
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催概要 

・ 

参加チーム募集要項 

 

 

 

わっしょい百万夏まつり振興会 

 

 

２２００１１７７

 



 

- 1 - 

 わっしょいＹＯＳＡＫＯＩ北九州 ２０１７ 

開催概要 
 

 

■ごあいさつ 

おかげさまで、「わっしょい百万夏まつり」は、今年 30 回を迎えます。 

また、「わっしょい YOSAKOI 北九州」は、今年 15 回目を迎えます。 

これからも、まつりを通して北九州市民相互の活発な交流の場が生まれ、 

また、北九州市民と全国各地の皆様の交流が広がり、 

北九州市の素晴らしさを、たくさん発信できればと思っています。 

おもてなしの心で 

みなさんをお迎えいたします。 

 

 

■日  時   ２０１７年８月５日（土） ＊雨天決行 

   

■主  催   わっしょい百万夏まつり振興会 

 

■会  場   勝山公園大芝生広場会場（北九州市役所南側） 他 

 

■参加予定  ◇わっしょい YOSAKOI 北九州 2017 

６０チーム １，０００人（予定） 

       ◇YOSAKOI-11(イレブン) 

         わっしょいYOSAKOI北九州の参加団体の中から限定10チーム（予定） 

 

■参加特典   参加者全員に１５回記念 T シャツをプレゼントします。 

 

 

■お問合せ   わっしょい百万夏まつり振興会事務局 

          〒802-0082  

北九州市小倉北区古船場町 1-35 北九州市立商工貿易会館 7F 

          TEL 093-541-5472 FAX 093-551-5438 

E-mail:yosakoi@wasshoi.info URL：http://www.wasshoi.info/ 
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わっしょいＹＯＳＡＫＯＩ北九州2017 

参加チーム募集要項 
 

（1）まつり日程 

・２０１７年８月５日（土）  ＊雨天決行 

 

（2）参加条件 

  ・ヨサコイを踊ってみたい人、楽しみたい人。 

・原則として鳴子を持って踊ること。 

・楽曲・踊りの中にチームの特性や地域性を表現し、演舞時間が口上を含めて 5 分以内

であること。 

・チーム編成（人数）は、上限は設定しないが、各会場の条件（広さ・形状等）に合わせ

て演舞すること。 

・楽曲は、オリジナル制作曲、既成曲、「わっしょい YOSAKOI 北九州オリジナル曲」のい

ずれかを使用すること。 

・楽曲に関して、市販されている既成の音楽を使用する場合は、著作権上の使用手続きを

各チームで責任を持って済ませた上で参加すること。（＊著作権上の問題が発生した場

合、わっしょい百万夏まつり振興会は一切責任を負いません。） 

  ＊わっしょい YOSAKOI 北九州オリジナル曲「わっしょい YOSAKOI 北九州」「飛翔」、『子

どもヨサコイ』オリジナル曲「CHIKARA」の使用については、振興会事務局までお問い

合わせください。原則、自由に使用できます。 

  ＊北九州 YOSAKOI 連絡協議会加盟チームは、当日のチームアテンド及び運営サポーター

のご協力をお願いします。 

 

（3）募集締切  ６月９日（金）  

 

（4）参加申し込み方法 

・ 所定の参加申込書に必要事項をご記入の上、チーム写真 1 枚を添えて、振興会事務局

まで提出してください。 

  ・参加申込書は、「わっしょい百万夏まつり」ホームページからもダウンロードして使用

できます。提出は、持参、郵送、FAX、メールでお願いします。 

・申込み多数の場合、募集期間中でも受付を終了する場合がありますので、予めご了承く

ださい。 

・未成年者の方は保護者の承諾をもらった上で参加してください。 
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（5）参加料について 

・参加料は、大人１,０００円、子供（中学生以下）５００円 です。 

正式参加人数を集計して、６月３０日（金）までに指定口座に「申込みチーム名」で 

まとめてお振込みください。＊振込手数料はご負担ください。 

 

 

 

 

 

・参加料には弁当代や当日の会場移動費、保険代は含まれておりません。 

・ 参加料は踊り子・煽り・旗等を構成するメンバー全ての人が必要です。 

 （チーム支援スタッフは必要ありません。） 

・参加料振込後、チームの都合で参加できなくなった場合でも、参加料の返金はいたしま

せん。 

・参加人数が申し込み時より増えた場合は、差額をまつり当日の受付時に徴収させていた

だきます。申し込み時より人数が減った場合、差額の返金はいたしません。 

 

