
一般社団法人みちのくＹＯＳＡＫＯＩ協議会
みちのくＹＯＳＡＫＯＩまつり実行委員会

〒980-0802 仙台市青葉区二日町２番１号キムラオフィスビル６階
TEL.022-268-2656／FAX.022-268-2674

Ｅ-mail：d_info@michinoku-yosakoi.net

第25回みちのくＹＯＳＡＫＯＩまつり

≪参加チーム募集要項≫

【開催日時】

2022年10月８日（土）・９日（日）両日11:00～18:00
※会場により開始・終了時間は異なります。

【参加申込締切】
2022年８月20日（土）必着

今回の最大の課題は、「新型コロナウイルス対策」です。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

2022.7.29 公開分



みちのくＹＯＳＡＫＯＩまつり
【３つの理念】

民謡で東北おこし

東北は、民謡の宝庫。民謡によって培われた東
北人のアイデンティティーを、現代にふさわし
い形としてよみがえらせます。「古くて新しい東
北共通のイベント」の創造です。

若者の創造力と独自性で東北おこし

若者たちの参加なくして「まちおこし」は考えら
れません。若者たちの創造力・表現力で流行性
（音楽・衣装・振付等）と伝統性（民謡等）を融
合。地域に対する愛着と誇りを育みます。

百万都市・仙台でふるさとＰＲ

東北の大消費地・仙台のまちを、ふるさと自慢
や観光物産等のＰＲの場として提供。「東北の
仙台」という立位置で、「東北各地域の発展・活
性化のために何ができるのか」を考え続けます。

地域ネットワーク効果
＜人的地域交流の促進＞

経済的効果
＜観光＆物産情報の発信＞

教育的効果
＜表現力・創造力の向上＞

社会教育的効果
＜地域コミュニティの再構築＞

文化振興的効果
＜クリエイターの発掘・育成＞

「東北（みちのく）はひとつ」を合言葉に25年。

「みちのくＹＯＳＡＫＯＩまつり」は、

３つの理念と５つの効果を掲げて1998年に生まれました。

みちのくＹＯＳＡＫＯＩまつり
【５つの効果】

全国各地から集まった踊
り手・旗士たち（チーム）が
一緒に踊ることで、草の根
的な交流が拡がります。

人の魅力は、まちの魅力。
チームの熱意を通して、ふ
るさとの観光＆物産等の
情報を発信します。

次代を担う若者たちの「表
現意欲・創造意欲」を満た
す、とてもクリエイティブな
まつりです。

老若男女を問わず、みん
なで創り上げるまつりです。
世代間の交流・連携が自
然と生まれます。

楽曲も衣装も振付も手づ
くり。「心の時代」に欠かせ
ないクリエイターが育つま
つりです。

３つの理念と５つの効果 ②



会 場 ③

仙台市内（地下鉄南北線沿線） ５会場

■市民広場会場（ステージ踊り）
＜10月８日（土）・９日（日）両日11:00～18:00／ステージサイズ：幅21.6m×奥行12.6ｍ×高さ0.7m＞

■勾当台公園会場（ステージ踊り）
＜10月８日（日）・9日（日）両日11:00～18:00／ステージサイズ：幅22m×奥行11m（※マット敷）＞

■仙台駅前会場（ステージ踊り）
＜10月８日（日）・9日（日）両日11:00～18:00／ステージサイズ：幅22m×奥行11m（※マット敷）＞

■長町会場〔あすと長町杜の広場公園〕（ステージ踊り）
＜10月８日（日）・9日（日）両日11:00～18:00／ステージサイズ：幅30m×奥行20m（※マット敷）＞

■定禅寺通会場（パレード踊り）
＜10月９日（日）11:00～16:30／ステージサイズ：幅約6.5ｍ×長さ約240ｍ＞

※2022年７月１日時点での予定です。
「会場」「ステージサイズ」「演舞スタイル」「開始・終了時間」等は、変わる場合があります。
詳細が決まり次第、公式ホームページに掲載します。あらかじめご了承ください。



参加要件 ④

参加要件は、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チームについても、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。

