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【神戸よさこいまつり学生実行委員会】
メール→ kobeyosa.team@gmail.com
ホームページ→http://kobeyosa1999.com/

神戸よさ公式キャラ
しんべえ

公式HP



★第20回神戸よさこいまつり 開催概要

8月30日(金)

ハーバーランドエリア

高浜緑地会場

スペースシアター会場

8月31日(土)

ハーバーランドエリア

高浜緑地会場

スペースシアター会場

デュオこうべ会場

9月1日(日)

垂水エリア

マリンピア神戸会場

舞子公園会場

橋の科学館南側デッキ会場

〇開催日時

令和元年 8月30日(金) 前夜祭 17：00～20；00

8月31日(土) 神戸ハーバーランドよさこいまつり 9：30～20：00

9月1日(日) 神戸垂水よさこいまつり 9：30～19：30

〇会場情報

★第20回神戸よさこいまつり コンセプト

Let’s 宴joy！
～みんなで神戸わっしょい～

踊り子たちのまつりに対する想いには、演舞を観てくださる方々への感謝や、共に演舞を作り
上げる仲間とともに全力で楽しみたいという高揚感があります。踊り子自身も、そしてまつり
に関わる全ての方々も、皆が一体となって宴のように楽しめるまつりにしたいという願いが今
年度のコンセプトに込められています。
また、本まつりの総踊り曲「神戸わっしょい」を、踊り子も観客も関係なくみんなに踊って

楽しんで欲しいという思いも込めました。
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★会場情報早見表

会場名 開催日時
演舞スペース
【幅×奥行き】

大旗 給水

ハ

I

バ

I

ラ

ン

ド

エ

リ

ア

高浜緑地会場
30日 18：00～20：00
31日 10：00～20：00

上段 18m×9m
下段 18m×5m

〇 ×

スペースシアター会場
30日 17：00～19：30
31日 9：30～19：00

12m×11m × ×

デュオこうべ会場 31日 10：00～19：00 15m×13m × ×

垂

水

エ

リ

ア

マリンピア神戸会場 1日 10：00～19：30 24m×14m 〇 〇

橋の科学館南側デッキ
会場

1日 10：00～18：00 18m×9m × ×

舞子公園会場 1日 9：30～18：00
上段 18m×9m
下段 18m×9m

〇 〇

※開催時間は予定です。変更になる場合がございます

★道具の使用について

大旗とは、ポール部分の全長が2メートル以上の旗とします。スペースシアター会場、デュ
オこうべ会場、橋の科学館南側デッキ会場では、安全のため大旗を振ることは禁止とします。
なお、振るという行為をせず、持つ（固定の状態）だけであれば使用していただけます。

幕の使用は、全会場禁止です。

小道具については、一人で扱えるものに限り全会場使用可とします。

※上段から下段、下段から上段に道具の受け渡しを行うことは、安全面を考え、禁止としま
す。

ご不明な点があれば、 kobeyosa.team@gmail.comにメール、または実行委員の澤田までLINE
でお問い合わせください。

mailto:kobeyosa.team@gmail.com


★ハーバーランドエリアについて

〇最寄り駅 （3会場共通）

・JR 神戸駅

・阪神 高速神戸駅

・神戸市営地下鉄海岸線 ハーバーランド駅

※いずれの会場も徒歩で移動が出来ます

・デュオこうべ会場 ：JR神戸駅改札東口 南側エスカレーター 下すぐ

・スペースシアター会場：デュオこうべ会場からハーバーセンター方面へ

JR神戸駅改札東口から徒歩5分

・高浜緑地会場 ：デュオこうべ会場から徒歩約15分

〇会場図

スペースシアター会場
更衣室・荷物置き場

デュオこうべ会場
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高浜緑地会場

JR神戸駅 改札出て右。
ここのエスカレーターを
降りてください



8月30日(金) 18：00～20：00

31日(土) 10：00～20：00

★高浜緑地会場

神戸の港の景色をバックに演舞でき、爽快感が味わえます。

演舞スペース
ステージ上段 18m×9m
ステージ下段 18m×5m

入退場
入場：上手（舞台向かって右）
退場：下手（舞台向かって左）

給水 なし

大旗の使用 可

マイク 2本

トイレ 海岸沿い中央（下写真）

〇注意事項

・ステージからは、決して飛び降りないでください。スロープを使って降りてください。

・コンチェルト（会場レストラン、フェリー）の待合室で涼むことは営業の妨害となりま
すので、ご遠慮ください。
(チームスタッフや保護者の方がよく注意されていますので、注意喚起をお願いします。)

