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みちのくYOSAKOIまつりとは

みちのくYOSAKOIまつりとは

木の葉色付くみちのくが

一年で最も熱くなる日

澄んだ秋空に響く掛け声

心躍らす鳴子の音色

全身で示す熱い想い

舞台の上で輝く姿が

まつりを盛り上げます

演舞のルールはたったの3つ

「手に鳴子を持って踊る」

「礼に始まり礼に終わる」

そして

「音楽にふるさとの民謡を入れる」

これ以外はチームの自由

全国各地から集った踊り子による

個性あふれる踊りが、みちYOSA一番の魅力です

杜の都の風物詩

みちのくYOSAKOIまつりが

今年も始まります
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みちのくYOSAKOIまつりの歩み

注：第７回の観客動員数は10月10日(日)の１日のみ開催（10月9日は台風のため中止）
第９回の観客動員数は10月7日(土)台風のため繰り下げ開催

前年度（2018年）参加チーム市町村

（宮城県）仙台市・石巻市・気仙沼市・東松島市・多賀城市・塩竈市・大崎市・栗原市・登米市・白
石市・岩沼市・角田市・七ヶ浜町・松島町・加美町・大和町・美里町・涌谷町・柴田町・蔵王町・川
崎町・亘理町・丸森町・山元町（福島県）福島市・会津若松市・いわき市・郡山市・田村市・相馬市
・下郷市 鏡石町（秋田県）秋田市・横手市・にかほ市（岩手県）一関市・奥州市・宮古市（山形県
）鶴岡市 東根市・川西町（青森県）弘前市・つがる市
（北海道）札幌市・千歳市・江別市・帯広市（愛知県）名古屋市（新潟県）小千谷市(富山県) 滑川
市・立川町（東京都）墨田区・文京区（神奈川県）厚木市（千葉県）鎌ヶ谷市・野田市・船橋市（埼
玉県）所沢市・朝霞市（茨城県）常陸大宮市・大子町（長野県）松本市（栃木県）那須町・鹿沼市（
計 64区市町村）

踊りたい人がいる。創りたい人がいる。応援したい人がいる。

「東北はひとつ」を合言葉に、いろんな「情熱」が生まれました。

「みちのくYOSAKOIまつり」が生まれたのは、1998年（平成10年）。

仙台市が政令指定都市になって10年、百万都市になる半年前のことでした。

1997年４月、宮城県亘理町出身の高知大生が「よさこい祭り」に魅了され、仙台での開催を夢見るようになります。

思いは日に日に募り、ついに行動を開始。

連日街頭に立って、「YOSAKOI」のＰＲと募金活動を展開。

８月の「七夕パレード」には、本場高知のチーム「セントラルグループ」を招待。

杜の都 仙台のケヤキ並木に「YOSAKOI踊り」が初登場しました。

その４ヶ月後には「SENDAI光のページェント」で仙台独自のYOSAKOIチームがデビュー。

８歳から60代までの老若男女約150名が、

札幌市から応援に駆けつけた「新琴似天舞龍神」とともに汗の光を放ちました。

翌年年明け早々には、実行委員会を組織。「みちのくYOSAKOIまつり」の企画を練りながら、

「東北はひとつ」を合言葉に

「東北共通のまつりを創ろう。東北を盛り上げよう」との願いが実を結び

「第１回みちのくYOSAKOIまつり」が誕生。1998年10月31日に前夜祭・11月１日に本祭を開催。

踊りたい人、創りたい人、応援したい人が、ひとつになった瞬間でした。
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回

<98年> <99年> <00年> <01年> <02年> <03年> <04年> <05年> <06年> <07年> <08年>

参加チーム数 34 61 81 114 145 180 220 240 250 260 250

参加踊り手数 1.200人 3.100人 4.000人 5.100人 5.800人 7.000人 7.500人 8.000人 8.200人 8,500人 10,000人

東北内参加
市町村

12 19 28 40 50 59 70 70 70 70 63

東北外参加
市町村

6 9 7 19 15 23 40 20 20 20 25

参加市町村
合計

18 28 35 59 65 82 110 90 90 90 88

会場数 4 8 7 10 11 13 11 12 12 11 9

観客動員数
(注) （注）

10万人 16万人 33万人 45万人 60万人 70万人 50万人 65万人 45万人 70万人 75万人

(雨天) (雨天)

