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はじめに
2017酒まつり

ダンス酒みだれ
参加募集要項

酒まつりをもっとたくさんの方が参加し触れ合うまつりにしたい。

そんな想いから誕生したのが「新・酒みだればやし」です。

この「新･酒みだればやし」の踊りは、まだ昨年誕生したばかりですが、

やがてみんなの踊りとして育まれ、誇りある踊りとして受け継いでいかれる

ことを願っています。

今年、酒まつりKIZUNA会場では、この「新･酒みだればやし」の踊りを軸に

より多くの人が関わり、まさに絆を感じていただけるコンテンツになればと

この「ダンス酒みだれ」を実施する運びとなりました。

みなさんのオリジナリティ溢れる創意工夫で、この踊りをバージョンアップ

していただければ幸いです。

そして、「ダンス酒みだれ」の会場で、今年、みなさんと笑顔でお会いできる

ことを楽しみにしています。

2017酒まつり実行委員会

みなさんの熱い想いをダンスにこめて
「ダンス酒みだれ」でお会いしましょう
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「新・酒みだればやし」
2017酒まつり

ダンス酒みだれ
参加募集要項

酒まつりとともに受け継いできた「酒みだればやし」

をルーツに、もっとたくさんの人が口ずさんだり、演

奏したり、踊ったりできるようにとの想いで誕生した

のが「新・酒みだればやし」です。

全国で活躍するサウンドデザイナーの清川進也さんが

音を紡ぎ、地元西条の「次郎丸太鼓」や「かぶらや」

の演奏をセッションという形でその場で収録し、楽曲

として完成させました。

稲穂実れば～、酒のまつりだ、酒みだれ、
コイサー、コイサー、酒みだれットサー
コイサー、コイサー、ソレソレソレソレ

酒のかみさま、酒に誘われ、酒みだれ、
コイサー、コイサー、酒みだれットサー
コイサー、コイサー、ソレソレソレソレ

酒にみだれりゃ～、酒の仲間さ、酒みだれ、
コイサー、コイサー、酒みだれットサー
コイサー、コイサー、ソレソレソレソレ

酒の都だ～、酒に酔わされ、酒みだれ、
コイサー、コイサー、酒みだれットサー
コイサー、コイサー、ソレソレソレソレ

「新・酒みだればやし」

https://youtu.be/sLmluK1qbVs

「新・酒みだればやし」踊り

（新・酒みだればやし歌詞）

そんな「新・酒みだればやし」を振付け、いき

いきとした踊りにしたのはCMやトップアーティ

ストの振付も担当し、業界の第一線で活躍する

振付稼業 air:man です。振付稼業 air:man が

振付けたこの「新・酒みだればやし」の踊りは、

左のムービーを見て練習することができます。

https://youtu.be/jJQJq3VVoB0

「酒まつりプロモーションムービー」

そうして誕生した「新・酒みだればやし」を

踊りながら、酒蔵が立ち並ぶ西条の町並みで

撮影したものがムービーになりました。

皆さんも「ダンス酒みだれ」で踊りをそれぞれ

アレンジする時の参考にしてみてください。

ダンス酒みだれのルーツは
“酒みだればやし”にあります
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募集概要
2017酒まつり

