気や佇まいの残る、「日本の和」にあふれた 

とても温かくそして粋な商店街です。そんな目の肥えた老舗の 

店主らの審査により、商店街を活気付けてくれる元気なチームに西二階町商店街賞が贈られます。全長約 300ｍの会場の

端まで踊りきって下さい。 
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●本町商店街 

地域の皆さまのおかげ復活した本町商店街。約 90m を元気いっぱい踊り抜けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

●イーグレ前北側道路 

 メインステージのある大手前公園の隣に位置し、唯一大旗・フラフ演舞が出来る会場です。何よりお客さんとの距離が一番

近く、会場全体が一体になれる会場です。全長約 90ｍと短いですが、存分に楽しんで下さい。 
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ひめ良さ 流し踊りの手引き 

【流し踊り】 

◇ ひめじ良さ恋まつりのパレード会場では、スタートからゴールまで前進して踊る方式で行います。よさこいの特徴である流し

踊りの魅力を損なわないために、以下のルールで会場運営しております。あらかじめご理解のいただき、ご参加下さい。 

 

◇  前進しながら連続して踊り続け、地方車停止位置に到達した踊り子は、誘導スタッフの指示に従って端によけて下さい。

踊り子の最後尾が終点に到達したら、速やかに演舞を終了してください。演舞途中で持ち時間終了の場合は、楽曲の

音量を徐々に絞るか、音を切らせていただきます。運営に支障のないようにお願いします。 

 

【パレード進行について】 

◇ パレード会場には進行のためのスタッフが配置されています。実行委員会スタッフは、あくまでタイムキーパーとして時間 

管理しながらペースを調整する役割です。各チーム、当日 1 名以上チーム進行役を配置してください。チーム進行役 

配置していないチームは、パレード会場を演舞していただけないことがありますのでご注意ください。 

 

◇ チーム進行役は前チーム、後続チームの間隔、地方車と踊り子の距離を確認し、実行委員会スタッフと連携して、 

終了までチームの進行をお願いします。 

 

◇  チーム進行役は踊り子と観客が接触しないように、演舞場内にいる観客やカメラマンに、安全に進行・運営できるように、

声かけを行ってください。 

 

◇ 演舞の前後は必ず荷台乗車の方を確認してから運転手に発車を促してください。 

 

◇  西二階町商店街は全長約 300ｍです。進行スピードは 6 分で 100ｍ進むことを目安としてください。 

    

◇ 本町商店街には全長約 90ｍです。幅が狭くなっておりますので 周囲にはご配慮ください。 

 

◇ 下記の振り付けはパレードの運営に支障をきたしかねません。後続のチームに迷惑がかからないようご注意ください。 

＊後進、左右の横振りの繰り返しが多くなかなか前に進まない。 

＊踊りの大部分が一定の地点のみで踊り、残りの時間のみで進行する。 

＊座り込みやチーム旗や用具を地面に置いたまま待機する演出。 

 

◇ 商店街アーケード内では安全確保のため、旗・小旗・フラッグなど大きく横の動きがあるものの持込・パフォーマンスは 

禁止にしております。当日、危ういと判断した場合は、実行委員より注意をさせて頂きます。 

 

◇ 掃除の必要を伴う散布や花吹雪などは禁止します。 

 

◇  一般通行人の妨げにならないように配慮をお願いします。特に、パレードに帯同される保護者・付き添い（特にチーム

T シャツを着ている）方は、チームの一員であり一般の観客とは異なります。行動･言動等には十分注意いただくよう、チ

ーム内での周知をお願いします。 
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大旗・フラフパフォーマンスについて 

大旗・フラフに関する注意点をよくお読み下さい。チーム代表、旗士はもとより、チームメンバー皆様にも周知して頂き、 

「安全第一」をモットーによりよいパフォーマンスをして頂けますよう、ご協力お願いいたします。 

 

○   移動は必ず２名以上で持ち運びし、両端をしっかり持ち、周辺の人や物、電線などに接触することのないよう 

注意して行ってください。 

 