・会場の近くにあるモザイクの二階へとあがる階段は構造上多くの人を支えられるように
できていません。損壊等により重大な事故へとつながる可能性がありますので、階段上に
大人数で立ち止まらないでください。

･モザイクのトイレを使用しないでください

5

トイレ



〇高浜緑地会場図

ポートタワー
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階段上での立ち止まりはおやめください。



8月30日(金) 17：00～19：30

31日(土) 9：30～19：00

★スペースシアター会場

バックには特大スクリーンがあり、画面いっぱいに映し出される臨場感たっぷりの映像ととも
に演舞を見てもらえます。

演舞スペース 幅12m×奥行き11m

入退場
入場：待機場所からバックボードを抜ける
退場：上手側（舞台向かって右）

給水 なし

大旗の使用 不可（持つだけは可）

マイク 2本

トイレ 次のページの図、右下のエスカレーターの下付近

〇注意事項

・安全のため大旗を振ることは禁止されています。ただし振るという行為をせず、持つ
（固定の状態）だけであれば、大旗でも使用していただけます。

・商業施設の前や通路など一般の方の迷惑のかかる場所での座り込みや待機、飲食はご
遠慮ください。

・ハーバーセンター神戸（スペースシアター会場の入っている建物）内での隊列確認は
禁止です。空きテナントであっても禁止です。

・指定された場所以外に旗や荷物などを置かないでください。

・3階以上の階は立ち入り禁止です。
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〇スペースシアター会場図
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スペースシアター2階から撮影 はけた後、この階段を上がってください。



8月31日(土) 10：00～19：00

★デュオこうべ会場

JR神戸駅から徒歩約2分の通行客でにぎわう商業施設内の会場です。

演舞スペース 幅16m×13m

入退場
入場：下手（舞台向かって左）
退場：上手（舞台向かって右）

給水 なし

大旗の使用 不可（持つだけなら可）

マイク 2本

トイレ 至神戸駅地下通路付近

〇注意事項

・安全のため大旗を振ることは禁止されています。ただし振るという行為をせず、持つ
（固定の状態）だけであれば、大旗でも使用していただけます。

・お店と駅の通路となっておりますので、通行を妨げないでください。

・周りがお店に囲まれた会場ですので、他の会場よりも音量は小さくします。ご了承くだ
さい。

・お店の迷惑になりますので、待機中は静かにしてください。

・事故の原因となりますので、階段、エスカレーターの出入り口付近で立ち止まって観覧
しないでください。
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〇デュオこうべ会場図
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ステージ上手側ステージ下手側

ステージ正面



★ハーバーランド更衣室・荷物置き場

〇更衣室・荷物置き場
更衣室・荷物置き場は同じ場所です。また、30日・31日の2日間は同じ場所です。

対象 場所 時間

男性
神戸ハーバーランド（株）

地下会議室
30日（前夜祭）
17：00～20：45

31日
9：00～20：45

女性
神戸ハーバーランド（株）

8階AV室

※更衣室、荷物置き場は男女ともにスペースシアター会場に隣接しています。場所がわ
からなければスペースシアター会場内のスタッフへお声かけください。スタッフが誘導
します。

〇注意事項

・必ず、20：45までに更衣を終え撤収してください。

・貴重品は各自で管理してください。盗難等には、一切の責任を負いかねます

・更衣室・荷物置場内及びその周辺での隊列確認、踊るなどの行為は他の利用者の迷惑に
なりますのでご遠慮ください。

・ゴミは必ず、各自でお持ち帰りください。部屋や置いてあるものを汚さないように気
を付けてください

・荷物の置き場所は、通路以外でしたらどこに置いていただいてもかまいません。マナー
を守り、譲り合いながらスペースを使いましょう。

・施設内にある机や椅子を勝手に動かさないでください。

・飲食は禁止です。

・更衣室内でのメイクは禁止です。

・更衣室の建物内にあるトイレは使用しないでください。
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★垂水エリアについて