■本祭の理念にご賛同ください。

■演舞ルールをお守りください。

■ＴＶ放映など「肖像権の使用」をご了承く
ださい。エントリー時点でチームの参加
者全員が同意したものとみなしますが、
「肖像権使用同意書」を提出していただ
きます。

■公共のマナーをお守りください。

■本祭当日に発生したトラブルについての
責任は一切負いかねます。各チームで
「傷害保険」等への加入をお勧めします。

【新型コロナウイルス感染症に関する参加要件】

■新型コロナウイルスワクチンを接種していること。
◎18歳以上の方は、３回。
◎３回目接種から５カ月以上経過した60歳以上の方、18歳
以上の基礎疾患のある方は、４回目を受けてください。

■健康チェックシート
本祭に出演する10日前から「健康チェックシート」に健康状況
を記載していただきます。
チームの代表の方は「健康チェックシート」全員分を取りまとめ、
出演当日にご提出をお願いします。ただし、当日、「37.5℃以
上の発熱」「咳」「息苦しさ」「倦怠感」等の症状がある方は出演
できません。

■本祭期間中は、演舞時を含め「不織布マスク着用」を必須と
し、煽り・声出しはＯＫとします。「フェイスシールド」「マウス
フィールド」は不可とします。

■「貸切バスの乗車」「着替え」「飲食」等、一つ一つの行動を見
直し、チーム内でも充分な対策をとってください。また、各チー
ムで「検温器」「消毒用備品」を携帯するようにしてください。

ご不明な点がございましたら、
事務局（TEL.022-268-2656）までお問合わせください。

新型コロナウイルス感染症対策については、東北医科薬科大学大学院研究科臨床感染症学教室・藤村 茂教授の監修を受けております。
「新型コロナウイルス安全対策実施計画書」を作成し、万全の対策を講じて臨みますが、すべての参加者個々人も対策を確実に実行してください。



演舞のルール ⑤

■演舞では「鳴子」を奏でて踊ってください。
鳴子あっての「ＹＯＳＡＫＯＩ踊り」です。鳴子の刻む
リズムが踊り手だけでなく、観客の心をも煽るので
す。手踊りや小道具等の使用は「部分的な演出」と
してのみ認めます。

■楽曲に「民謡」の一部を組み入れてください。
◎東北の民謡、または各チームのふるさとの民謡・
音頭を必ず楽曲に組み入れてください。

◎今回に限り、本祭の「総踊り曲」、または各チーム
の地元で開催のＹＯＳＡＫＯＩまつりの「総踊り曲」
を使用しての参加を認めます。
＜本祭の対象「総踊り曲」＞
①みちのくＹＯＳＡＫＯＩ踊り
②みちのくキッズＹＯＳＡＫＯＩ
③乱舞
④楽天イーグルス GO!ＧＯ!ＧＯ!ＧＯ!
⑤踊るＹＯＳＡＫＯＩ愛日本
※ご希望の場合は、「みちのくＹＯＳＡＫＯＩまつり
実行委員会事務局（TEL.022-268-2656）ま
でお問い合わせください。

◎著作権の使用手続きが必要な楽曲については、
各チームの責任で手続きを行ってください。

■演舞時間は、「４分30秒以内」とします。
演舞時間は、「会場司会による合図→演舞→演舞
終了→礼」までの時間とします。ステージ入場が演
舞構成の一部である場合は、これも演舞時間に含
みます。
※板付きなどの準備の時間は、演舞時間に含みま
せん。

■参加人数は、１チーム「50人以下」とします。
◎新型コロナウイルス感染症対策として、「１チーム
50人以下」とさせていただきます。

◎口上役や旗士（旗振り役）・踊り手等、ステージに
登壇する人すべてを含みます。

※定禅寺通会場の「パレード踊り」の場合、「51人
以上」のチームでも参加可能とします。ただし、こ
の場合、「１チーム86ｍを４分30秒でパレードし、
３回演舞する」ところを、踊り手同士の間隔を十分
にとって１回あるいは２回演舞するなどの工夫が
必要になります。お問い合わせください。