第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回 第21回

<09年> <10年> <11年> <12年> <13年> <14年> <15年> <16年> <17年> <18年>

参加チーム数 200 190 181 190 180 175 180 160 150 150

参加踊り手数 10,000人 10,000人 8,000人 8,000人 8,000人 8,000人 8,000人 8,000人 8,000人 8,000人

東北内参加市
町村

62 53 53 57 55 51 55 54 47 43

東北外参加市
町村

27 15 32 38 27 31 27 26 24 21

参加市町村合
計

89 68 85 95 82 82 82 80 71 64

会場数 9 8 9 10 9 7 8 10 8 7

観客動員数
60万人 46.6万人 78万人 80万人 98.2万人 98万人 96.7万人 57万人 39万人 45万人



※各会場ごとの開催時間は会場によって異なります。
詳細は公式ホームページに掲載いたします。

開催日時
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１）ステージ会場（参考：2018年の会場）

市民広場、勾当台公園、泉区民広場、地下鉄旭ヶ丘駅前、
JR仙台駅西口ペデストリアンデッキ、JR長町駅西口広場、
２）パレード会場（予定）

定禅寺通(10/13のみ)

開催会場・ステージサイズについては7月6日(土)実施の「ガイダンス&コンテスト抽選会」にて
発表いたします。

開催日時

会場

参加条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方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。

１）当まつりの理念にご賛同ください。 ※「理念」については開催要項をご確認ください。

２）演舞のルールをお守りください。

３）ＴＶ放映など「肖像権の使用」をご承諾ください。
※エントリーした時点でチームの参加者の全員が肖像権の使用に同意したものとみなします。

４）公共のマナーをお守りください。

５）まつり当日に発生したトラブルについての責任は負いかねます。
各チームでの傷害保険等への加入をおすすめします。

参加条件
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演舞のルール

１）演舞では鳴子を奏で踊ってください。

当まつりは杜の都仙台の秋の風物詩として「鳴子の奏でる音色」を大切にしています。

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。

２）楽曲は民謡の一節を組み入れてください。

①東北地方の民謡、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。

なお、当まつりの総踊り曲は使用できません。総踊り曲は以下の通りです。

②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。

３）演舞時間は 4分30秒以内 です。

演舞時間は 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）

４）参加人数は1チーム原則10人以上150人以下とします。

口上役や旗振り役･踊り手等、ステージ上に登壇する人すべてを含みます。

10名未満の場合はお問合せください。

ステージ会場での150名を超える登壇は危険ですので、禁止いたします。

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

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いたします。

なお、演舞回数の目安は以下の通りです。

演舞スケジュール

10月12日（土） 10月13日（日） ※パレードを除く

◎次の項目に該当するチームは、エントリー時に備考欄へお書きください。
・演舞回数を減らしたいチーム
・参加希望時間が区分と異なるチーム（例：B区分だがフェリーの都合で12時からの参加）
・演舞回数を増やしたいチーム（演舞時間のインターバルが短くなります）

※演舞回数は目安です。
参加チーム数によっては増減することがございます。ご了承ください。

区分 参加時間 演舞回数

A 9時～20時 ４回

B 11時～20時 ４回

C 9時～17時 ４回

D 12時～17時 ３回

区分 参加時間 演舞回数

A 9時～20時 ４回

B 11時～20時 ３回

C 9時～17時 ３回

D 12時～17時 ２回



ご注意
指定受信を設定されている方は、「no-reply@gicz.jp」「@michinoku-yosakoi.net」からの
メールを受信できるよう解除してください。

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い合わせください。
郵送でエントリー書類をお送りいたします。
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TEL 022-268-2656 ／ FAX 022-268-2674

① 専用サイトにアクセス

https://gicz.jp/open/team2019

② チケットを発券

【チームエントリー】のチケットを1枚発券する（無料です）。

③ チーム情報を入力

お申込みの際に「チーム紹介文」が必要となりますので、事前にご準備ください。
チーム紹介文はガイドブックに掲載される他、まつり当日の演舞前にMCが読み上げます。
100字以内でご入力ください。