〇最寄り駅 （会場により異なります）

・舞子公園会場、橋の科学館南側デッキ会場

JR 舞子駅 山陽電鉄 舞子公園駅 徒歩約5分

・マリンピア神戸会場

JR 垂水駅 山陽電鉄 山陽垂水駅 徒歩約10分 （※p20参照）

※マリンピア神戸会場⇔舞子公園会場 徒歩30分（およそ3㎞）です。安全のため2号線沿いを
使用せず、海岸沿い（遊歩道）を歩くようにしてください。

〇会場図

JR,山陽垂水駅橋の科学館南側デッキ会場

舞子公園会場

JR舞子駅
山陽舞子公園駅

マリンピア神戸会場
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9月1日(日) 10：00～19：30

★マリンピア神戸会場

階段状の観客席と巨大な円形ステージのある会場です。夜には7色に光り輝く明石海峡大橋を望
めます。神戸よさこいまつりのフィナーレはここで行われます。

演舞スペース 幅24m×奥行き14m

入退場
入場：下手（舞台向かって左）
退場：上手（舞台向かって右）

給水 あり

大旗の使用 可

マイク 2本

トイレ 更衣室付近の仮設トイレ

〇注意事項

・マリンピア神戸会場は20:00までに撤収を完了してください。全プログラムの終了時間が
19:30（予定）のため、すみやかに解散し、マリンピア神戸から退場してください。次回の
開催につなげるためにも何卒ご理解とご協力をお願いします。また、近隣の場所でたまっ
てミーティングなどを行わないでください。

・例年、マリンピア神戸会場は大渋滞が起こり、他の施設利用者、一般の方々の迷惑とな
りますので、お車でのご来場は、ご遠慮ください。

・会場は海に面しており、落ちると大変危険ですので柵を越えないでください。

・一般利用者がおられますので、買い物目的以外でお店には入らないようにしてください。
また、建物の入口付近で座り込んで休憩しないでください。

・総踊りの際、肩車などの危険行為はしないでください。

・垂水駅から出ているマリンピア神戸行きのシャトルバスは、一般のお客様のための送迎
バスですので、よさこいまつり参加者の皆さまは使用しないでください。

・演舞終了後は誘導に従って給水所まで速やかに移動してください。

・さかなの学校内のトイレは大人数を収容できないうえ詰まりやすいため、仮設トイレ
を使用してください。

・飲食店以外の店舗には、衣装・メイクを着用した状態で立ち入らないでください。
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〇マリンピア神戸会場図
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女
子
更

衣
室 さかなの学校

（荷物置き場）

ステージから見た客席客席から見たステージ

待機場所 はけ口



9月1日(日) 9：30～18：00

★舞子公園会場

海と明石海峡大橋をバックに踊れる会場です。屋台も並び、演舞以外でも楽しんでいただけま
す。また、隣接の舞子会場プロムナード８階展望ラウンジ、遊歩道より上空から演舞を観覧で
きます。