※長町会場〔あすと長町杜の広場公園〕の場合、
「51人以上」のチームでも参加可能とします。ス
テージサイズの基本は「幅30ｍ×奥行20ｍ」です
が、人数に合わせて広くとって踊っていただきま
す。お問い合わせください。

※10人未満の場合は、お問い合わせください。



演舞スケジュール ⑥

■演舞スケジュール（演舞会場・演舞時間等）は、実行委員会で作成します。

■演舞回数の目安は、「１日４回」とします。

以下の項目に該当するチームは、エントリー時に「備考欄」へご記入ください。

①演舞時間を減らしたいチーム
※ご希望回数を明記してください。

②演舞時間のインターバルが短縮しても、演舞回数を増やしたいチーム
※ご希望回数を明記してください。

③交通等の事情により、参加時間が制限されるチーム
※参加可能時間を明記してください。

演舞回数は、あくまでも目安です。
参加チーム数によって増減する場合があります。あらかじめご了承ください。



エントリー方法／提出物／提出方法 ⑦

公式ホームページから「エントリー」をしてください。

提出物＜提出期限＞ 提出方法

①肖像権使用同意書＜８月20日（土）必着＞

②チーム写真＜８月20日（土）必着＞

③音源＜８月20日（土）必着＞
「チーム番号」「チーム名」「楽曲の長さ」「使用してい
る民謡名」「民謡が入っている部分の時間帯」がわ
かる書類を添付して提出してください。
本祭当日には、万が一のために予備音源をご持参
ください。

④健康チェックシート
「新型コロナウイルス感染症に関する参加要件」の
ひとつである「健康チェックシート」を参加当日、最
初に出演する会場の受付にチーム参加者分をまと
めて提出してください。

■「肖像権使用同意書」は、必ず「郵送」し
てください。「FAX」での送付はご遠慮く
ださい。

■「チーム写真」「音源」は、「郵送」か「メー
ル」のいずれかの方法でご提出ください。



運営協力金 ⑧

「みちのくＹＯＳＡＫＯＩまつり」は、
東北・仙台を愛する市民で構成する実行委員会によって企画・運営されている非営利活動です。

そのため、
参加チームのみなさまから「運営協力金」をいただいております。

金額は「チーム区分」「参加人数」によって異なります。
「運営協力金」をご確認のうえ、期日までにお支払いください。

金 額 入金方法

■一般チーム：１人2,000円
※チームの人数（踊り手・旗士等）をご入金ください。

■企業チーム：100,000円

■ジュニアチーム：15,000円
※中学生以下の人数が70％以上を占めるチーム

■パレード参加：15,000円
※参加費とは別料金です。

※パレードのみに参加するチームは、チームの人数
分の運営協力金とパレード参加費を合わせてご入
金ください。

下記の「ゆうちょ銀行」の口座へご入金ください。
■口座記号：０２２４０－７
■口座番号：１１４３０６
■加入者名：一般社団法人

みちのくＹＯＳＡＫＯＩ協議会
■記入内容：「通信欄」に以下の内容をご記入ください。

①チーム番号 ②チーム名（正式名称／
フリガナ） ③代表者名 ④代表者電話番
号 ⑤金額／参加人数

＜入金締切日：８月20日（土）＞

※振込手数料は、チーム負担とさせていただきます。
あらかじめご了承ください。

ご注意
◎チームの都合による「キャンセル」「人数減」の場合、「運営協力金」の返金はいたしかねます。
◎「人数増」の場合は、追加金をいただきます。必ず「事務局（TEL.022-268-2656」までご連絡ください。



