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1）YOSAKOIさせぼ祭りとは？

�1997年、佐世保市内の有志が集う自由な朝会議の席に、1本のビデオテープが持ち込まれま

した。

�「YOSAKOIソーラン祭り」の映像から発せられる熱気に魅了された人々は、約40名の視察団

を組み、早速第6回のソーラン祭りを体感し、その感動を佐世保でも拡めたいと考えました。

�その年の秋に行われた「おくんちさせぼ祭り」の中で、2チームが初めてよさこい様式の演

舞を披露、翌年（1998年)第1回ダンスバトルとして産声を上げます。

�2000年からは「YOSAKOIさせぼ祭り」と名称を変更し、現在に至ります。

�初年度6チーム、約500人の踊り子からスタートした祭りも、年を経るごとに規模を拡大し、

昨年の第17回大会は、北は北海道、南は鹿児島、また韓国からの参加も含め、175チーム、

約7,000人の踊り子が参加する全国有数のよさこい祭りとして成長し、進化を続けています。

�「また観たい、また来たい、また踊りたい」を基本コンセプトに、よさこいの原点である

鳴子踊りを尊重しつつ、自由で個性溢れる演舞表現を奨励し、よさこいを通じて地域間の連

携や人と人との繋がりをより強くしたいと考えます。

�今年度は「集え！拡がれ！！響きあえ！！！」のテーマのもと、

西日本最大級のよさこい祭り、「第18回YOSAKOIさせぼ祭り」を開催いたします。
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2）YOSAKOIさせぼ祭りの魅力！

西海国立公園 九十九島
＆ ハウステンボス

させぼ祭りは会場ロケーションにとこと
んこだわります！観光地や護衛艦を
バックに踊る海上自衛隊倉島岸壁会場
など演舞をしながら「みなとまち佐世保」
の魅力に触れていただきます。	

西日本最大規模！

参加175チーム（2014年）は、全国でも
五指に入る規模。第20回記念大会では
200チームを目指しています。	
たくさんのチームと競い、踊り子と触れ
合ってみませんか。	

グルメ満載！
佐世保バーガー、レモンステーキ、
護衛艦カレー、九十九島カキ・・・	
お祭りには食の楽しみも欠かせま	
せん。長崎県の食が堪能できる	

 「グルメ横丁」もお楽しみに！	

日本一長いアーケード
「20万都市では日本一元気！」と評
される活気が溢れるまち。なが～い
商店街アーケードを練り歩く会場
は、観客との距離も近く、ついつい
張り切りがち。スタミナ勝負です！	

青春グランプリ
7回目を迎える学生による学生のた
めの大会。地元の大学生が中心とな
り運営しています。今年から“青春グ
ランプリ枠”としてファイナルステージ
への出場権が与えられます。	

5,000人の総踊り
土曜日の夕方、ほぼ全チームが
アーケードを埋め尽くす！観客を巻
き込んでの総踊りは、祭りの一体感
が味わえる佐世保ならではの企画
です。	

圧巻！！
ファイナルステージ

大賞の「まとい」をかけて最後のス
テージへ。メイン会場超満員の観客
と踊り子が息をのむ中、今年の大賞
チームの楽曲が鳴り響きます。	

よさこいファン必見！！	

おもてなし
祭りを支えるボランティアとスタッフ
は延べ1,000人超。運営はもちろん、
一般審査員や市民による個人賞な
ど、まち全体でお迎えします。	

 土曜日の夜の「大交流会」も最高！	
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3）第18回YOSAKOIさせぼ祭り開催概要

【主�催】

YOSAKOIさせぼ祭り実行委員会

【後�援】

長崎県・佐世保市・佐世保商工会議所・佐世保市教育委員会・海上自衛隊佐世保地方隊・

NHK長崎放送局・NBC長崎放送・KTNテレビ長崎・NCC長崎文化放送・NIB長崎国際テレビ・

テレビ佐世保・長崎新聞社・西日本新聞社・読売新聞西部本社・毎日新聞社・朝日新聞社・

FMさせぼ・FM長崎・ライフさせぼ・ならでわ�� (以上予定・順不同)