⑤ 実行委員会からメールが届く

後日、実行委員会からエントリー完了のお知らせとチーム番号※1が届きます。
※エントリー完了のお知らせまでに7日～10日前後お時間をいただきます。

④ 申込サイト（ジックZ）からメールが届く

お申し込み後、 「no-reply@gicz.jp」から自動送信メールが届きます。

エントリー方法

※1 次のページをご覧ください。



①肖像権使用同意書、④チーム参加者名簿のテンプレートはホームページからダウンロード可能です。

２）提出方法

上記の提出物は「郵送」「メール」のいずれかの方法でご提出ください。
①肖像権使用同意書は、必ず郵送でお送りください。FAXでの送付はご遠慮ください。

１）提出物一覧
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［提出先］ みちのくYOSAKOIまつり実行委員会事務局

郵 送： 〒980-0822 仙台市青葉区立町26-2

メール：

※お問い合わせ先とアドレスが異なります。ご注意ください。

7月6日(土)まで

①肖像権使用同意書

印鑑の押し忘れにご注意ください。また、必ず郵送でのご提出をお願いいたします。※コピー不可

②チーム写真

画像データをご提出ください。ガイドブック等に掲載します。
素材は集合写真・チームロゴのいずれかでお願いいたします。
データ形式は「jpeg」「png」のいずれかで、容量は「１M(ﾒｶﾞﾊﾞｲﾄ)以下」でお願いいたします。

8月10日(金)まで

③音源(再生確認及びパレード演舞用)

「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。

※音源のデータは音声の確認等に使用いたします。
※音源のデータ形式は といたします。

録音は再生からの遅延を0.5秒以内にすることを推奨いたします。
※まつり当日は、提出した音源と同じデータを録音したＣＤをご持参ください。

④チーム参加者名簿

事故･有事の際に関係当局等から提出要請があった場合に使用いたします。
当まつり開催期間中の連絡担当者（2名）の「氏名（かな）」「携帯電話番号」をご記入ください。
※名簿の提出後に人数の変更があった場合は必ずご連絡ください。

尚、運営協力金の差額分の追加入金の時期についてはご相談の上ご案内いたします。

⑤「演舞のテーマ」「民謡の情報の登録の締切」の登録
※コンテスト参加のチーム

・別紙を参照してください。

提出物

≪個人情報の取り扱いについて≫

個人情報保護法に基づき、実行委員会での個人情報の取り扱いには細心の注意を払い管理いたします。
注)提出物を期日までにいただけない場合

・パンフレット上でチーム紹介文・写真が空欄になる
・事前連絡なしで提出物が遅れる場合、コンテストで減点される

場合がございます。

ご注意
データには「チーム番号」と「チーム名」を明記してください。
チーム番号はエントリー完了後に実行委員会より発行いたします。
例：「220200 みちのくチーム」

※提出状況によってはコンテストで減点させて頂きますので期限厳守にて提出をお願い致します。(やむを得ず遅れる
場合は必ずご連絡ください。)

※FAX不可

※原本のみ



１）運営協力金額一覧

【一 般】１人 1700円。チームの人数分を御入金下さい。

【企 業】 110,000円

【ジュニア】 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。

【パレード参加】 15,000円
※パレードのみの参加はできません。
※参加費とは別料金になります。
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｢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、参加チームの皆様から｢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｣｢パレード参加の有無｣によって異なります。
以下の｢運営協力金額一覧｣をご確認の上、期日までにお支払いください。

運営協力金



２）入金方法
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【参加券】を専用サイトにてご購入ください。

［お支払い方法］ 「コンビニ」「ペイジー（銀行、郵便局）」からお選びいただけます。
お申込みから3日後の23時59分までにお支払いください。
期限を過ぎた場合はお手数ですが、もう一度申込をやり直してください。