コンテスト／パレード ⑨

コンテスト パレード

■

■

■

■

■

■

開催日時

会 場

参加要件

ル ー ル

定 員

申込方法

：2022年10月９日（日）11:00～16:30

：定禅寺通北側車線（３車線）
＜幅約6.5m×長さ約240m＞

：◎10人以上（踊り手・旗士等）のチーム
◎前進しながら演舞できるチーム

：◎「合計３回（約80ｍずつ）連続演舞」が
基本ですが、人数によって１回でも２回
でも構いません。コロナ対策のため密
にならないように工夫してください。

◎スタートラインは踊り手の最後尾の立
ち位置となりますので、ご注意ください。

◎先導する地方車の速度は、時速２～３
㎞程度です。停止はいたしません。

：◎50チーム
※参加ご希望チームが多数の場合、抽

選にて決定いたします。

：◎エントリーの際にお申込みください。

※ルールに関しては、さらに詳細が決まり次第、公式
ホームページに掲載します。

参加チームの「モチベーション向上」と「ＹＯＳＡ
ＫＯＩ踊りの技術向上」を目的として開催します。

■

■

■

参加要件

部 門

申込方法

：◎10人以上50人以下（踊り手・旗士等）
のチーム

◎10月８日（土）・９日（日）の両日参加
できるチーム

：「一般チーム」のみとします。

：◎エントリーの際にお申込みください。

※コンテストは、「ステージ踊り」を対象とします。

※「会場」「開催時間」「賞の種類」「審査方法・基準」
「ルール」等、詳細が決まり次第、公式ホームページに
掲載します。



お願いとご注意 ⑩

【お問い合わせ方法】
■事務局へのお問い合わせは、「公式ホームページ

（メール）」か「電話」のいずれかでお願いします。

【運営協力金について】
■チームの都合による「キャンセル」「人数減」の場合、

運営協力金の返却はいたしかねます。
■悪天候や新型コロナウイルス感染症の拡大など不可

抗力により本祭が中止になった場合でも、運営協力
金の返金はいたしかねます。

【雨天時について】
■本祭は、原則として「雨天決行」です。

天候悪化等の不可抗力が生じた場合には、演舞スケ
ジュール等を予告なしに変更することがあります。

【交通手段について】
■参加チーム用の「大型バス駐車場」をご用意する予

定です。詳細は決まり次第、お知らせします。
■会場間の移動には、「仙台市営地下鉄南北線」が便

利です。
◎仙台市営地下鉄 １日乗車券（土・日・休日）

大人：620円／子ども：310円
※事前購入や一括購入をご希望の場合は、各駅の
対応しています。

【更衣室】
■当日の更衣室として下記の施設をお借りする予定です。

◎キムラオフィスビル４階会議室（仙台市青葉区二日
町２番１号／最寄り駅：仙台市営地下鉄南北線「勾
当台公園」駅 北出口１ 徒歩３分）

◎STANDARD会議室仙台勾当台店（仙台市青葉
区一番町４-７-17 SS.仙台ビル５階／最寄り駅：仙
台市営地下鉄南北線「勾当台公園」駅 南３出口
徒歩０分）

※着替えのみとし、手荷物等の保管はできません。

【その他】
■緊急事態が発生した場合には、必ず主催者（実行委

員等）の指示に従って行動してください。
■事故・危険物・不審者等を見かけたら、最寄りの実

行委員・スタッフにお知らせください。
■各会場では、必ず会場担当スタッフの指示に従って

ください。従われない場合は、「演舞中止」を申し渡す
ことがあります。来年以降の参加を認めない可能性
もありますので、ご注意ください。

【ボランティア（無償）ご協力のお願い】
■本祭は、「当日ボランティアスタッフ」がいなければ成

り立ちません。ご紹介の程よろしくお願いいたします。
◎昼食及びオリジナルウィンドブレーカーを差し上げ

ます。＜９月22日（木）まで募集中！＞



お問い合わせ先 ⑪

一般社団法人 みちのくＹＯＳＡＫＯＩ協議会
みちのくＹＯＳＡＫＯＩまつり実行委員会

≪事務局≫

■

■

■

■

■

■

所 在 地

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

Ｅ - m a i l

提 出 専 用

公式ホームページ

Ｔｗｉｔｔｅｒ＠michiyosa インスタグラム

：〒980-0802 仙台市青葉区二日町２番１号キムラオフィスビル６階

：022-268-2656

：022-268-2674

：d_info@michinoku-yosakoi.net

：team@michinoku-yosakoi.net

：http://michinoku-yosakoi.net/