演舞スペース
ステージ上段 18m×9m
ステージ下段 18m×9m

入退場
入場：下手（舞台向かって左）
退場：上手（舞台向かって右）

給水 あり

大旗の使用 可

マイク 2本

トイレ 管理事務所内（一番混みます）、大型駐車場、地下駐車場内

〇注意事項

・舞台の後ろにバックパネルなどは設けていませんので、転落などには十分お気をつけく
ださい。

・公園内の駐車場は21:30に閉まります。お車でお越しの際はご注意ください。
なお、原則として公共交通機関をご利用ください。

・舞子公園会場とマリンピア神戸会場間を歩いて移動する場合は、2号線沿いではなく海岸
沿い(遊歩道)を歩くようにしてください。

・商業施設内のトイレは使用しないでください。

・エリア区分として設置しているコーンなどの備品を勝手に動かさないでください。

15地下駐車場入り口
（ステージ下手側の後方にあります）

舞子公園管理事務所
（ステージ後方にあります）



〇舞子公園会場図
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ステージ

ステージ正面 ステージ上手側ステージ下手側

入館料
大人300円
団体200円

高校生以下無料舞子海上プロムナード
涼しく休憩することが
出来ます。８階展望フ
ロアから演舞を観覧す
ることもできます☆展望フロアから見た舞子公園



9月1日(日) 10：00～18：00

★橋の科学館南側デッキ会場

海に向かって踊る、爽快感溢れる会場です。また、隣接の舞子海上プロムナード展望フロアよ
り上空から演舞を観覧していただけます。

演舞スペース 幅18m×奥行き9m

入退場
入場：上手（舞台向かって右）
退場：下手（舞台向かって左）
※昨年から変更しました※

給水 なし

大旗の使用 不可（持つだけなら可）

マイク 2本

トイレ
管理事務所内（一番混みます）、大型駐車場、地下駐車場内

※舞子公園会場と同じです※

〇注意事項

・安全のため大旗を振ることは禁止されています。ただし振るという行為をせず、持つ
（固定の状態）だけであれば、大旗でも使用していただけます。また使用は範囲制限がご
ざいます。詳しくはp18会場図をご覧ください。

・一般客のご迷惑になりますので、（衣装を着たままでの）橋の科学館内への立ち入りは
禁止します。橋の科学館内のトイレは使用できません。

・舞子公園内の駐車場は21：30に閉まります。なお、原則として公共交通機関をご利用く
ださい。

・ステージ上には段差（ウッドデッキ）があります。ウッドデッキ上での演舞は禁止です。

17
展望フロアから見た
橋の科学館南デッキ会場



〇橋の科学館南側デッキ会場図

明
石
海
峡
大
橋

橋の科学館

海

ベ
ン
チ

ウッドデッキ

演舞不可
旗・幕等は持つだけなら可

演舞スペース
18m×9m

チ
ー
ム
受
付

直
前
待
機
②

直
前
待
機
①

舞
子
公
園
会
場

はけ
入り

※退場の際、ステージ下手（舞台向かって左）にある階段を一番下まで降りていた
だき、海沿いの通路を歩いてください。また、途中にある階段で上に上がってくだ
さい※
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直前待機

受付

ステージ正面 ステージ上手ステージ下手
（はけ口）



★垂水エリア更衣室・荷物置き場

〇更衣室
垂水エリアでは、会場ごとに更衣室が異なります。

会場 場所 時間

マリンピア神戸 会場内の更衣テント 9:00～19:45

舞子公園 会場内の更衣テント 9:00～18:30

・マリンピア神戸会場は20:00までに完全に撤収していただきますので、 19:45までに更衣
室から撤収してください（全プログラム終了時刻19:30 ）

・橋の科学館南側デッキ会場には更衣室はありませんので、隣接の舞子公園会場更衣室を
ご利用下さい。

〇注意事項

・貴重品は各自で管理してください。盗難等には、一切の責任を負いかねます。更衣室で
荷物をお預かりすることはできません。

・更衣室での隊列練習はご遠慮ください・施設内での飲食は禁止です。

・ゴミは必ず各自でお持ち帰りください。部屋や置いてあるものを汚さないようにしてく
ださい。

・トイレでの着替えは、他の利用客や踊り子に迷惑がかかりますので必ず更衣室を利用し
てください。特に、マリンピア商業施設内での着替えは絶対にしないでください。

・施設内にある机や椅子を勝手に動かさないでください。

・更衣室、荷物置き場内でのメイクは禁止です。

〇荷物置き場

垂水会場の荷物置き場は、さかなの学校の研修室です。

使用可能時間は、9:00～ 19:45です。

当日はスタッフがおりますので、指示に従うようにお願いいたします。
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★JR垂水駅から、マリンピア神戸会場への行き方