ダンス酒みだれ
参加募集要項

酒まつりのメインステージで開催するコンテスト形式のダンスパフォーマンス

「ダンス酒みだれ」の出演チームを募集します。

募集要項
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2017酒まつり ダンス酒みだれ
募集内容

●申込者が多数の場合は、抽選とさせていただきます。

●地元の登録チームには1団体1チームの優先参加枠があります。※別紙参照

●1団体から複数チーム応募したい場合は別途ご相談ください。

ただし、一人の演者が複数のチームに重複して応募することは不可とします。

●万が一演者の重複(名義貸し含む)が判明した場合は、対象チームすべてを失格とします。

合計20チーム予定

募集チーム数

●個人ではなくチーム単位で申込みをしてください

●1チームの構成人数は10名以上50名以下としてください

●チーム内に未成年者がいる場合は、必ず通学校や保護者の同意または同伴を得てください

小学生以上の男女で構成するダンスチーム

対象者

●雨天決行（荒天の場合は除く）

●実施途中に荒天となった場合、実行委員会の判断で中断または中止することがあります

●開催時間は変更となる場合がございます

2017年10月7日(土) 16:00～20:00 予定

酒まつりKIZUNA会場（西条中央公園東側）メインステージ
実施日・場所

パフォーマンスは審査員による審査を行い、以下の賞を決定します

①最優秀賞

②優秀賞

③審査員特別賞

審査により３つの賞を決定

審査＆賞

●参加申込書をダウンロード

※申込書は酒まつり公式ホームページまたは東広島市観光協会で配布

●必要事項を記入

●期日までに実行員会へ提出（申込〆切り/ 6月30日 17:00 ）

※提出の方法は酒まつり公式ホームページでご案内します

参加申込書を実行委員会に提出

応募方法

※各チームでご用意いただく衣装代等は参加者のご負担となりますが

参加すること自体には費用はかかりません

無料
参加費



募集概要
2017酒まつり

ダンス酒みだれ
参加募集要項

場所：東広島商工会議所会館 4階 文化ホール

（〒739-0025 広島県東広島市西条中央7-23-35）

申込みに関する合同説明会を実施します。

申込みから出場までのスケジュール
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申込み説明会 開催

酒まつり公式ホームページより申込み用紙をダウンロードし、必要事項を

記入して、申込みを行ってください。

申込み用紙は東広島市観光協会でも配布しております。

申込み受付期間（申込〆切り/ 6月30日 17:00）

申込み数が多数の場合は参加抽選会を行います。

参加申込みが定員内の場合は「参加確認書」を申込みチームに配布します。

申込み集計

※申込み多数の場合のみ実施

●参加決定チームに「参加確認書」を配布します

（参加抽選会）

●実行委員会が指定する必要書類を用意し期日までに実行委員会までご提出ください

参加確認書提出（申込〆切り/ 7月31日 17:00）

●使用音源の提出

※説明会に参加できない場合は前日までに実行委員会へ提出してください

●出演決定チームの出演順を発表

※遠方やお子さまが多いチームなど出演時間の希望がある場合は

必ず事前にお申し出ください（説明会当日のお申し出は受け付けません）

●紹介ナレーション原稿の提出

参加説明会 開催（使用音源の提出）

※参加説明会でご説明する内容に従って、集合・パフォーマンスを行ってください

ダンス酒みだれ 本番出場

6月1日

19:30

6月1日～

6月30日 17:00

7月1日 ～

7月8日

7月12日

7月12日～

7月31日 17:00

9月13日

10月7日



ルール
2017酒まつり

ダンス酒みだれ
参加募集要項

●チーム衣装を着用し、振付に「新・酒みだればやし」の指定振付(※次ページ参照)を取り入れた

ダンスパフォーマンスを行ってください

●楽曲は実行委員会が用意する「新・酒みだればやし」のアレンジバージョン(２パターン用意)を

使用するか、その一部を使って(6/1の説明会で指定箇所を説明します)、3分以上4分以内の

オリジナル楽曲をご用意いただいても構いません。

※楽曲については下記の「使用音源と提出音源」を、振付については「演舞構成」をご参照ください

●酒まつりらしいテーマを取り入れてください

※酒都西条らしい要素を演出に盛り込んでください

●制限時間は3分以上4分以内とします

新･酒みだればやしをエッセンスとした
コンテスト形式のダンスステージ
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酒まつりらしいダンスパフォーマンスを

基本ルール

●1チーム10名以上、50名以下。 ※安全上、ステージ上で一度に踊る人数は30名以下としてください

●チーム内に未成年者がいる場合は、必ず通学校や保護者の同意または同伴を得てください

1チーム10名以上、50名以下
チーム編成

●実行委員会で用意するサンプル曲2バージョンのいずれか、またはオリジナル楽曲の3通りの中から

楽曲を選択することができます。使用できるサンプル曲は下記の2パターンご用意します。

①テクノバージョン

②ヒップホップバージョン

※音源は酒まつり公式ホームページからダウンロードすることが可能です（6/1以降）

●実行委員会が用意する上記サンプル曲の全部または一部をオリジナル楽曲内に使用することが

可能です（テンポの変更等アレンジ可）

●オリジナル楽曲を用意する場合は、3分以上4分以内の音楽CDをご用意いただき、9月13日の

参加説明会でご提出ください

※CDは本番当日の受付でステージパフォーマンス終了後ご返却します

※CDには使用する曲のみを1トラックで入れてください

※私的に作成した音楽CDで提出する場合は、CDプレーヤーで再生できることをご確認ください

※提出時は必ずケースに入れ、CDの盤面とケースにチーム名、楽曲または演舞タイトル、再生時間

を分かりやすく記入してください

※参加説明会に出席できない場合は、参加説明会前日までに実行委員会へご提出ください

★元音源の使用や編集、複製などに伴う知的財産権などの使用許諾の申請は各チームで行ってください。

トラブルが発生した場合も実行委員会は一切関知しません。

3分～4分の楽曲｡サンプル曲またはオリジナル曲の選択可。

使用楽曲と

提出音源

●演舞構成に、新・酒みだればやしの振付(https://youtu.be/sLmluK1qbVs)の一部を取り入れてください

●振付をアレンジした酒まつりプロモーションムービーも参考にして下さい。

●テーマに沿った企画演出を意識してください

●参加者だけでなく、観客も楽しめる演出を行ってください

新・酒みだればやしをエッセンスに

演舞構成

酒まつりプロモーション
ムービー
(振付アレンジ参考動画)