［振込み手数料］ 参加チーム負担となります。あらかじめご了承ください。
50,000円未満…300円、50,000円以上…500円

インターネットからのお支払いができない方は下記口座へご入金ください。

［お支払い方法］ 下記の 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（正式な表記で）／代表者名／代表者電話番号
③金額・参加人数
④パレード参加チームは｢パレード参加｣とご記入ください

［振込み手数料］ チーム負担となります。あらかじめご了承ください。

https://gicz.jp/open/pm2019

【入金締切】6月28日(金) 

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ください。
お支払後に人数が増えた場合は、必ず事務局までご連絡ください。

チームの都合によるキャンセル・人数変更の場合の
運営協力金の返金はいたしかねます。ご了承ください。

運営協力金（つづき）



１）開催日・会場（予定）

【一般部門】みちのくを愛し、YOSAKOIに情熱を注ぐ皆さんの日ごろの練習の精華を競います。

予 選：10月12日(土) 及び10月13日(日) ＜会場未定＞
・各ブロック1位チームが、決勝ステージに進出
・各ブロック2位チームが、復活ステージに進出
・エントリー数に応じて「ブロック数」を決定します。

※第21回(2018年)は8ブロックで実施しました。

復活ステージ：10月13日(日) ＜会場未定＞
・復活ステージ上位2チームが、決勝ステージに進出
・コンテストエントリー数により、復活ステージを行わない場合がございます。

復活ステージの有無については、エントリー締切時に判断いたします。

決勝ステージ：10月13日(日)＜市民広場＞

【U-20部門】みちのくを愛し、少人数で輝いているチームを対象とします。

・一般部門にエントリーをし、20人以下だった場合自動的にU-20部門にもエント
リーされます。

・ブロックごとの差を補正計算し、得点が高いチームに賞を授与します。
点数の補正方法

チームがブロック審査で得た点数×
全チームの平均点

チームが審査を受けたブロックの平均点

= Ū20コンテストに順位付けに用いる点数

例)全チーム平均点が100点、Aブロックの平均点が80点のとき
ブロック審査で120点を得た場合

120点 ×
全チームの平均点=100点
ブロックの平均点=80点

＝ 150点

チームが得た点数 この点数を用いてŪ20コンテストの
順位を決定します。

【ジュニア部門】みちのくの未来を担う子どもたちで構成したチームを対象とします。

10月13日(日) ＜会場未定＞
・応募多数の場合は予選を行います。

※中学生以下の人数が70％以上を占めるチームが対象です。

※コンテストのブロック・演舞順は、7月6日(土)実施の「ガイダンス&コンテスト抽選会」で
抽選いたします。
また、コンテスト実施時間はエントリー数の確定後ご案内いたします。

２）参加条件

・コンテスト参加チームは原則として両日ご参加ください。
・参加可能部門について

一般部門 ⇒ 全チーム参加可能
ジュニア部門 ⇒ ジュニアチームのみ参加可能
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コンテスト

【コンテスト開催の目的】
みちのくYOSAKOIまつりでは、YOSAKOIの技術向上と、「踊り子・観客・関係者な
ど」の、まつりに関わる全ての人が感動を共有できる場づくりを目指し、「最も感動を
届けた」チームには「みちのくYOSAKOI大賞」を、みちのくの未来を担う子ども達を
対象としたチームには「みちのくYOSAKOIジュニア大賞」を授与する「コンテスト審
査」を実施しています。また、今年から20人以下のチームに「Ｕ-20賞」を授与する予
定です。



