
第24回みちのくYOSAKOIまつり チーム募集要項

第24回みちのくYOSAKOIまつりテーマ＆スローガン

“紡ぐ”未来につなぐ 舞と想い

県内チームの皆様へ

みちのくYOSAKOIまつりは2年に渡り開催中止
＊（第22回台風のため）＊（第23回新型コロナのため）

当まつりは想定されるコロナ感染状況に沿って開催内容を考え、
今年10年目になる東日本大震災からの復興を祈り、

未来につなぐ舞と想いを伝えていきたいと思っております。
参加チームの皆様、来場者の皆様にとって安全安心な開催を考えております。
ホスト県である宮城県チームの皆様、ご協力よろしくお願いいたします。

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

≪第24回みちのくYOSAKOIまつり参加チーム募集要項≫

【開 催 日】 2021年10月10日(日)

【参加申込】 2021年8月10日(火)～8月31日(火)

【会 場】 市民広場会場

【時 間】 10：00～18：00

参加条件

私たちは、｢みちのくYOSAKOIまつり｣の開催理念に賛同いたします。

私たちは、｢みちのくYOSAKOIまつり｣のルールを遵守いたします。

私たちは、社会通念上の｢礼儀｣を遵守いたします。

私たちは、｢TV放映｣及び｢肖像権の使用｣を承諾いたします。

みちのくYOSAKOIまつり実行委員会
〒980-0013 仙台市青葉区二日町２-１キムラオフィスビル６F

TEL 022-268-2656／FAX 022-268-2674
E-mail  d_info@michinoku-yosakoi.net

1



第24回みちのくYOSAKOIまつり チーム募集要項

【開催理念】

～民謡で東北おこし～
ふるさとの民謡を盛り込んで踊るYOSAKOI。

｢ふるさとの民謡の心｣に触れ、ふるさとの誇り･魅力･個性を再発見します。

～市民の創造力と独自性で東北おこし～
市民の創造力･表現力こそ地域資源。

民謡にこだわる伝統性･地域性と、衣装･振付は自由という現代性･流行性から
生れる独自性で、ふるさとを元気づけます。

～仙台でふるさとＰＲ～
チーム紹介で欠かせないのが所在地。

チーム･踊り手そのものが｢ふるさとＰＲ大使｣だからです。
この百万都市･仙台で｢ふるさと自慢｣をします。

《会場演舞開催》

宮城県内チーム

参加方法 ： 『会場演舞参加希望』エントリーから
演舞会場 ： 市民広場ステージ １回
配信会場 ： YouTube みちYOSAチャンネル(生配信)

《オンライン開催》

全国のYOSAKOIチーム

参加方法 ： 『VTR参加希望』エントリーから
配信会場 ： YouTube みちYOSAチャンネル(VTR配信)
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第24回みちのくYOSAKOIまつりは
《会場演舞開催》
《オンライン開催》

同時開催!!
新たなみちYOSAとして開催いたします。
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第24回みちのくYOSAKOIまつり チーム募集要項

会場演舞(宮城県内チーム)

【みちのくYOSAKOIまつりのルール】

１．鳴子を手に持ち、鳴子を鳴らしながら踊る振付を入れること！

２．演舞時間＜礼に始まり礼に終わるまで＞は、5分以内！
演舞時間とは、挨拶･口上から演舞･終了･礼に至るまでの
すべての時間をいいます。

３．人数は、１チーム5名～50名以下！
(今年は密を避けるためステージ上50人まで)
口上役や旗振り･踊り手等、ステージに登場する人すべてを含みます。
※50名以上のチームは、2チームに分かれの演舞となります。
エントリーの際、備考欄にご記入ください。

４．楽曲には東北地方の民謡の一節を組み入れてください。
○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
必ず行ってください。

○｢地元の祭りのPR隊｣として参加する場合、ＰＲするまつりの総踊り曲を
使用してもかまいません。ただし、曲使用の承諾を必ず得てください。

第24回特別ルール
コロナ渦で練習の場所もなく、時間が取れないチームの皆様へ

例年ですと当実行委員会の総踊り曲｢みちのくYOSAKOI踊り｣｢みちのくキッズYOSAKOI｣
｢乱舞｣｢楽天イーグルスGO!GO!GO!GO!｣「踊るYOSAKOI愛日本」はチーム演舞曲として
使用できませんが、今年に限り、当実行委員会の総踊り曲での参加を認めます。

