
 

 

 

 

 

 

 

第 1６回たかさき雷舞フェスティバル 

参 加 要 項 
 

 

 

  （１）開催概要 

  （２）参加ルール 

  （３）コンテストについて 

  （４）参加申込み手続き 

  （５）当日までのスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たかさき雷舞フェスティバル実行委員会事務局 

〒370-8501 群馬県高崎市高松町 35番地 1 

        （高崎市役所 観光課内） 

TEL 027-321-1257（直通） FAX 027-325-4879 

E-mail : kankou-event@city.takasaki.gunma.jp 



 

 

 

 

【名  称】 第１６回たかさき雷舞フェスティバル～群馬よさこい～ 

【会  期】 令和元年１０月１３日（日） 

【会  場】 もてなし広場会場 （メインステージ会場） 

       高崎オーパ前会場（サブ会場）他 

 

【実施内容】 ・コンテストの開催 

         賞金総額５０万円以上のグランプリをはじめ、多彩な賞を設定 

・もてなし広場会場（メインステージ会場） 

         大型ステージにて雷舞パフォーマンスを実施 

       ・流し踊り会場（パレード会場） 

         各チームによる流し踊りを実施 ※会場は調整中 

       ・高崎オーパ前会場（サブ会場） 

         高崎駅と高崎オーパを繋ぐペデストリアンデッキ上で演舞 

       ・飲食ブース・物産ブースの展開 

         こだわりのお店や雷舞グッズの販売等 

       ・おもてなし企画 

         チーム衣装をモチーフにしたチームオリジナルだるまをプレゼント 

         チームオリジナルだるまをモチーフにした缶バッジもプレゼント 

         参加チームにもてなし広場飲食ブースで使用できる１万円分の食事チ

ケットをプレゼント 

 

【主  催】 たかさき雷舞フェスティバル実行委員会（事務局：高崎市観光課） 

 

【ホームページ】 http://www.takasaki-live.com 

 

【趣  旨】  『雷舞』とは、高崎の街を舞台として、生（ＬＩＶＥ）の迫力で、群馬

の風物詩とも言うべき「“雷”のように激しく舞う」という意味が込められ

ています。 

        誕生当初は高崎まつりにおいて実施していましたが、若い年代の方を中

心に浸透し、まつりの中でも一番賑わうようになったため、平成１６年か

ら「たかさき雷舞フェスティバル」として単独開催することとなり、今回

で第１６回目を迎えます。 

        この「たかさき雷舞フェスティバル」開催を通じて、新たなイベントと

しての定着と、それに伴う賑わいの創出、市外・県外からの誘客と市街地

活性化、及び都市型観光の促進を図ります。 

 

【目  的】 １ 目的を持つことで得られる充実感・達成感の共有、思い出づくり 

２ 学校区、町内会、育成会単位での参加による、地域の活性化 

３ 歌う、奏でる、踊ることで「音楽のある街たかさき」をアピール 

４ 同種イベント開催地域との交流 

（１）開催概要 

http://www.takasaki-live.com/


 

 

 

 

【基本ルール】 

 

  １．「鳴子又はだる子（だるま型の鳴子）」を持って踊ること。 

     ※「だる子」（木製）は１組１，０００円にて販売しております。 

 

  ２．民謡等の地域に密着した楽曲を使用すること。 

     ※「八木節」「よさこい」等のメロディーを必ず楽曲の一部に使用してください。 

 