【協�力】

（公財）佐世保コンベンション協会・佐世保商工会議所青年部・（一社）佐世保青年会議所・

させぼ中央商店街連合会（四ヶ町・玉屋・三ヶ町）・山県町自治会・JR佐世保駅・

九十九島パールシーリゾート・ハウステンボス・させぼ五番街・佐世保市交通局・

佐世保市PTA連合会・九州電力・佐世保共済病院・親子広場「よんぶらこ」・

佐世保旅館ホテル協同組合・NPO法人Soup-Upさせぼ

(以上予定・順不同)

【会�場】

名切お祭り広場・体育文化館・さるくCity4○3アーケード(中央商店街)・島瀬公園・

中央公園通り・九十九島パールシーリゾート・佐世保駅前広場・サンプラザ松浦公園・

山県町・ハウステンボス・海上自衛隊倉島岸壁・させぼ五番街 (以上12会場予定)

【開催日時】 （予定）
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4）応募要件

【応募要件】

① 鳴子を鳴らすこと。

② 楽曲、踊りの中に地域性を表現していること。

③ 演舞時間が口上を含め、4分30秒以内であること。

【参加費】

・大人1,500円�・�中人（中高校生）800円�・�小人（小学生以下）500円

【参加申込受付期間】

平成27年7月1日(水)�〜�7月31日(金)�
≪名切お祭り広場メインステージで演舞出来るのは、先着150チーム≫となっております。

お早めにお申込ください。

【ボランティア】

長崎県内（離島を除く）のチームは、1日3名の運営スタッフ（当日の会場運営をお手伝い

いただきます）の派遣をお願いします。
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5）審査について

■審査のカテゴリー

 20名以上のチームを原則とし、  19名以下のチームを対象とし、  学生の、学生による、学生

 「ステージ」と「パレード」の  「ステージ」演舞の評価と「パ  のためのコンテスト。

 一次審査を経て、上位チームは  レード」進行の可否を問います  次代を担う若者による手作

 ファイナルステージに駒を進め ⇔  。各審査ブロックの代表チーム  りの大会では「青春グラ

 ます。ライトアップされたメイ  による決勝を行い、「U-20チャ  ンプリ」チームを競うだけ

 ン会場の大観衆の中、18回目の  ンピオン」を決定します。  でなく、お楽しみ企画満載

 栄光のまといを手にするのは、  です。

 どのチームか？

■本選審査について
群舞としてのよさこいの魅力を「ステージ」と「パレード」で表現し、演舞・楽曲・衣装など、

その総合力を評価します。よさこいの原点である鳴子踊りを重視しながらチームの個性や創造性、

溌溂さに着目して審査します。

市民審査員による第1次審査、識者によるファイナル審査を経て、YOSAKOIさせぼ祭り「大賞」以下、

各賞を決定します。

【第1次審査】

≪ステージ審査≫ 10月17日（土）・18日（日）� （体育文化館会場）

一般公募による市民審査員が上記の審査項目を元に、総合的に評価したものを点数化（最高100点）

します。また以下の要件を満たしたチームには加点がなされます。

�① 演舞の中で鳴子を鳴らす�…�（10点）

② 口上を含め4分30秒以内（MCの「どうぞ」からチームの演舞終了挨拶までを計測）…（10点）

③ 演舞構成人数が30名以上�…�（10点） <最高点�130点>