（6）チーム写真について 

・まつりパンフレット掲載用に、チームの写真（集合写真もしくは踊ってる写真）を参

加申込書に添えて提出してください。（６月９日必着） 

  ・写真の裏面にはチーム名を記載してください。 

・CD-ROM や E-mail での画像データでも受付けます。その場合は本体及びケースに必ず

チーム名を記載してください。 

・画像データを振興会事務局宛に添付メールで送信する場合は、予め振興会事務局までご

連絡ください。 

 

（7）ケガ・保険等について 

・ケガなどに対する保険については義務づけておりませんが、必要に応じて各自で加入

されることをお勧め致します。万が一のケガや病気に備え、健康保険証、保険加入証書

や応急救護セットの携帯をお勧めします。 

 

（8）使用楽曲について  

  ・事前に再生のチェックを行いますので、演舞で使用する楽曲の MD 又は CD を３本、６

月３０日（金）までに送付してください。一枚の MD/CD に演舞曲１曲のみ録音してく

ださい。 

・MD は SP モードで録音してください。SP モード以外で再生に不具合があった場合、 

当振興会は一切責任を負いません。 

【振込先】 

西日本シティ銀行 北九州営業部 普通口座 １９４２１６０ 

 (名義)わっしょい百万夏まつり振興会  

事務局長   永田 康浩 (ナガタ ヤスヒロ) 
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・ MD/CD 本体及びケースに必ずチーム名・曲名を明記してください。 

・ まつり当日、予備の MD/CD を１枚持参いただきますよう、お願いいたします。 

・ MD/CD は、各会場で演舞終了後に忘れずに受け取ってください。忘れた場合は、返却

いたしません。実費での返却を希望の場合は、振興会事務局までご連絡ください。 

＊使用楽曲の著作権等の申請や許諾はチームが責任をもって処理してください。  

   当振興会は一切責任を負いません。 

 

    ＜お問い合わせ先＞ 

   一般社団法人 日本音楽著作権協会 九州支部 

       〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-1-1 福岡朝日ビル 

           TEL：092-441-2285 / FAX：092-441-4218 

 

（9）連絡方法について 

・参加申し込み後からまつり当日までの連絡は、各チームの担当者または当日責任者の 

E−mail（添付書類のある場合）、電話（連絡先）、携帯メール等にて情報交換を行います。 

また、まつり当日の進行その他の連絡は、全て当日責任者の携帯電話または携帯メール

で行いますので、各チームとも、担当者・当日責任者の連絡先、携帯メールアドレスと

E-mail アドレスを、必ず参加申込書に記入してください。 

 

（10）変更等について 

  ・演舞会場、時間、出演順、内容など、当振興会の判断で予告なしに変更する場合があり

ますので、予めご了承ください。 

 

（11）バス駐車場の利用について 

  ・バス専用の駐車場を主催者側にて準備いたしますので、ご利用を希望するチームは、参

加申込書にて申し込んでください。尚、駐車スペースには限りがありますので、満車の

場合は利用できない場合があります。予めご了承ください。 

 

（12）その他交通機関 

  ・マイカー・乗用車でお越しの方は有料駐車場をご利用ください。当日は混雑が予想され

ますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 

 