【詳細ルール】 

 基本ルールの他に以下のルールを守ってください。 

   踊り子について  

   ●踊り子の人数は１０名以上で構成してください。 

     ※人数には、「旗持ち」「太鼓」「ボーカル」なども含まれます。 

     ※原則として１人１チームの登録とします。 

   楽曲について  

   ●楽曲は一曲あたり「５分以内」とし、演舞時間は「６分まで」とします。（厳守） 

     “演舞時間”とは、「前口上」「団体紹介」「演舞」、ステージへの入り及び撤収すべてを 

     含む時間です。 

     ※時間を厳守していただかないと、運営上支障がでますので、ご協力をお願いします。 

     ※使用できる曲は、実行委員会でも数曲用意してありますので、ご相談ください。 

     ※市販されている既製の音楽を使用する場合は、著作権上の使用手続きを済ませた上 

      で参加してください。 

   音 源 の 提 出 つ い て【郵送】８月２０日まで【提出】９月６日参加団体説明会まで  

   ●音源はＣＤまたはＭＤとし、ＳＰモード（標準モード）で録音してください。 

     ※不要なトラックは消してください。 

     ※音源には、チーム名、録音時間を記載したインデックスを本体に貼り付けてください。 

   ●各会場ごとに音源を使用しますので、３枚の音源を提出してください。 

     ※流し踊りに参加しないチームについては２枚提出してください。 

    ●事前に音出しの確認をする為、音源は参加団体説明会にて必ず提出して下さい。 

参加団体説明会に参加できないチームは７月末日までに必ず郵送してください。 

   ●雷舞フェスティバル当時は、トラブル発生時に備え、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。 

   演舞について  

   ●ステージ会場は、進まずに場所を固定して踊る形式とします。 

   ●パレード会場は、流し踊りの形式とします。 

※流し踊りのできないチームは参加申込書の「不可能」に○を記入してください。 

（２）参加ルール 



 

  衣装について  

   ●衣装は原則自由ですが、公序良俗に反しないもの及び当フェスティバルの雰囲気 

    を著しく害さないものとします。 

   ●裸は禁止します。 

   出演順について  

   ●参加チームの出演順、出演時間は実行委員会にて決定させていただきます。 

     ※出演時間について、チーム内の事情はお受けできませんので予めご了承ください。 

   参加に当たっての注意事項  

   ●以下の事項を確認して参加をお願いします。 

    １．会場で火気を伴う演出は一切禁止します。 

    ２．旗等の照明への接触による火災の発生については十分注意してください。 

    ３．ふらふ（大旗）や大漁旗、その他小道具を使用する際は観客や街灯などに十

分注意してください。 

    ４．期間中の万が一の事故や災害に備え、チーム単位で傷害保険等を掛けてくだ

さい。 

    ５．各チームの代表者はルール及び注意事項をメンバーに守るよう徹底してくだ

さい。 

    ６．運営スタッフ、誘導員、警備員などの指示に従ってください。 

    ７．非常時には演舞を中止させる場合もありますのでご了承ください。 

    ８．参加者の荷物、貴重品は自己管理してください。 

      万一、盗難・紛失にあっても実行委員会は責任を負いかねますのでご注意く

ださい。 

    ９．肖像権・著作権等は当フェスティバル実行委員会に寄託されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

①メイン審査（昨年実績） 

【審査会場】 もてなし広場会場（メインステージ） 

【審査方法】 以下の６項目につき６名の審査員により審査 

       各項目の最上位チームを「大賞」とし、ファイナル演舞にてグランプリを 

       決定 

【賞  金】 グランプリ／総額５０万円 

       その他大賞／５万円 

       （各項目次点チーム／商品券５千円分） 

【審査項目】 『気』 元気、気力、迫力 

            ○非常に元気の良い演舞である 

            ○力一杯の演舞である 

            ○声がよく出ている 

            ○チームとしての迫力が凄い    など 

       『笑』 明るさ、笑顔、アットホーム感 

            ○笑顔がとても素敵である 

            ○見ていて自然と笑顔になる 

            ○楽しさいっぱいである      など 

       『技』 技術、スキル 

            ○踊りの技術が非常に高い 

            ○技の揃い方が抜群に良い     など 

            （この項目は構成や演出は関係なく、終始板つきであっても 

             ユニゾンであっても良い） 

       『麗』 美しさ、格好よさ 

            ○非常に美しい踊りをしている 

            ○非常に格好いいと感じる     など 

            （この項目は構成や演出に左右される部分もあるが、できるだけ 

             その観点は審査から排除する） 

       『巧』 構成、演出 

            ○全体の構成や演出が優れている 

            ○大道具、小物使いが素晴らしい  など 

       『演』 会場の盛り上げ、観客との一体感 

            ○会場を盛り上げる雰囲気作りができている 

            ○一緒に楽しもうというアピールがある    など 

②個人踊り子賞（新規） 

【審査方法】 元気・笑顔・格好良さ・かわいらしさなど、 

その日一番輝いている踊り子を審査員が選出 

※詳細は現在実行委員会で協議中。お楽しみに 

 

 

（３）コンテストについて 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●参加申込方法 

   参加申込に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ、Ｅ－mail又は郵送にて事務局までご提

出ください。参加申込書は、公式ホームページからもダウンロード出来ます。 

   なお、申込み確認後にチーム紹介等詳細について、事務局より確認の連絡をさせて 

  いただきます。 

  ※定数（４０チーム～５０チーム）になり次第、募集を締め切らせていただきます。 

 