≪パレード審査≫ 10月17日（土）・18日（日） （中央公園通り会場）

定められた区間を地方車（じかたしゃ＝音響車）の先導で前進しながら演舞（3回）し、定まったタ

イム（4分30秒）で通り抜けます。踊りながら練り歩くパレード演舞は観客との距離も近く、ステー

ジ演舞とは異なる魅力があり、させぼ祭りとしても充実させたい演舞形式です。

パレード演舞では、演舞の評価の中でも以下の3項目に着目します。

一般公募による市民審査員が、上記の項目を元に評価したものを点数化（最高50点）します。

また加点要件は≪ステージ審査≫の①と③と同じですが、②は次頁をご参照ください。

≪最高点�80点≫

学生チームであれば併願可能

極端な駆け抜けや長時間での定点演舞をせず、進行がスムーズに出来ているか。

縦長の隊列でありながら、全体的にバランスの取れた表現構成になっているか。

演�舞 楽�曲 衣�装 感�動

…

≪U-20（アンダー20）審査≫

…進�行

≪本選審査≫

表現力

構�成

観客
アピール

沿道の観客にいかにアピールが出来たか。

≪青春グランプリ≫

審査を希望するチームは「本選」または「U-20」審査のいずれかを選択

…
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【パレードの方法】

▼スタート地点、及びゴール地点

スタート地点 ゴール地点

※地方車は（基本的に）一定のスピードでゆっくりと前進します。

★旗隊等も含めた、踊り隊全員がスタート地点に入ったところからスタートします。

★旗隊等も含めた、踊り隊全員がゴール地点を抜け切った時点でゴールとします。

※ 演出に関わる旗、鳴り物等の小道具は使用可能ですが、運営に支障をきたすような演出（スタート準

備に時間がかかるなど）は禁止とします。

【第2次審査(ファイナルステージ)】 10月18日（日） （名切お祭り広場会場）

第1次審査から選出された16チームとセミファイナルコンテストから進出した1チーム、

それに青春グランプリ枠の1チームを加え、合計18チームを対象に、各界を代表する方々が

本審査員となり審査を行います。

  ＜イメージ図＞

�◎第1次審査（体育文化館会場＋パレード会場）

�

セミファイナルコンテストとし

Dブロック

18日（日） Fブロック

Aブロック Bブロック Cブロック

Eブロック

Gブロック

Eブロック

ックに限り、各3位チームの敗

者復活により、ファイナル進出

の1チームを選びます。

Aブロック Bブロック17日（土）

約 70 m

Cブロック

て、10月17日(土)演舞の5ブロ

Hブロック

Dブロック

上位16チーム（8ブロック×2チーム）

敗者復活による1チーム

敗 　者  　　復 　活	
ファイナルステージへ

【１チーム進出】

◎第２次審査ファイナルステージ

◎セミファイナルコンテスト１チーム
進出！

４分３０秒以内で	
抜け切ること。	

少人数の
チーム	

大人数のチーム	

地方車	

地方車	

地方車	

地方車	

パレード	  
進行方向	

（進む距離は同じ）	

各
賞
決
定

青
春
グ
ラ
ン
プ
リ
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■U-20（アンダー20）審査について
19名以下での参加チームを対象とし、お祭りの熱気が間近に伝わる街中で演舞を競います。少人数な