○  演舞中においても、観客や周辺物との接触に十分注意を払ったパフォーマンスにご協力ください。特に、観客と 

接触の可能性のある低い位置での大旗・フラフパフォーマンスは控えるようにしてください。 

 

○  大旗・フラフ等の竿の亀裂、紐の結び方、テーピング等によるつなぎ目の固定など、事前チェックは確実にお願いします 

 

○  旗の仮置きは、人の往来の有無等、安全を確認し、各チームメンバー監視のもとで保管して下さい。公園内また、 

仮置きにおけるトラブルにもご注意お願いします。 

 

○  水分を含んだ旗は素材に関わらず重くなり、竿・ポールが折れる、水分を撒き散らすなど周囲への影響が考えられる 

雨天の場合や、強風、突風、雷鳴、警報発令時ほか、大旗・フラフのパフォーマンスの安全確保が保障されない状況

の場合、実行委員会より実施の可否の案内をいたしますので、指示に従ってください。 

 

○  万一、事故が発生した場合は、当該チームの責任となります。 

 

○  出来るだけチーム代表、旗士同士でコミュニケーションを図って頂き、皆さまが気持ちよくパフォーマンスできる環境を、 

皆さま自身で作って頂けますよう、ご協力お願いいたします。  

 

上記のルールに従って、大旗・フラフ共演タイムを今年も実施いたします。 

参加ご希望チ－ムは、申込用紙の全項目に必要事項を記入の上、実行委員会までご提出下さい。 
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地方車作成の手引き 

 

1. 地方車は 2 トン車までとなります。 

 

2. 地方車を製作する場合、制限外積載にご注意ください。また装飾物が車体の長さ 1 割、車体幅、高さが地上か

ら 3.8ｍ（軽トラックの場合は 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。 

 

3. 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にて一括で許可申請を行いますので、チー

ムでの申請の必要はありません。 

 

4. 消火器の配備をお願いします。 

 

5. 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。その際は持込み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提供チームにお支払いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



前日祭開催概要 

ひめじ良さ恋まつりの前日祭は、姫路市商店街連合会主催により開催されています。 

よさこいチームが「楽しむ、楽しんでもらう」ことを主旨に、翌日の本祭を市民に PR します。みゆき通り商店街ボンマルシェ前に

おいて審査が行われ、姫路市商店街連合会賞が選ばれます。同賞の発表は、本祭審査時に行われます。（前日祭では大手

前公園ステージでの審査はありません） 

 スケジュールの関係上、申し込み多数の場合は抽選になりますのでご了承ください。前日祭の演舞順はチーム説明会・抽選会

の時に行います。エンディングは総踊りを行います。 

 

【開催日時】   

２０１９年 5 月 1１日（土）    １６：００～１９：００予定 （雨天決行） 

 

【開催場所】  

みゆき通り商店街ボンマルシェ前、西二階町商店街、大手前公園ステージ（昨年実績） 

 ＊第２０回の場所は パレード形式で検討中です。 

  

◇ 大手前公園ステージの進行はお城まつりステージの進行により変動する可能性があります。ご了承ください。  

  

◇ ひめじ良さ恋まつりとして、お城まつりパレードにも参加し、翌日の本祭 PR とよさこいの活気を観客に周知します。 

出場時間・集合場所は、参加ご希望チーム・メンバーに後日連絡いたします。 

 

詳しくは事務局（079-286-8988）までお問い合わせください。 

           

（昨年開催の様子） 
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お問い合わせ 

ひめじ良さ恋まつり実行委員会 

〒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 

E-mail    hym4183＠gmail.com 

    

URL       http://himeyosa4183.com 

    

Facebook  http://facebook.com/himejiyosakoi/ 

    

Instagram https://www.instagram.com/himejiyosakoimatsuri/ 

     

 



連絡先
　

この資料に関する 電話番号
問い合わせ先

FAX

携帯電話

携帯電話

参加人数

審　　査

参加履歴

お城まつり
パレード(5/11)