JR垂水駅からマリンピア神戸へ、チームで移動される場合には、下記の図にあるA・Bいずれ
かのルートで歩いていただきますよう、よろしくお願いいたします。

A:JR垂水駅西口を南下するルート

B:JR垂水駅東口を南下するルート（おすすめ！）

※垂水駅からマリンピア神戸会場までは、徒歩で約10分です

（荷物置き場）

×印がついているルートを利用すると、交通渋滞等のトラブルの原因となりますので、ご協力
お願いします。
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①東口を出たら右にまっすぐ進む ②この歩道橋で西へ横断する

③西口からまっすぐ来るとこの交差
点に出ます。（垂水駅前）

④まっすぐ南下し、ここで右に曲がる

⑤西垂水会館を右に見ながらさらに
まっすぐ進む

⑥左手にマリンピア駐車場が見えてき
ても、ここでは渡らない！さらに進ん
だ先の横断歩道を渡ってください



★垂水エリアにバスでお越しになるチーム様

垂水エリア会場は商業施設・公共施設のため、駐車場を予約制とします。※先着順

まつり当日にバスで垂水エリアにお越しになるチームは必ず下記必要事項を記入したメールを
実行委員会に送ってください。駐車証を郵送でお送りいたします。

マリンピア神戸（臨時駐車場）：13台 無料

舞子公園：４台 ２時間まで1600円、以降１時間ごと400円

〇バス利用申請をする際の必要記入事項

・チーム名
・代表者氏名
・代表者連絡先（メールアドレス、携帯電話番号）
・代表者住所
・バスの利用台数

バス利用申請をする旨を記入の上、kobeyosa.team@gmail.com にメール、または実行委員の澤
田までLINEをお送りください。

〇バス利用申請の受付時間

7月8日（月）正午～7月19日(金) 正午
※先着順です。上限に達したら早めに締め切ることもございます。
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★たるみマルシェ・おまつり屋台

〇たるみマルシェ（舞子公園会場）

〇おまつり屋台（マリンピア神戸会場）

地元の婦人会さんによる食べ物屋台がたくさん出店されます。
からあげや焼きそばなど、 家庭の味もてなしてくれます。価格もとってもお手頃。おな
かが減ったら、おまつり屋台にいらっしゃい！！

神戸よさこいまつりの発祥の地の垂水を踊り子・観客のみなさまに知ってもらいたい！
「たるみマルシェ」が、今年も開催されることになりました。
地元でとれた野菜・お魚を使ったものなど、神戸や垂水でしか食べられないこだわりの味
がここにはあります。神戸のおみやげもありますよ。ぜひご利用ください。

23



★当日の流れ

会場にあるチーム受付で受付を済ませたうえで、演舞開始15分前までに待機場所にチーム全
員が集合できているようにお願いします。
人数が多いチームは、スタッフの誘導に従って待機場所に並ぶようにしてください。音源は
受付にてお預かりしますので、準備をお願いします。

待機場所にて待機している間に、事前に提出いただいた、マイクの使用本数や音出しのタイ
ミングなどに変更がないか確認します。
直前待機場所はかなりの騒音が予想されます。変更がある場合はメモなどに詳細を書いて渡
していただければ、スムーズに運営ができますのでご協力ください。

スタッフの指示で入場をしてください。

前のチームが退場し始めたら円陣を開始してください。会場MCの「次は○○です。どうぞ」
から、舞台から完全に退場するまでを6分間とします。
ステージ上には、センターポイントと演舞範囲の印を設けます。

スタッフの指示に従って速やかに退場してください。チーム受付にて音源をご返却しますの
で、担当者様は忘れないようにしてください。舞子公園会場、マリンピア神戸会場には、給
水ポイントがあります。ぜひご利用ください。
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その日の初回演舞開始の1時間前までに、本部で総合受付をしてください。メンバー全員が
そろっている必要はありません。チームの代表者1名以上でお越しください。時間を過ぎて
も来られなかった場合はお電話させていただきます。
【本部】
8/30・31……高浜緑地会場 9/1……マリンピア神戸会場