がら観客を魅了するパフォーマンスを期待します。審査希望のチームをいくつかのブロックに分け、

各ブロックから1位通過のチームにより、再び最優秀チームを選ぶ決勝を行います。

【審査のポイント】

≪ステージ審査≫ 10月17日（土）・18日（日）�� （島瀬公園会場）

定められたエリア内にてステージ演舞を行い、一般公募による市民審査員が、以下の審査項目を元に

評価したものを点数化（最高50点）します。

≪パレード審査≫ 10月17日（土）・18日（日）� （アーケード会場）

定められた区間を地方車（じかたしゃ＝音響車）の先導で前進しながら演舞（4回）し、定まったタ

イム（4分30秒）で通り抜け、支障なく進行出来たことを評価します。（加点�50点）

※進行方法については、本選審査のパレード要項に準じます。

≪採点と決勝≫

ステージ審査（最高50点）とパレード審査（50点または0点）の合計評価により選ばれた各ブロック

から1位通過のチーム同士で、再びU-20決勝戦（島瀬公園会場にてステージ演舞）を行います。

≪表彰≫

最優秀チームを「U-20チャンピオン」として表彰し、また名切メイン会場にて行われる本選ファイナ

ルステージの審査集計中に、大観衆の前で演舞をご披露いただきます。

■青春グランプリについて

学生（高校・大学・専門学校）を主体とする編成のチームが対象です。

企画・進行とも学生が自主的に関わり、若い世代の感覚でお祭りを盛り上げる企画です。

【審査】 10月17日（土）����� （名切お祭り広場会場）

予選を勝ち抜いたチームがメイン会場に集結し、その演舞を各界で活躍する若手の皆さんに審査

していただきます。

なお、今年度より「青春グランプリ」チームはファイナルステージへの出場権が与えられます。

若さ・躍動感・メッセージ性など学生らしい演舞を評価し、「第7回青春グランプリ」チームを

決定します。

■ジュニアステージについて

小中学生のチームを対象として、別途募集いたします。

身近に見える踊り子の表情や仕草が生き生きとしていることなど。

4分30秒以内の演舞の中で、効果的なスペースの活用また展開の工夫を行っているか。

振�付

構�成

…

…

表�情

振付の斬新性、オリジナリティー、また鳴子をきちんと取り入れているか。

…
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6）賞について

各部門について、以下の賞を予定しています。

□ 本選審査 ○ YOSAKOIさせぼ祭り大賞 1チーム

○ 準大賞 2チーム

○ 市川森一特別賞 1チーム

○ 敢闘賞 4チーム

□ U-20審査 ○ U-20チャンピオン賞 1チーム

○ U-20ブロック賞（ブロックの数による） 数チーム

□ 青春グランプリ ○ グランプリ 1チーム

○ 準グランプリ 1チーム

○ 3位から5位 3チーム

○ ダンス力コンテスト 各1チーム

（クリエイト部門・テクニカル部門）

□ ジュニアステージ ○ ジュニアグランプリ 1チーム

○ 各賞 数チーム

□ 参加全チーム対象 ○ 新人賞 1チーム

○ 感動賞 1チーム

○ 特別賞（煽賞＝あおり） 1チーム

○ 特別賞（興賞＝演出） 1チーム

○ 特別賞（粋賞＝衣装） 1チーム

○ それいけ旗隊アピール賞 1チーム

○ 会場賞 各1チーム

（九十九島パールシーリゾート・ハウステンボス・

島瀬公園・倉島岸壁・させぼ五番街など）
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7）YOSAKOIさせぼ祭りへの道 YOSAKOIさせぼ祭り参加までのスケジュールは下記のとおりです。

1 平成27年7月1日（水）�〜�7月31日（金）まで

2 平成27年7月1日（水）�〜�7月31日（金）まで

実行委員会にて、YOSAKOIさせぼ祭りのガイドブックを作成し、祭りを盛り上げます。

チームの大いなる告知の場ですので、チーム紹介はもちろんのこと、いろいろな企画にも

ご参加ください。

締切までに提出が無い場合、印刷の都合上、チームデータはガイドブックに掲載されません。

チーム写真をデジタルカメラにて撮影される場合、画質の設定は高精細のもので撮ってください。

なお、写真および写真データは返却いたしません。

3 平成27年8月29日（土）�14:00〜

場�所：中央公民館 講堂�（佐世保市常盤町6-1�0956-24-5571）

このガイダンスにて、祭り当日の詳細説明及び≪審査ブロック≫の抽選を行いますので、

必ず、ご参加ください。

連絡がなく欠席の場合は、祭りの参加をご辞退いただく場合があります。

遠隔地のチームで、止むを得ず、説明会に出席できない場合は実行委員会事務局へご相談ください。

尚、出席できないチームの演舞スケジュールに関しては、実行委員会にて抽選させていただくこと

になります。

4 平成27年9月16日（水）まで

演舞する楽曲を1曲収録したCD、5枚を事務局宛に送付ください。

楽曲についての著作権等については各チームの責任で処理してください。

5 平成27年9月16日（水）まで�※長崎県内チームのみ(離島を除く)

