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参 加 要 項
平成 29 年 9 月 3 日（日）
都立木場公園（東京都江東区）
大江戸ソーラン祭り実行委員会
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１．開催概要
正式名称
開 催 日

ザ・よさこい！大江戸ソーラン祭り 2017
平成 29 年 9 月 3 日（日曜日）
雨天決行（台風など荒天候時は中止となる場合があります。）

開催場所

都立木場公園（東京都江東区）

主 催

大江戸ソーラン祭り実行委員会

後 援

こころの東京革命協会、江東区
江東区教育委員会、江東区社会福祉協議会
深川警察署、深川消防署

協 力

NPO 法人 伊豆大島観光再生プロジェクト
宮本毅＆さぁさみんなでどっこいしょ、 その他協賛各社

出場チーム数 45 チーム（予定）
演舞会場

公園内 3 か所
東京メトロ 東西線「木場（T13）」下車徒歩 5 分

最寄り駅

都営地下鉄 大江戸線「清澄白川（E14）」 下車 徒歩 15 分
都営地下鉄 新宿線「菊川（S12）」下車 徒歩 15 分

2．会場について
下記をご参照下さい。また第２ステージと第３ステージの移動は３分程度ですがメインステー
ジは木場公園大橋を渡り１０分程度時間を要しますので、演舞時間には送れないようにご注
意下さい。
メインステージ

第２ステージ

更衣室

駐車場

ミドリアム
は使用でき
ません。

第３ステージ
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3．当日の流れ
来場について
・来場につきましては、なるべく公共交通機関をお使い下さいますようお願いします。
・車でお越しのチームにつきましては、園内南地区の第一有料駐車場（大型バスは 2 時間ま
で 2,000 円、以降 30 分毎に 500 円・普通車 1 時間 300 円、以降 30 分毎に 100 円）をご利用
下さい。
・大型バスをご利用の場合は当日午前 9 時に電話を入れてから入庫してください。
（第一有料駐車場：03-3820-3526）
・管理事務所の隣の駐車場は使用できません。尚、主催者側で駐車場の斡旋などは
おこなっておりませんので各チームで駐車場を確保下さいますようお願いします。
・木場公園周辺にもコインパーキングがありますので、ご活用下さい。
（ネットで“コインパーキング 木場公園”で検索をすると複数件見つかります。）

更衣室及び施設使用について
・更衣室は木場公園内にある多目的広場に男性・女性用各１つずつテントを設営します。
全チームが使用しますので譲り合ってご利用下さい。（当日 7:00 にはテント完了）
・テントに貴重品は置かないで下さい。
万が一、紛失盗難の際は主催者側では一切責任を負いません。
・更衣室内でのヘアスプレーなどの使用は他の方のご迷惑となりますので厳禁とします。
・更衣室内での飲食は禁止です。
・更衣室内で出たゴミは必ずお持ち帰り下さい。
・更衣室利用時間は午後 5 時までとなります。
・自分達の控え場所はシート等を利用して、公園の木々を傷めないような日影の場所で、
荷物は各チームでまとめて置いて下さい。
・一般のお客様もおられますのでマナーを守るようお願いします。

開会式前
・開会式の参加人数は各チーム 15 名までの参加とします。
・開会式の前にチーム紹介をします。（９時 50 分から）
・旗手を含めて 5 名以内の参加とします。
・本部にてチーム受付後、プログラムの演舞順にメインステージ階段横の待機所にチーム旗、プラ
カードを持って９時 35 分までに集合して下さい。（時間厳守）
・チーム紹介後、旗手はステージに残り、誘導に従い後ろで整列します。
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・プラカードを持ったメンバーは各自のチーム前に整列します。
・雨天の場合はチーム紹介を省く場合もありますので、中止の時は連絡係へ電話を入れます。
・諸事情により、チーム紹介、開会式に参加出来ない場合は事前に事務局へご連絡下さい。