守って頂きたいルール
○演舞中もマスクの着用(マスク着用が可能な年齢での参加)
○ステージ上では全員での掛け声は禁止(代表者一人は可)
○普段の生活も含め、練習時も感染症対策の徹底をお願いいたします。
(チームガイドライン参照)

当日使用する音源〈ＣＤ〉を、９月３０日(木)までに
事務局まで郵送をお願いいたします。(返却不可)

〒980-0802
仙台市青葉区二日町2-1キムラオフィスビル6F

みちのくYOSAKOIまつり実行委員会
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第24回みちのくYOSAKOIまつり チーム募集要項

オンライン(VTR参加)

各チームで撮影した演舞動画を送ってください。
コロナ渦で演舞披露ができていない演目に限ります。

【みちのくYOSAKOIまつりのルール】

１．鳴子を手に持ち、鳴子を鳴らしながら踊る振付を入れること！

２．演舞時間＜礼に始まり礼に終わるまで＞は、5分以内！
演舞時間とは、挨拶･口上から演舞･終了･礼に至るまでのすべての時間を
いいます。※新たに動画編集する場合は、特にご注意ください。

３．人数は、１チーム5名以上

４．楽曲には各地方の民謡の一節を組み入れてください。
○提出いただいた動画は、事前に主催者にて確認させていただきます。
当実行委員会で判明できない民謡や音頭等をご使用の場合、参考資料
として音源(民謡･音頭等)の提出をお願いすることがあります。
趣旨に添わない場合や権利処理の状態が確認できない場合は、放映を
お断りする場合がございますので、ご了承ください。

○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
を必ず行ってください。

○｢地元の祭りのPR隊｣として参加する場合、ＰＲするまつりの総踊り曲を
使用してもかまいません。ただし、曲使用の承諾を必ず得てください。

５．その他注意事項
○参加にあたり、必要となる著作権上の手続きは、各チームで事前に
済ませた上でご参加いただけますようお願いいたします。

○新たに撮影する場合、地元の魅力が発信できる場所での撮影は大歓迎
ですが、撮影する際、その場所の管理者に、必ず事前に許可を得るよう
お願いいたします。

○他のおまつりのオンライン参加で既に提出している・提出予定のある
映像でもかまいませんが、一度お送りいただきました映像は、差し替え
できませんので、ご了承ください。

○VTR参加チームも、ガイドブックで紹介させていただきます。

新たに動画を撮影する場合は、各自治体の感染症対策ガイドラインに則り、
感染症対策を遵守し、撮影をしていただきますようお願いいたします。

映像データは、９月１５日(水)までに、下記アドレスにメールでお送りください。
＊映像形式は、エントリー後に届くメールに記載されております。

team@michinoku-yosakoi.net
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参加申込方法

【参 加 申 込】 ８月１０日(火)～８月３１日(火)
【音 源 締 切】 ９月３０日(木)
【映 像 締 切】 ９月１５日(水)

ホームページより参加応募フォームにアクセス

【会場演舞参加希望チーム】

主な記入事項

①肖像権使用同意書
②チーム名
③代表者氏名・連絡先
④副代表者氏名・連絡先
⑤チーム写真
⑥チームコメント(100字以内)
⑦チーム参加者人数
⑧備考欄

ご希望等がございましたら、
こちらにご記入ください。

＊50名以上でチームを分けて参加
したい場合もこちらに記入。

【VTR参加希望チーム】

主な記入事項

①肖像権使用同意書
②チーム名
③代表者氏名・連絡先
④チーム写真
⑤チームコメント(100字以内)
⑥備考欄(ご希望等)
⑦演舞映像(9/15(水)必着)
＊映像データは、期日までに、
下記アドレスまでメールで
お送りください。
映像形式は、エントリー後に届く
メールに記載されております。