※ 合同で総踊りを踊ります。

前日祭(5/11) ※ 市商連賞の対象になります。

旗・
フラフタイム参加

※ 1チーム2本までとなります。

第２０回ひめじ良さ恋まつり

◆◆◆　参　加　申　込　書　◆◆◆

◆◆◆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

大人　　　　　人　　　中学生以下　　　　人

メール

メール
　　　　　＠

　　　　　＠

〒　　　　－

氏名

フリガナ

【別紙①】

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。

本　祭

祭り当日の
緊急連絡先

　　　　　　人　

担当者名

フリガナ

チーム名

代表者名

フリガナ

(★まつり当日の緊急連絡はメールでさせて頂きます。「hym4183＠gmail.com」のアドレスをご登録
頂き、パソコンからのメールが届くアドレスを必ず記入して下さい。）

※申込書は、郵送・FAX・メールいずれでも受け付けます。

　□　参加する　(             本）　　　□　参加しない

　　□　審査あり　　　　　　　　□　審査なし

　　□　出場する　　　　　　　　□　出場しない

　　□　地方車持ち込む　　　　　□　地方車レンタルする

　□　参加する　　　　　　□　参加しない

　□　参加する　　　　　　□　参加しない

パレード

　□　過去に参加したことがある（今回　　　　回目）　　□　参加したことはない

住所

(★申込受付が完了しましたらメールで連絡させて頂きます。「hym4183＠gmail.com」のアドレスを
ご登録頂き、パソコンからのメールが届くアドレスを必ず記入して下さい。）

　　年　　　月　　　日  
フリガナ

締切日/２０１９年２月２８日（木）必着



県 市　

ひめじ良さ恋まつり実行委員会　hym4183＠gmail.com

写真を送信される場合は「JPEG」でお願いします。

※100字まででお願いします。

【別紙②】

フリガナ

フリガナ

第２０回ひめじ良さ恋まつり

◆◆◆　チームプロフィール　◆◆◆

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。

〒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）

ひめじ良さ恋まつり実行委員会事務局

＜郵送の場合＞

活動地域

＜メールの場合＞

★パンフレットに掲載するチームの写真と合わせてご提出ください。郵送もしくはメールでお願いします。

チーム名

演舞曲名

＜パンフレットコメント＞

締切日/２０１９年２月２８日（木）必着



連絡先

（緊急連絡先）

◆◆◆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

第２０回ひめじ良さ恋まつり

簡単なコメント

※フラフ・大旗1本に付き1枚記入お願いします。2本の場合はコピーして使用してください。

名前
（フルネーム）

チーム名

竿の種類

【別紙③】

フリガナ

フリガナ

大旗・フラフについて

旗の素材

竿の長さ

ぜひ、奮ってご参加ください。お申し込みをお待ちしております。

◆◆◆　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です。

今年も大旗・フラフタイムを設けたいと思っております。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、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。

フリガナ

補助者名前
（フルネーム）

TEL

メール

締切日/２０１９年２月２８日（木）必着



人 県 市

＊演舞前に紹介します

２．テーマ

３．使用曲 ※メインステージで使用する曲名を改めてお知らせください

４．マイク必要本数

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 ※必要な項目に○をして下さい。

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）

　曲出しのﾀｲﾐﾝｸﾞ 〔 〕

　ｂ．パレード用

〔 〕 マイク必要本数（2本まで） 本

参加人数 活動拠点

１．紹介してほしいこと・メッセージ

チーム名
(正式名)

フリガナ

【別紙④】
第２０回ひめじ良さ恋まつり

　　　　　　　　　　

◆◆◆　当　日　用 　チ ー ム 資 料　◆◆◆

 パレード除く全ステージ

２

　　分　　秒

マイク必要本数（2本まで）

フリガナ

曲出しのﾀｲﾐﾝｸﾞ

〒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

◆◆◆ひめじ良さ恋まつり実行委員会事務局◆◆◆

地方車荷台に乗る 乗る（あおり・カメラマンを含め２人まで）　・　乗らない

締切日/２０１９年４月１４日（日）必着
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