●チーム紹介の主な流れ（開会式はメイン会場で行います。）
スタッフが誘導します。

ス

③ 旗手は檀上

ス

ステージ下段
ステージ上段

に残る

上り
階段

② 9:50 分～チーム紹介開始

① 9:35 分にメイ

（旗手を入れて 5 名まで）
下り

ンステージ音
響付近から演

ス

舞順に整列

階段

ステージ下段

ス

音響
先頭

テント
④ 踊り子はステージ下のパレードに参加しない
自チームの位置に並ぶ。

ス
注意）
受付は 9:30 までに済まし、9:35 分までにチーム紹介待機位置（メインステージ音響

下り

テント横がスタート位置）にプラカードを持って整列して下さい。尚、諸事情によりチ

階段

ーム紹介に参加されない場合は事前に連絡をお願いします。

受付

ス

（メイン会場にあります。）
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演舞について
ステージ

メインステージ

第 2 ステージ

第 3 ステージ

集合時間

3 チーム前が演舞しているとき

3 チーム前が演舞している時

マイクの本数

1本

1本

大旗の使用

可

可

ステージサイズ

上段 W18.6mxD6.8m

W30mxD14m

下段 24.0mxD7.0m
（上段の高さは 1m）

●注意事項

・ステージへの入りと出についてはスタッフが誘導いたします。
・自チームの 3 チーム前が演舞をする時間帯には各会場へお越しください。
・1 チームにつき演舞できる曲は 1 曲のみです。（各ステージすべて同じ曲）
・音響に関しましては万全を期しますが、トラブルにより音が途切れたり、音が出ない場合が
あります。予めご了承下さい。
・演舞前には再度音だしのタイミングの確認をお願いします。
・演舞の順番が 1 つ前になりましたら、音響本部テント脇の踊り子待機場所に移動して、演舞
チームに迷惑がかからないように静かにお待ち下さい。（スタッフ誘導有）
・演舞は入退場を含めて 6 分以内となります。
（時間超過の時は審査の減点対象となります。）
・演舞中のステージからの飛び降り、飛び上がりは事故発生の危険がありますので禁止
します。
・雨天時などは床（コンクリート）が濡れて滑りやすくなりますので転倒等にご注意下さい。
・大旗を使用するチームは事故のないよう十分に留意して下さい。
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・既成の楽曲を使用する場合は著作権の取り扱いには各チームで対処して下さい。
著作権上のトラブルにつきましては主催者側では一切責任を負いません。
・万が一の怪我や事故に備えて、各チームで保険にご加入下さい。
・給水はございませんので、各自チームで飲み物をご用意下さい。
・当日の天候により、タイムスケジュールが変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

3．審査について
・鳴子を持って参加をし、礼儀を重んじて演舞することを基本とします。大江戸ソーラン祭り
の調和に反する過度な演出や観客、他チーム、スタッフに迷惑のかかる演舞は審査の
減点とし、次回から当祭りへの参加は不可といたします。
・審査方法は審査希望チーム数によって変更になる場合があります。
・賞は本審査部門で大江戸ソーラン大賞・準大賞・第 3 位・第 4 位・第 5 位、アンダー20 部門
（旗手を含めて 20 名以内のチーム）で金賞・銀賞・銅賞・両方共通の宮本毅賞・
審査委員特別賞となります。エントリールールを参考の上、お申込み下さい。
・アンダー20 部門は旗手を含めて 20 人以内で演舞してください。20 人を超えた場合は
失格となります。
・審査の公正を期すため、説明会の時に抽選で出演順を決めます。
・審査結果は祭り終了後、ホームページにて掲載します。
・審査得点公開希望チームには後日お知らせします。

4．その他注意事項
・ミドリアム内での飲食は厳禁です。(場所は同資料 P2 に記載)
・喫煙は喫煙場所でお願いします。
・とても緑の多い公園です。やぶ蚊対策をお忘れなく！
・熱中症には十分ご注意ください。具合が悪くなった場合はすぐに本部までご連絡下さい。
・ステージの移動は公園内で移動して下さい。葛西橋通りは車の流れが多く危険です。
・チームの撮影などはお客様の迷惑にならないようにお願いします。
三脚を立てる場合は第 2 ステージ（噴水広場）でお願いします。
・ゴミ箱の設置はしませんので、模擬店でのゴミは模擬店へ、それ以外のゴミは持ち帰りを
お願いします。

・大江戸ソーラン祭りは人と自然に優しいイベントを目指しています。
皆様のご協力を心からお願い致します。
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5．申込みについて
分類

参加費用

お振込み期限

一般参加
アンダー20

一律

本審査

10,000 円

お申し込み後 1 週間以内にお振込み下さい。

2017 年初参加チーム
＊尚、ご入金の確認連絡は事務局から致しませんのでご了承願います。
【2017 年初参加チームの皆様】
参加枠には限りがあるため、新規チームに関しては"先着順"ではなく"厳正なる抽選"により決定
します。参加地域や人数、実績などの選考基準は一切ありません。つきましては抽選結果を事務
局より連絡させていただきますのでそれまで参加費のお振込みは行わないで下さい。

参加申し込み受付期間
2017 年 2 月 25 日～4 月末日
振込先

三菱東京 UFJ 銀行 亀戸北口支店（店番 085）
普通口座 1040936
大江戸ソーラン祭り事務局 会計 粕谷勢ニ
オオエドソーランマツリジムキョク カスヤ セイジ
・参加 45 チームを予定しています。申込みは先着順とし、所定のチーム数に達した時点で募
集を締め切らせていただきます。
・HP の専用申込みフォームよりお申し込み下さい。お振込みが確認できた時点で参加確定
となります。
・出場キャンセルの場合でも、一度振込みされた参加登録料は返金されませんのでご注意
下さい。また、振込み名には個人名ではなく、必ずチーム名をご記入下さい。
・参加確定チームには説明会日時の案内・音源提出についてのお知らせをします。
・参加決定後、CD を事務局に発送される際は事前に CD デッキでの再生確認を徹底下さい。
（毎年本番に音響にて再生ができないトラブルが生じています。）
・CD 発送の際は期日厳守の他、必ずチーム名、曲名、曲時間の 3 項目をご記載下さい。
・参加出場について問題が生じた場合には参加をご辞退いただく場合がございますので、
ご了承下さい。

【大江戸ソーラン祭り 2017】 7
2017 年 2 月 24 日作成