team@michinoku-yosakoi.net

申し込み完了
エントリーされたメールアドレスに確認メールが届きます。

※インターネットからのエントリーが難しい方は、実行委員会事務局までお問合せ下さい。

提出物は締切期日厳守でお願いいたします

チームコメント・チーム写真は、ガイドブックに掲載されます

≪個人情報の取扱いについて≫
個人情報保護法に基づき、実行委員会での取り扱いには

細心の注意を払い管理いたします。
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参加費

≪会場演舞希望チーム≫

【一 般】1 名 ２，０００円 (運営協力金含)
※チームの人数分をご入金下さい。

【ジュニア】1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が対象です。

【企 業】1チーム １１０，０００円

≪VTR演舞希望チーム≫

【１チーム】 1，０００円 (運営協力金含)

【ご入金方法】

【入金締切】８月３1日(火)
締切日までにエントリー時の人数分の運営協力金のご入金を

完了して下さい。
会場開催希望チームで、お支払い後に人数が増えた場合は、

必ず事務局までご連絡下さい

※振込手数料はチーム負担となります。あらかじめご了承ください。

≪銀行振り込み≫
下記の「ゆうちょ銀行」へ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(正式なチーム名)
代表者名
代表者電話番号

③参加人数
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◆◇◆お願い・注意事項◆◇◆

■チームの都合によるキャンセル・人数変更等の際の
参加費は返金いたしません。

■悪天候、コロナ感染状況で当まつりが中止になっても、
基本的に参加費は返金いたしません。詳細は下記をご覧ください。

《会場演舞開催参加チーム》
＊基本的に参加費の返金は致しませんが、後日“代替開催”とし、改めて
演舞披露の場を設けようと考えております。その際ご参加いただけるよう
でしたら、今回お支払いいただきました参加費で、ご参加いただけるよう
考えておりますので、ご理解ご了承のほどお願いいたします。

＊参加者の皆様には、おまつり当日チーム受付登録ブースにて、代表者に
参加者全員の健康管理チェックリスト(2週間分)を提出していただきます。
(P8.チェックリストを参照してください）

《オンライン開催参加チーム》
＊会場での開催が中止になりましても、オンライン配信は開催いたします。
YouTubeみちYOSAチャンネルで、オンライン配信の開催はいたしますので、
ご理解ご了承のほどお願いいたします。

■今年はコンテストは行いません。

■まつり当日のボランティアのご協力をお願いいたします。
９月頃にホームページにてお知らせいたしますので、皆様のご協力を
宜しくお願いいたします。

■お問い合わせの際は、メールまたはＦＡＸのいずれかでご連絡下さい。

【県内参加チームの皆様へ】

全てにおいて発信が遅れた事をお詫び申し上げます。

これまで新型コロナウイルス感染症による感染の状況等を踏まえ、
第24回目となる「みちのくYOSAKOIまつり」について検討を重ねてまいりましたが、

10月10日(日)市民広場会場で宮城県内チーム(宮城県在住者)のみの演舞参加で
開催することといたしました。

室内会場もコロナ対策準備をしていましたが、現状をふまえ
室内会場は中止いたしました。(ワクチン接種アンケートご協力ありがとうございました)

当まつりに参加して下さるチームの皆様や、楽しみにしてくださっている
市民の皆様に安全・安心開催となるよう、感染症対策の専門家の監修をいただきながら

開催準備を行なっております。
第24回みちのくYOSAKOIまつりの開催に向け、皆様ご協力を宜しくお願いいたします。

○チーム、感染症対策に関わるご相談、ご意見はメールにて対応いたしております。
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【参加チーム チェックリスト】

下記チェックリストをホームページからダウンロード後、9月26日～10月9日までの
各項目をチェック・記入し、まつり当日にチーム代表者が参加人数分をまとめ、
チーム受付登録ブースにて提出をお願いします。

＊準備ができ次第９月初旬を目処に掲載いたします。
＊ダウンロードが不可能な場合、郵送でお送りいたしますので、
事務局までお問い合わせください。

～チェックリスト例～

当まつりホームページに【チームガイドライン】が
掲載されております。

チームの皆様に共有して頂き、練習時から感染症対策の
徹底をお願いいたします。

ご理解とご協力をお願いいたします。