※総合受付は、参加日ごとに必要です。



★音源の取り扱いについて

○事前にお預かりする音源について

基本的には、事前にテスト用音源として音源をお預かりすることはありません。

慎重に音源の準備をしてください。

○当日使用する音源について

・当日は、各チーム2枚以上（最低でも1枚の予備）の音源をご用意ください。

・音源はCDに限ります。

・音源には、音出しのタイミングをご記載ください。

・当日の音源は各会場のチーム受付にて1枚ご提出ください。演舞後にご返却しますが、ト
ラブルが発生したときのことを考え、予備音源を各自で準備し、持ちまわってください。

・当日、音源を持ってきておらず、演舞ができなくなったとしても責任を負いかねます。
お気を付けください。

・また、音源には必ず一枚に一曲のみ入っている状態にしておいてください。
(同じディスク内の曲で、○番のあとに△番をかける等の演舞内容はお控えください。)
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★諸注意

○全会場禁煙です。当実行委員会が喫煙所を設けることはありません。また、会場周辺・会場
間の移動中も路上喫煙は控えてください。喫煙は灰皿が設置されているところでのみお願いし
ます。

○例年脱水症状で倒れ、救急車で運ばれる方がいます。チーム各自で飲み物を持参し、こまめ
に水分補給を行ってください。

○AEDは本部にあります。

○ゴミは各自でお持ち帰りいただくか、実行委員会の設置するゴミ箱に捨てるようにしてくだ
さい。また会場及び会場付近のゴミ箱は、使用しないでください。

○チーム代表者および連絡担当者の方は、メンバーの怪我などのトラブル時に備え、チームに
所属するメンバー全員の顔と名前を把握し、まつり当日には、いつでも本人確認が可能な状態
にしておいてください。大人数のチームは当日、名簿等をお持ちいただくことをお勧めします。

○神戸よさこいまつり会場内では、実行委員が今後の記録のため写真や動画を撮影します。そ
の中から、今後の公式ホームページ、イベント等の神戸よさこいまつりをPRする広報物に一部
使用することがありますが、ご了承下さい。

○出来るだけ公共交通機関をお使いください。また、マリンピア神戸会場は、大渋滞のため、
チーム様の到着が遅れる恐れがありますので、ご協力お願い致します。

○神戸よさこいまつりは、公共の場をお借りして祭りを運営しています。座り込む・道いっぱ
いに広がって歩く・大声で騒ぐなどの迷惑行為はご遠慮ください。また、総踊り中の肩車は危
険ですので、おやめください。常識を守り、節度のある行動を心がけて下さい。

○ドローンでの空撮は禁止です。ドローンの飛行を確認した場合はイベントを中断または中止
する場合があります

○高浜岸壁会場、マリンピア神戸会場、舞子公園会場での大旗の使用については、会場責任者
が強風等の天候条件により危険と判断した場合は、その使用を禁止することがあります。
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★参加費について

〇一人当たりの参加費（保険料が含まれています）

垂水区外のチーム 垂水区のチーム

大人（高校生以上） 1200円 500円

小人（少・中学生） 500円 100円

小学生未満 無料 無料

※お祭り期間中、同じ人が何日参加されても料金は一律です。

例１：垂水区以外のチームの大人が10人、本祭1日目と2日目の2日間参加する場合、参加料金は
12,000円です。

例2：垂水区外のチームで、2日間踊る人が10人、1日間踊る人が2人ならば合計12人参加となり、
参加料金は144,00円です。

〇保険について

参加人数に応じて主催者側でレクリエーション保険に加入しております。
また、参加者の中に負傷者がでた場合は、全参加チームに名簿の提出をお願いします。ご理解、
ご協力をお願いします。

★入金について

①参加人数分の参加費を指定の口座へお振込みください。
※お振込みの際は、口座名義ではなく、必ずチーム名でお願いします。最初の数文字でチーム
がわかるようにお願いします。

②入金後に、kobeyosa.team@gmail.comにメールまたは、実行委員の澤田までLINEをお送りくだ
さい。
※内訳・合計人数を明記のうえご連絡ください。メールの件名には必ず『参加費入金（チーム
名）』とご記入ください。

〇参加振込先

三井住友銀行 西宮北口支店（店番３７５）
普通預金口座 ４４０６１９７
口座名義：神戸よさこいまつり学生実行委員会

〇入金期限

2019年7月19日(金)