 

 

 ●参加費について 

   参加費は運営協力金として、「チーム単位」で頂きますのでお願いします。 

 

 

   ※ただし、高校生以下のチームは、以下の条件を満たした場合に限り参加費は無料とします。 

     ・「学校」又は「育成会」単位での参加 

     ・学校のクラブ活動・サークル・同好会活動での参加 

   ※参加費無料となるチームについては食事チケットの配布はございません。 

 

 ●参加費について 

口座振り込みもしくは現金でお願いします。 

1. 振り込み口座 

    群馬銀行 高崎市役所出張所 普通口座 ０１９９７１０ 

    たかさき雷舞
ら い ぶ

フェスティバル実行委員会
じ っ こ う い い ん か い

 実行委員長
じっこういいんちょう

 金井
か な い

 克
かつ

智
とも

 

2. 振り込み期限     令和元年８月末日まで 

3. 現金の場合は、参加チーム説明会【９月６日（金）開催】で受け付けます。 

    ※「振込み名義人」は必ず参加チーム名
．．．．．．．．

でお願いいたします。 

    ※ 参加費の支払いがないと、参加することができません。 

    ※ 参加費の支払い後に出場を辞退する場合は、参加費の返却はできません。 

    ※ 振込手数料は各チームでご負担ください。 

（４）参加申込み手続き 

 

公式ホームページＵＲＬ ： http://www.takasaki-live.com 

 

１チーム  一律１０，０００円 



 

 

 

  参参加加申申込込みみかからら当当日日ままででのの流流れれ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）当日までのスケジュール 

 

６月 

   ～  

   ８月 

 

 

９月上旬 

 

 

 

 

９月６日（金） 

 

１０月 

 

第１６回たかさき雷舞フェスティバル 
開催！！ 

 

 

１０月１３日

（日） 

●チーム紹介写真・コメント等を掲載したパンフレットを 

 作成します。 

●実行委員会より申込み受諾及びフェスティバルの詳細に 

 ついてご連絡します。 

 連絡は「メール」または「通知」にて行います。 

 

参加申込期間 
●参加申込書に必要事項を記載し事務局へ申込み 

６月１０日（月）～７月３１日（水） 

●音源の提出（郵送） ●参加費の振り込み 

８月２０日（火）まで ８月末日まで 

 

 

●参加チーム説明会を開催 

 日にち：令和元年９月６日（金） 

 場 所：高崎市役所１７階 １７１会議室 

 住 所：高崎市高松町３５番地１ 

 時 間：１９時から 

内 容： 

①雷舞フェスティバル開催にあたっての詳細説明 

    ②演舞スケジュール等を各チームへ連絡 

    ③参加費の受け付け（１万円） 

    ④音源の提出 

 



 

          

 

 

参 加 申 込 書 

チーム名 
（ふりがな） 

チーム所在地 
 

参加人数 

 

チームＵＲＬ 
※チームのホームページがある場合には URLをご記入ください 

代表者 

代表者氏名 

（ふりがな） 

住  所 

〒 

連絡担当者 
担当者氏名 

（ふりがな） 

※直接連絡がとれ

る方をご記入くだ

さい。代表者が兼

ねる場合にも記入

してください。 

住 所 

〒 

連 絡 先 

電話・ＦＡＸ   

携 帯 電 話   

メールアドレス  
※連絡担当者以外の方でも構いませんので必ず記入してください。 

添付資料を送付するので携帯電話以外のアドレスをお願いします。 

流し踊り 可能 ・ 不可能 駐車場利用 

  大型バス ・ 乗用車 ・ 不使用 
  （  台）  （  台） 
 
※駐車場の都合によりチームの駐車台数を制限させて 
 いただく場合もございますのでご了承ください。 

参加費免除条件（高校生以下のチームで、「学校」又は「育成会」単位での参加

や、学校のクラブ活動・サークル・同好会活動での参加）に該当しますか？ 
該当します ・ 該当しません 

コンテスト審査 
※様々な賞を設定しますので、 

奮ってご参加ください。 

希望する  ・  希望しない 

※ 参加要項のルール等に同意した上で参加いたします。 

代表者氏名                

※記載された個人情報については、たかさき雷舞フェスティバルのみに使用し、それ以外の目的では使用いたしません。 

～群馬よさこい～ 

第１６回たかさき雷舞フェスティバル 