４）コンテストのルール

・演舞のルールは「演舞のルール（P4）」に準じます。

・ステージサイズについては、実行委員会で指定した範囲内で演舞してください。

尚、決勝の市民広場での演舞の際はステージ下の演舞は危険ですので禁止とします。
※市民広場のステージ横のスロープでの演舞は大変危険ですのでご遠慮ください。

・審査員とは別に、計時審判（タイムキーパー）を設置します。

・時間計測は下記の要領で行います。

①主催者側司会が、チームコメントを読み上げている間にステージに入場し、

演舞がすぐに開始できるよう、板付き・準備等のスタンバイをお願いします。

※ステージ入場が演舞構成の一部である場合は②の合図の後に入場してください。

②主催者側司会が、スタンバイ完了を確認後「それではよろしくお願いします」

「それではどうぞ」等の合図を行います。

合図のコメントが終わった時点から時間計測を開始します。

③時間計測開始から4分30秒を経過した時点で審査員席から を掲げます。

赤旗を掲げた時点で楽曲が継続している場合または踊り子の動きに変化のあった場合は、

審査員1人につき とします。

※決めポーズでの静止状態、人以外のアイテム（旗など）が動いている

場合は減点とはなりません。

５）その他

・一般部門・U-20部門のコンテストに参加するチームは、決勝ステージ及び表彰式が10月13日(日)夜

となるため、13日(日)は閉会式までご参加頂きますようお願いいたします。

・まつり終了後、コンテストの全ブロック、全チームの採点結果を当まつりのホームページにて

公開いたします。ご了承の上、コンテストへのエントリーをお願いいたします。
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コンテスト（つづき）

赤

0分0秒
司会による開始

の合図

（計測開始）

4分30秒
（制限時間）

コメント紹介
（計測外）

３）審査について

・審査員1人につき、50点満点で採点いたします。
・審査員

予選ブロック ⇒ 3名の審査員で審査します。
決勝・復活ステージ ⇒ 主催、後援、協力団体、協賛各社等から実行委員会が選出し

審査する予定です（人数は調整中です）。

※審査員の詳細・各賞につきましては、 7月6日(土)実施の「ガイダンス&コン
テスト抽選会」で発表の後にホームページに掲載いたします。



◆全審査員の合計点数で順位を決定します。
◆4分30秒の持ち時間を超過した場合（タイムオーバー）は各審査員毎に10点の減点を
行います。

※また、同点の場合には審査員の協議にて順位を決定いたします。
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コンテスト（つづき）

6)審査基準

分類 審 査 項 目 配点

【基本】

入退場
○評価のポイント
・ステージ入退場はテキパキした動作であったか
・演舞前後の挨拶をきちんとしていたか 5

鳴子

○評価のポイント
・鳴子を効果的に使用していたか（音が揃っている・メリハリがある）

※注意
・鳴子を鳴らさない（鳴子を持つだけ）の踊りはYOSAKOI踊りとは定義しません。
・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。

5

民謡の
効果的な使

用

○評価のポイント
・楽曲に民謡がわかりやすく組み込まれていたか 5

【実行委員点】 提出物
○評価のポイント
・事前の連絡なしで提出物が期限内に提出されなかった場合、
個数ごとに1点減点。 5

【演舞】

動・静
○評価のポイント
・踊り子の掛け声や動作が揃っていたか
・個々の動きやフォーメーション移動の際の「動・静」のメリハリ 5

チーム衣装
○評価のポイント
・演舞テーマに沿った衣装であるか 5

表現力

○評価のポイント
・踊り子の表情の豊かさ
・踊り子の所作・踊りの表現の豊かさ
・大道具、小道具、旗の効果的な活用

5

演舞構成・
楽曲

○評価のポイント
・楽曲に合った効果的なフォーメーションを展開していたか
・ストーリー性に富み、演舞テーマに沿った構成だったか
・観客を引き付ける演舞であったか
・民謡がわかりやすく組み込まれていたか

5

【総合評価】 感動を与える演舞だったか 10

審査のポイント(全コンテスト共通)
感動を与える演舞であること

動作・鳴子の音・表情・所作などに静と動のメリハリがあること
楽曲に合った効果的な演舞構成であること



１）開催日時（予定）

2019年10月13日(日) 10:30～16:30

２）会場

・定禅寺通北側車線
「東京エレクトロンホール宮城」前～「三越定禅寺通館」前
幅6.5m × 長さ240m

３）ルール

［演舞方法］

・前進しながら演舞してください。
・合計3回演舞していただく予定です。
・スタートラインは踊り手の最後尾の立ち位置です。※先頭ではありません。
・先導する地方車は時速2～3km程度で進行します。停止はいたしません。