〇諸注意

・恐れ入りますが振り込み手数料はご負担ください。

・入金後に参加をキャンセルされた場合、いかなる理由であっても返金は致しかねますのでご
了承ください。

・入金が遅れた場合は運営に多大なる支障をきたすため、出場を辞退したものとみなす場合も
ありますのでご了承下さい。

・神戸よさこいまつり自体が気象警報などにより、中止になった場合においても参加費は返金
できませんので、あらかじめご了承下さい。

・入金後に参加人数が増えた場合、メールまたはLINEでご連絡ください。入金のご案内をいた
します。また、入金後に参加人数が減った場合でも、ご返金は致しませんのでご了承ください。

27

mailto:kobeyosa.official@gmail.com


★当日ボランティアスタッフについて

募集要項にてお願いしておりましたとおり、関西の学生チームは当日のボランティアスタッフ
を必ず最低１名出してください。

但し、対象は大学生が8割以上を占める、関西の学生チームとします。また、参加者数が50名以
上のチームには、出演日それぞれに2名ずつのご協力をお願いします。

対象 関西の大学生チーム

期間 チームの出演日 終日

人数
参加者50名以上…出演日それぞれ2名
参加者50名未満…出演日それぞれ1名

※下記参照※

出演
ボラスタ担当会場のみ出演可能

※参加費不要※

服装
スタッフTシャツを支給
（下半身は衣装でも可）

〇ボラスタの人数
・参加者50名未満、本祭1日目のみ出演：1日目に1人
・参加者50名未満、本祭1、2日目に出演：各日1人ずつ（のべ2名）
・参加者50名未満、前夜祭含め計3日間出演：各日1人ずつ（のべ3名）

・参加者50名以上、本祭1日目のみ出演→1日目に2人
・参加者50名以上、前夜祭含め計3日間出演：各日2人ずつ（のべ6名）

※複数日出していただく場合は、別日は別の方でも構いません。ただし、１日の内では、同じ
方でお願いいたします。

（例）○1日目A氏、2日目B氏
×1日目A氏、2日目午前A氏・午後B氏

※終日参加可能な方でお願いいたします。

対象チームは、7月19日（金）までに kobeyosa.team@gmail.com にメール、または実行委員の
澤田までLINEにて申請をしてください。

その際、
・スタッフ氏名
・携帯電話番号
・LINE ID またはQRコード
・Tシャツサイズ
・希望担当会場（第１希望まで） をご記入ください。

※情報共有のため、ボランティアスタッフの皆さんでLINEグループを作ります。
※8月10日までにLINEグループにて担当会場をお伝えいたします。
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★よくあるご質問

Q1. 演舞順はいつ、どのように発表されるのですか？

A.7月1日に発表予定です。参加チームには演舞時間表をLINEまたはメールにてお知らせします。
また演舞時間表はホームページにも掲載します。

Q2.演舞順はどのように決めているのですか？また、時間などの希望はどの程度通りますか？

A.演舞表は、申し込みの際にご記入いただいた参加希望会場、および会場間での移動等に配慮し
た上で、演舞順を組んでいます。

プログラムの順番や演舞時間に関しましては、原則として希望はお受けできませんのでご了承
ください・

Q3.ハーバーランドからマリンピアまでの移動時間を教えてください。

A.モザイク（高浜岸壁会場付近）から神戸駅まで徒歩10分、JR神戸駅から垂水駅まで18分、垂水
駅からマリンピア神戸まで徒歩12分の計40分程となります。団体での移動の場合は、もう少し
時間が掛かります。