長崎県内のチームは、本祭り運営スタッフを1日につき3名を派遣してください。

3名については、参加チーム説明会時に配布する名簿に詳細を記入の上、FAXまたはメールにて送付

願います。（当日の会場運営をお手伝いしていただきます）

参加申込書受付期間

楽曲の提出

ガイドブック原稿の提出

参加チームガイダンスへの参加

運営スタッフ名簿の提出

◎バス（西肥バス）
　　佐世保駅から約6分
　　松浦町バス停下車

◎車
　　佐世保駅から約3分

◎徒歩
　　佐世保駅から約30分

※松浦公園そば

ココ	
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6 平成27年9月30日（水）まで

参加チーム説明会で配布する「振込明細書」に人数内訳を記入し、FAXにて送付ください。

親和銀行本店�普通預金口座�2386243

YOSAKOIさせぼ登録�会計�川﨑�伸一

注意：①参加費は踊り子、煽り、旗等、踊りを構成する全ての人が必要です。

（チームを支援するスタッフ等は含まれません）

���②振込手数料は各自ご負担下さい。

���③参加人数が申し込み時より増えた場合は、増加分を本祭り当日に受付にてお支払いください。

���※参加人数が減少した場合の差額は返金いたしかねます。

7 平成27年9月30日（水）まで

加入証書の写し（名簿は不要）を事務局宛にご提出ください。本祭り期間においての参加者の事故、

ケガ等に対しては、実行委員会並びに各会場は責任を負う事が出来ません。学生等で、学校の保険

が祭り参加における事故に適用できる場合は証明できるものをご提出ください。

8 平成27年9月30日（水）まで

佐世保市営バスが1日乗り放題のバス券を発行します。

指定日1日限り乗車可能で、大人500円・子供250円

参加チーム説明会時に配布する申込書に記入の上、ご提出ください。

9 平成27年10月4日（日）�19:00〜

※長崎県内チームのみ(離島を除く)