新・酒みだればやし
の振付



指定振付箇所について
2017酒まつり

ダンス酒みだれ
参加募集要項

振付動画53秒～54秒の「コイサー！コイサー！」部分の
振付を必ず取り入れてください
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ルール
2017酒まつり

ダンス酒みだれ
参加募集要項
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●安全面を考慮し、ステージ上に一度に上がる人数は30名以下としてください

●人数が多いチームはステージ前のスペースも利用可能です

※詳細は参加説明会にてご説明します

７K×５Kステージ＋７K×３Kステージ前演舞スペース

演舞

スペース

(ステージ)

●過度な肌の露出は避けてください

※衣装の設定や演舞の構成に「はだか」を取り入れることは禁止します

●小道具の使用も可能ですが、安全に十分に配慮したものとしてください

※先端のとがったものや鋭利なものの使用は禁止します

●観客に不快感を与える内容は避けてください

●チーム衣装やメイクは採点の対象となります

●当日は着替えとメイク場所をご用意しますが、道具等は各自ご用意ください

※詳細は参加説明会でご説明します

安全性・マナーを守って、衣装・メイク・小道具も自由

衣装

メイク

小道具

ステージ
W12.6m(7K)×D9.0m(5K)

ステージ前演舞スペース
W12.6m(7K)×D5.4m(3K)

※図面は変更となる場合があります。

詳細は参加説明会にてご説明します。



審査・賞
2017酒まつり

ダンス酒みだれ
参加募集要項

パフォーマンスは審査員による審査を行い、以下の賞を決定します

①最優秀賞

②優秀賞

③審査員特別賞

新･酒みだればやしを理解し
酒まつりらしいダンスパフォーマンスを
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審査により３つの賞を設定

賞

賞の選考は主催者および酒まつり実行委員会の委任者が下記のポイントで行います

・「新・酒みだればやし」が効果的に組み込まれているか

・演出や踊りに酒まつりらしいオリジナリティがあるか

・踊り手個人のパフォーマンス

・ステージや演舞スペースを有効に活用しているか

・衣装やメイク、小道具を効果的に使っているか

・演舞の一体感やいきいきと踊っているか

・踊り手の表情に笑顔があるか

審査の

ポイント

当日のパフォーマンス審査発表の際に
新･酒みだればやし総踊りを行います

参加チームは、新･酒みだればやしの振付を見本となって

踊れる方(新･酒みだればやしアンバサダー)を

各チームから必ず1名以上選出してください。

当日、ステージ上などで踊りの見本となっていただきます。

新･酒みだればやしの振付は下記にアップされています。

https://youtu.be/sLmluK1qbVs

「新・酒みだればやし」踊り

新・酒みだればやしアンバサダーについて



注意事項
2017酒まつり

ダンス酒みだれ
参加募集要項
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着替え場所
当日は着替え場所をご用意します。（参加説明会でご案内します）

着替え場所以外での着替え等はご遠慮ください。

本番当日の

集合・受付

着替えやメイクをすました後、参加説明会で指定された時間・場所に集合して

ください。出演予定時間の20分前までに受付を済ませてください。

免責事項
万一の場合に備え、各チームで適切な保険に加入し、安全に配慮してください。

各団体内の被害および団体に起因する加害や事故が生じた場合も、実行委員会は

一切の責任を負いません。

メディア取材

本番当日は、テレビ局や新聞社などの各メディアによる撮影が行われます。

テレビ番組、新聞紙面、ホームページ、その他の印刷物などで放映や掲載される場合

がありますので予めご了承ください。なお、主催者が撮影した写真や動画などの全て

の権利は主催者に帰属します。予めご了承の上、ご参加ください。

駐車場 実行委員会では駐車場はご用意していません。

未成年の参加
チーム内に未成年者がいる場合は、必ず通学校や保護者の同意または同伴を

得てください

貴重品の管理
貴重品の管理は各自の責任において管理してください。

実行委員会では、盗難・紛失・破損などの責任は一切負いません。

雨天時の実施

●雨天決行（荒天の場合は除く）

●実施途中に荒天となった場合、実行委員会の判断で中断または中止することが

あります

●開催時間は変更となる場合がございます

重複応募
基本1団体1チームの参加とさせていただいております。

2チーム以上のエントリーをご希望の場合は別途ご相談ください。



〒739-0025

広島県東広島市西条中央7丁目23番35号

東広島商工会議所会館２F (社)東広島市観光協会内

TEL 082-420-0330

FAX 082-420-0329

酒まつり実行委員会
＜問い合わせ＞