Q4. 総踊りにはどの曲を使用するのですか？

A.「神戸わっしょい」、「くるくる丼」、「南中ソーラン」、「相模原乱舞」、｢うらじゃ音頭｣、
「エビバディこいや」など、全国各地の総踊りの曲を使用する予定です。

Q5.雨天の場合開催しますか？

A.原則雨天決行です。ただし、神戸市内に大雨・洪水・高波・高潮のいずれかの警報が発令され
た場合は中断または中止する場合があります。

中止が決定した場合、8月30日は午後3時、8月31日・9月1日は午前7時までに担当者様にご連絡
いたします。また公式HPに中止の旨を掲載いたします。

Q6.イベント途中に警報が発令された場合、中止になりますか？

A.神戸市に大雨、防風、波浪、高潮のいずれかの警報が発令した場合、発令後1時間はイベント
を中断いたします。1時間経過しても警報が発令されていた場合はイベントを中止します。1時
間以内に警報が解除された場合は、解除から1時間後に全会場で演舞表の時間通りに再開します。

※中断後、中止または再開することが決定し次第各会場にてアナウンスいたします。

※中断後に再開した場合は、一部のチームは演舞することが出来なくなります。

※雷鳴時には大旗の使用を禁止したり、演舞を一時中断する場合がございます。

Q6.チームカメラマンの撮影場所はありますか？

A.全会場ご用意いたします。

総合受付で各チーム１つ腕章をお渡しいたしますので、その腕章をつけている方のみご使用い
ただけます。ご使用はご自分のチームの演舞中のみとし、演舞が終わり次第次のチームの方と
交代してください。

Q7 ,総合受付では何をしますか？

A.緊急連絡先、参加人数の最終確認を行います。スムーズに進めるため、総合受付に来られる方
は、緊急連絡先（名前・電話番号）、参加人数を把握しておいていただきますようお願いいた
します。
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★ よさこい普及プロジェクト（常時開催）
～もっと地域に根付いたおまつりに～

神戸よさこいまつり学生実行委員会では数年前から、垂水区を中心に地域施設や団地に赴き、
よさこいを伝えていこうという活動をしています。昨年度は開催地域のみなさんとよさこいを
通じて交流することができました。

この活動は、福祉施設・児童施設・地域のおまつりなどへ赴き、踊りの披露や総踊りの振り落
としをして地域のみなさんと関わっていくことを目的としています。

今年度も有志の合同チームでボランティアを行います。

遠方から神戸よさこいまつりへと参加される方も多いと思われますが、ぜひ当日以外にも神戸
に踊りにいらして下さい。

○内容

児童館、病院などの施設を訪問し、よさこい演舞、総踊りなどの簡単な踊りを一緒に踊ります。
併せて訪問先での活動補助を行います。(例：児童館で子どもと遊ぶ、福祉施設で移動の手伝い
など)

○活動期間

2020年3月末日まで随時実施

(活動自体は任意ですので、3月末までずっと参加しなければならないというわけではありませ
ん。)

○活動日時

土・日・祝 9:00～18:00のうちの2時間程度

8月中は平日に活動することもあります。

○普及活動をするまでの流れ

1.普及活動に興味のあるチームの代表者に、実行委員会がボランティアセンターから来た依頼の
情報をお知らせします。

(最初の情報は、日程や場所などの大まかなものです。)

・依頼の引き受けは、最初の情報メールの一週間以内にお願いします。(参加人数は確定してい
なくてもかまいません。)

・細かい内容は依頼主とボランティアセンター、実行委員、チームとのやり取りの中で決めて
いきます。

2.企画当日の2週間前までに参加人数を確定していただき、実行委員が保険の手続きをします。
(保険料は実行委員会が負担いたします。)

3.チームの代表者と実行委員が連絡を取り合い、当日へ向けた話し合いをしていきます。
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（参考）☆過去の活動☆

２０１６年度

８月４日：高丸学童

８月１９日：舞子台ホーム

８月２２日：北舞子ふるさと夏祭り

８月２３日：ニチイケアセンター神戸西舞子

８月２６日：神戸市立乙木児童館

１０月１２日：大丸須磨店３５周年記念「スマサイ秋」

１１月２９日：神陵台フェスティバル

２０１７年度

８月２４日：神戸市立乙木児童館

○その他備考

活動には実行委員も参加します。

また無償の活動なので、交通費等は自己負担になります。ご了承ください。

【参考ホームページ】

神戸市垂水区社会福祉協議会…http://www.tarumi-csw.or.jp

ボランティア保険について…http://www.tarumi-csw.or.jp/03volun/vl_08.html
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