場�所：アルカスSASEBO�3F大会議室�（佐世保市三浦町2-3�0956-42-1111）

運営スタッフの皆様に、祭り開催期間中の担当や運営等の説明を行います。

（当日は、登録された方全員のご参加をお願いします）

10月16日（金）

�  17日（土）

    18日（日）

参加費の振込

傷害保険加入証明書の提出

市バス券申込書の提出

運営スタッフガイダンスへの参加

いよいよ本番！！ 前夜祭

第18回YOSAKOIさせぼ祭り 本 祭
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8）その他

■連絡手段について

祭りの準備期間中は、携帯及びパソコンへのメールにて情報交換を行います。

祭り開催中の連絡は、全て携帯メールにて行います。

「連絡担当者」「当日責任者」「当日副責任者」の欄には、必ず携帯メールアドレス、PCアドレス

を記入してください。

尚、PCからのメール受信拒否を設定されている方は、恐れ入りますが解除をお願いいたします。

■チーム交流会のご案内

今年も楽しい交流会を開催予定です。佐世保ならではの食材・おもてなしでご準備致しております。

参加チーム説明会で配布する「チーム交流会申込書」に人数を記入し、FAXにて送付ください。

■前夜祭（10月16日/金）への参加について

①開催時間の制限により、先着30チームとさせていただきます。

②前夜祭当日に、運営スタッフを3名以上出していただけるチームに限らせていただきます。

■ハウステンボス会場について

プログラムの関係上、演舞チーム数が限られています。

演舞を希望されるチームは、参加申込書【1】の所定の欄にご記入ください。

希望数によっては、ご希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください。

※日曜日のみ参加で、審査を希望し、ハウステンボス会場を希望されるチームについては、

� 移動時間の関係上、演舞回数が少なくなる場合があります。

※衣装を身につけていない方は、入場料（1,000円）が必要です。

■個人情報管理について

申込書に記載していただいた個人情報は、外部へ漏らしたりすることのないよう責任をもって管理

いたします。

■お願いとお断り

①貸切バスで参加のチームは、そのバスにて各会場へ移動してください。ご協力お願いいたします。

②当祭りの普及振興のため、画像、映像等を多方面で使用いたします。

③原則として、各会場には着替え、手荷物保管所はありません。

④このお祭りは、たくさんのボランティアや運営スタッフのご協力により運営されております。

   参加者、スタッフと共に協力し合い、マナーやモラルを守り、楽しいお祭りに致しましょう。

※迷惑行為等があった場合は、演舞をお断りさせていただきます。

■申込後の変更について

参加申込後の内容変更（参加日時や審査区分等）については、プログラム作成上、

参加申込締切日と同様、7月31日（金）までとさせていただきますので、ご注意ください。

9）提出締切一覧表

1  参加申込書

2  ガイドブック掲載用原稿

3  ガイドブック掲載用写真（1枚）

4  ガイドブック用チーム衣装図鑑（希望者のみ）

5  C D  （5枚）

6  運営スタッフ名簿（県内のみ）

7  参加費振込／明細書

8  保険加入証明書

9  市バス券申込書

●送付先及び問合せ先 
〒857-0852 �長崎県佐世保市干尽町2-5 
観光交流センター2F�Soup-Upさせぼ内

TEL 0956−33−4351

FAX 0956−33−1133

E-mail touroku@yosa.jp
YOSAKOIさせぼ祭り実行委員会�あて

9月30日 （水）

9月16日 （水）

7月31日 （金）

平日
9:00	  

	
18:00
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●あなたのYOSAKOI写真にYOSAKOIさせぼ祭りへの
 メッセージを添えてご応募ください。
●写真裏に氏名（ペンネームOK）、 年齢（無記入も可）、 
 チームの名前とメッセージを記入してください。
 メッセージは30文字以内。 
 30文字を越える場合はこちらで編集します。
●デジカメ画像はメールに添付してください。 
 上記内容は通信欄に記入の事。
●写真の返却はいたしません。

こんにちは。 YOSAKOIさせぼ祭りガイドブック編集部です。 
ガイドブックにもにぎわいをという事で、祭り参加の記念に
参加してみるのはいかがでしょう。

掲載は一人1枚。 多重投稿しても載りません／集団写真より
個人を優先して掲載します／記入もれはボツ対象。
メッセージあっての企画です。 集合写真も写っている人の
名前をしっかり記入してください

笑顔と元気が一番!!
させぼ大好き
よかたい娘で～す 
後藤澄子（59）
（久留米よかたい）

記入は油性マジックで。
水性ペンは印画紙に
定着しません。

すべての〆切は 7月31日□金 まで 

第18回YOSAKOIさせぼ祭りガイドブック

投稿大募集!

投稿
部門01

投稿
部門01 投稿

部門03

投稿
部門02

り
よ
真
写
載
掲
の
去
過

YOSAKOIさせぼ祭りのホームページに応募フォームがありまーす

粋（すい）
「和合」の意味や夫婦のつ
かいでそれを表すのがつ
がいの蝶々。
 いつも月をモチーフにし
ているので粋らしく粋な
Ｔシャツです。
モデル：よしえ

り
よ
真
写
載
掲
の
年
昨
一

写真とは別の紙に書いてね

●今年製作した衣装写真（全体とチャームポイント部分の２枚）と
 別紙に紹介文・チャームポイントを添えて応募ください。 
 チーム名、モデル名（ペンネーム可）と紹介文を忘れずに。
 紹介文は80文字・チャームポイントの説明は40文字以内。 
 文字数を越える場合はこちらで編集します。
●デジカメ画像の場合はメールに添付してください。 
 上記内容は通信欄に記入の事。
●写真の返却はいたしません。

衣装図鑑2015
大募集

投稿
部門03
●今年製作したＴシャツ写真と別紙にメッセージを
 添えてご応募ください。
●チーム名、モデル名（ペンネーム可）とTシャツの
 紹介文を忘れずに。紹介文は80文字以内。 
 文字数を越える場合はこちらで編集します。
●デジカメ画像はメールに添付してください。 
 上記内容は通信欄に記入の事。
●写真の返却はいたしません。

Tシャツ図鑑2015
大募集

応援メッセージ
大募集

つわの風雅蒼淙
（島根県鹿足郡）

小京都津和野をアピールし
ます。
チャームポイント：
「鷺舞（さぎまい）」の「羽」
を取入れた右そで。
モデル：サーヤ

り
よ
真
写
載
掲
の
去
過

YOSAKOIさせぼ祭りのホームページに応募フォームがありまーす

写真とは別の紙に書いてね