［その他］

・パレード会場での前口上は演出上の必要最低限（音出しのきっかけ等）として頂きますよう
お願いいたします。

・マイクの使用は2本・旗は5本までといたします。
・「定禅寺通中央緑道」は立入禁止となります（チーム待機として指定した範囲を除きます）。
・音源には事前に提出されたデータを使用いたします。
・曲と曲の間に余分な時間的空白が生じないようにしてください。
・パレード中のインターバル、休憩はできません。
・パレード終了後はスタッフの指示のもとすみやかにご移動ください。

４）お申込み方法

・エントリーの際にお申込みください。
※なお、パレードの申込は先着57チームとさせていただきます。

パレードへの参加を希望するチームは、お早めにお申し込みください。

全長約240mの会場で、3回（約80mずつ）演舞していただきます。
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パレード

1回目 2回目 3回目

ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン

最後尾

80m

ゴ
ー
ル
ラ
イ
ン

80m

80m×3回

80m



１）総踊り曲一覧（予定）

・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
・よっちょれ
・その他「とうほくYOSAKOI協議会」で使用している総踊り曲
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総踊り

ガイダンス&コンテスト抽選会

１）日時
7月6日(土) 14:00～16:00（受付:13:30～）

２）場所
せんだいメディアテーク スタジオシアター
〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町2-1

３）内容(予定)

【ガイダンス】
・チーム説明会後に確定した内容のご説明
・まつり当日についての連絡 等

【コンテスト抽選】
・各チーム演舞会場
・コンテストブロック、演舞順 等

せんだい
メディアテーク
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まつりまでのスケジュール

肖像権使用同意書
チーム写真

音源
チーム参加者名簿
コンテスト参加の

チームは
・演舞のテーマ
・民謡の情報の登録

も併せて締切

【実行委員点】として提出状況により
減点の場合がありますので締切を
守って頂きますようお願い致します。



≪お問い合わせの方法≫

■お問い合わせの際は、ホームページ（メール）・電話のいずれかでご連絡ください。

≪運営協力金について≫
■チームの都合によるキャンセル・人数変更の際の運営協力金の返金はいたしかねます。

≪雨天時について≫

■当まつりは、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。

■悪天候により当まつりが中止になった場合でも、基本的に運営協力金は返金いたしません。

≪交通手段について≫

■参加チーム用の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＞
※地下鉄１日乗車券の事前購入や一括購入をご希望の場合は、各駅の窓口で対応しています。

≪練習場所≫

■まつり当日の練習場所として「元鍛冶丁公園」をお使いいただけます。音出しは禁止です。
※市民広場会場の待機場所となります

≪更衣室≫

■まつり当日は更衣室をご用意する予定です。
STANDARD会議室 仙台勾当台店
仙台市青葉区一番町4丁目7-17 SS.仙台ビル5階（旧 小田急仙台ビル）A会議室
市営地下鉄南北線「勾当台公園」駅 南3出口 徒歩0分

≪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・スタッフ）の指示に従って行動してください。
■｢事故｣｢危険物｣｢不審者｣等を見かけられたら、最寄りの実行委員・スタッフにお知らせください。
■各演舞会場では、必ず会場担当スタッフ（実行委員等）の指示のもとご参加ください。

指示に従われない場合は、｢演舞中止｣を申し渡す場合があります。その場合は来年以降の参加を認めない可能性も
あります。

≪ボランティアご協力のお願い≫

■まつり当日は、多くのボランティアスタッフの皆さんのご協力によって運営しております。まつりを安全かつ円滑
に運営するために「当日ボランティア」をご紹介頂きますようご協力をお願いいたします。当日ボランティアの募
集開始は6月中旬を予定しております。

■「会場キレイ隊」「会場設営・撤収」等の「チームボランティア」につきましては、7月8日に開催するチームガイ
ダンスにて詳しくご説明いたします。
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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

〒980-0822 仙台市青葉区立町26-2
TEL 022-268-2656／FAX 022-268-2674
E-mail：d_info@michinoku-yosakoi.net
提出専用：team@michinoku-yosakoi.net みちのくちゃん

お願いとご注意

お問い合わせ

HP
Facebook
Twitter

http://michinoku-yosakoi.net/
https://www.facebook.com/Michinokuyosakoimatsuri/
@michiyosa