（13）弁当・宿泊について 

・弁当、宿泊の必要なチームは、各チームにて手配して頂きますよう、お願いします。 

・弁当のごみは各チームにてお持ち帰り頂くか、業者に回収して頂きますよう、お願いし

ます。 
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（14）注意事項 

 まつり開催にあたり皆様のご協力を頂きますようにお願い申し上げます。 

  ＜まつり当日までの注意事項＞ 

・踊り子の体調・安全は、練習・本番を通じて充分注意を払ってください。 

・本番までの練習場所については各チームで確保してください。特に夜間の練習は、時

間を考え近隣住民の迷惑にならないように心がけてください。 

＜まつり当日の注意事項＞ 

・演舞は各会場、定められた場所で行ってください。 

    ・まつり期間中の移動・休憩・待機は、一般の方に迷惑がかからないように心がけてく

ださい。 

・会場間の移動の際は、必ず衣装もしくは T シャツなど衣類を着用してください。上

半身裸等での移動が発覚しますと、警察署よりまつりの中止命令が発せられてしまい

ますので、ご協力をお願い致します。 

・アルコール類の飲酒については、祭り終了まで出来るだけ控えてください。 

・喫煙は定められた場所で行ってください。歩行中の喫煙は厳禁です。 

・未成年者の喫煙・飲酒は絶対にさせないように、細心の注意を払ってください。 

・その他、まつりの開催に支障をきたす事項が発生した場合、参加を中止させて頂きま

すのでご注意願います。 

・各チームには主催者よりアテンドがつきますので、アテンドの指示に従って行動して

ください。 

    ・まつりの各会場は、市民ボランティアスタッフや（一社）北九州青年会議所及び北九

州 YOSAKOI 連絡協議会により運営しております。まつり参加中、各会場及び移動中

は、スタッフの指示に従って行動してください。 

・貴重品などの所持品の管理は、各自で責任持って保管・管理してください。 

   ・ゴミ・廃棄物は、各自・各チームの責任で必ずお持ち帰りください。 

   ・飲酒運転は絶対にしないでください。 

 

（15）肖像権・著作権及び個人情報の取り扱いについて 

・わっしょい百万夏まつり振興会がまつりの普及・振興の為に使用する場合においての肖

像権・著作権等は、わっしょい百万夏まつり振興会に帰属します。 

  ・参加申込みの際に頂いたみなさんの個人情報については、適切な保護と利用に徹底し  

   て取り組んで参りますので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

（16）審査について 

  ・以下の５項目(各 10 点の 50 点満点)について審査し、８チームが決勝に進出します。 

   決勝演舞進出チームの中から感動大賞(１位)、準大賞(２位)以下各賞を決定します。 

■ チームワーク（踊り子全員の演舞が揃っているか） 

■ 構成（踊り全体の構成のアイデア、ストーリー性、創意工夫の程度） 

■ ファッション（衣装・化粧・小物のファッション性および音楽との整合性） 
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■ 表現力（表情、笑顔や掛け声・勢いから感じる印象度） 

■ 感動（演舞がどのくらい心を打ったか） 

   ※審査は(2)の参加条件を満たした上で、希望するチームを対象に行います。 

    審査を希望しない場合は申込書【審査について】欄の「審査を希望しない」にチェッ

クを入れてください。 

      ※参加チーム数や審査ブロックの設定により決勝演舞のチーム数が増減することがあ

ります。 

 

（17）オリジナル企画：YOSAKOI-11(イレブン)  

     ・11 人限定で演舞を競う、わっしょい YOSAKOI 北九州オリジナルの企画です。 

■ル ー ル：①踊り子１０人、煽り１名の１１名で参加してください。 

②旗は会場の都合で使用できません。 

③４分３０秒以内の楽曲を使用してください。 

■会  場：ＪＲ小倉駅３Ｆ ＪＡＭ広場（改札前広場） 

    ■注 意 点：わっしょい YOSAKOI 北九州 2017 に参加表明をしているチームに限りま

す。YOSAKOI-11 のみの参加はできません。また、YOSAKOI-11 に参加

することで、追加の参加費が発生することはありません。 

    ■申 込 み：参加希望する場合は、わっしょい YOSAKOI 北九州 2017 申込書の

「YOSAKOI-11」の項目で「参加を希望する」をチェックしてください。 

 

（18）提出書類一覧・提出期限 

１ 参加申込書 提出 ６月９日（金） 

参加申込締切日まで ２ パンフレット掲載用写真 提出 

３ 参加料 振込 
６月３０日（金） 

４ 使用楽曲 CＤ又は MD（３枚） 提出 

      ※パンフレット掲載用の写真やＰＲ原稿（参加申込書内）が期限までに提出されな

い場合、当日パンフレットに掲載されませんので、あらかじめご了承ください。 

 

（19）お申込み・お問合せ 

わっしょい百万夏まつり振興会事務局 

〒802-0082 北九州市小倉北区古船場町 1-35 商工貿易会館７Ｆ 

TEL．093−541−5472 ／ FAX．093-551-5438 

E-mail:yosakoi@wasshoi.info  URL：http://www.wasshoi.info/ 


