
 

世界の夢をつなぐ祭りへ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年１１月３日[土]～１１月４日[日]開催 

１１月２日[金]（前夜祭 開催予定） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 一般財団法人ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興財団 事務局 

電話 ０３－５７９６－２５５０ FAX ０３－５７９６－２５５１ 

所在地 〒108-0075 東京都港区港南４－６－８－３１０６ 

公式WEBサイト http://www.dreamyosacoy.jp 

公式ファンサイト https://www.warkdancingtokyo.jp/ 

公式 Facebook  https://www.facebook.com/dreamyosacoy.japan.tokyo/ 

E－mail： info@dreamyosacoy.jp 

第１７回ドリーム夜さ来い祭り 

参 加 要 綱 
 

㊟申込・参加費振込期限 ２０１８年４月２７日[金] 



 

 

 

 

 

「ドリーム夜さ来い祭り」はおかげさまで今年１７回目を迎えます。  

開催地お台場・丸の内は、東京オリンピック・パラリンピックの競技会場の中心地となります。  

国籍・世代などを問わずあらゆる人々が自ら楽しんで変化・成長させていく私たちの祭りの思

いとも重なります。  

 

さらにダイバーシティと新たなレガシー構築をキーワードに、人にやさしい東京の顔となる祭

りへと進化してまいります。 

「前夜祭」では特選のミュージックステージ、３日・４日のエンディング・フィナーレでは日

本版ハロウィンを目指した一般公募型の和装のパレード「ＪＡＰＡＮ 和 ＰＡＲＡＤＥ」や、

来訪者・観客で飛び入り参加できる総踊りを開催します。 

 

２０１３年より東京の姉妹都市ニューヨーク・タイムズスクエアでも単独開催し、昨年には３

回目を開催いたしました。そして、今年の６月３０日には、アジアの中心地シンガポールで初

めて開催予定です。 

 

夢をもって前向きに明日を生きていく、ひとが１人でも多くなり、さらに活気あふれる街に。  

東京やＮＹでの開催をきっかけに、世界中の人々の夢をつなぎ、笑顔が増えていく。  

“ＤＲＥＡＭ ＹＯＳＡＣＯＹ”を世界共通語に。  

そんな社会に役立つ祭りとして貢献できれば幸いです。 

 

 

 

 

２０１８年２月吉日 

(一財)ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興財団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに チームの皆様へ 

【ご参考／主催者（当財団）設立目的】 

この法人は、日本国内及び世界各国で「ドリーム夜さ来い祭り」を開催し、その普及・啓発・交流

促進のための事業を行うことにより、①国内外の文化交流の促進、②青少年の健全育成、③伝

統文化の継承、④世界の夢をつなぐ祭りの促進及び⑤世界における東京・日本の存在感の向

上を図り、もって人・物の交流がもたらす文化・観光・商業等の経済波及効果及び公益性の高

い恒久的な社会基盤の確立に寄与することを目的として設立する。 



 

 

                        ※2018年 2月現在予定 

 

■ 主催・共催・後援 （下記以外の開催概要は公式ＷＥＢサイトにて順次発表します） 

【主催】 一般財団法人ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興財団 

【共催】 東京都、港区、一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会、フジテレビジョン ほか (予定) 

【後援】 国土交通省、高知県、千代田区、日本政府観光局、東京観光財団 ほか 
 

■ 開催日時  

２０１８年１１月 ２日（金） ※前夜祭（お台場会場のみ・予定） １７時～２０時頃を想定 

    １１月 ３日（土）１２：００～２１：００（時間は予定） 

    １１月 ４日（日）１０：００～２１：００（時間は予定） 

■ 会  場  

お台場エリア・丸の内エリア等６会場回を予定。さらに都心において演舞会場を設置する

場合がございます。 ※雨天決行・入場無料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇鳴鳴子子をを両両手手にに持持ちち、、鳴鳴ららししてて踊踊るる場場面面・・構構成成をを入入れれるるこことと。。鳴子は「よさこい鳴子踊り」

のシンボルであり、鳴子を全く使用しない踊りは厳禁と致します。 

◇鳴子はオリジナル創作も含みます。（地域の特徴や素材を取り入れたバージョン等） 

◇踊りはチームオリジナル創作でお願い致します。 

◇流し踊り（前進して踊る形式）・定点演舞（固定して踊る形式）の会場があります。 

◇各会場のサイズ等詳細は、開催前に説明会でご案内いたします。 

 

 

 

◇原則としてチーム編成は１チームあたり１１５５名名～～１１５５００名名以内で編成して下さい。この中には

旗手・太鼓等の大小道具担当・ＭＣを含みます。付添人撮影者等のスタッフは含みません。 

 

 

◇衣装は公序良俗に反しない限り、原則自由とします。 

１．開催概要 

３．チーム参加ルールについて 

踊  り ・ 鳴子の使用 

人 数 

衣 装 

２．演舞ガイド等のチーム向け詳細資料について 

開催前（９月末～１０月上旬頃を予定）に参加チーム向け説明会を実施します。申込済

チームの方に決定後に開催場所・時間を改めてご案内いたします。 



 

 

 

◇◇楽楽曲曲・・各各チチーームム地地域域のの特特色色をを織織込込みみ、、チチーームムののオオリリジジナナルル作作製製のの曲曲をを使使用用ししてて下下ささいい。。  

著作権等の処理済の曲を使用すること。なお、一般に使用されている乱舞曲は禁止します。 

但し、祭り広報等の合同チームの場合はその祭りオリジナル乱舞曲の使用は可能です。 

◇音源はＣＣＤＤをを当当日日ごご持持参参下下ささいい。。口口上上をを含含めめたた演演舞舞時時間間はは１１曲曲５５分分以以内内をを厳厳守守ししてて下下ささいい。。  

これは流し踊り・定点演舞の両形式で共通する持ち時間と考えて下さい。 

５分を超えた場合は各会場スタッフの判断により楽曲停止・演舞を中断していただきます。 

◇ＣＤはＣＤプレーヤーで再生できるものを事前にご確認下さい。パソコンで再生できても 

ＣＤプレーヤーで再生できない場合がありますのでご注意下さい。 

◇ＣＤは祭り当日各会場で受渡・返却です。事事前前ににＣＣＤＤのの当当事事務務局局送送付付のの必必要要ははあありりまませせんん。。 

 

 

 ◇旗・のぼり・楽器（太鼓）その台座の使用は可能です。 

◇観客・通行客・他チームの方の進行を妨げるものや路面に損傷をきたすものの使用は禁 

止致します。（金属製の車輪等） 

◇◇音音響響機機器器類類・・ママイイクク・・火火器器具具類類・・鋭鋭利利なな器器具具等等のの持持ちち込込みみははごご遠遠慮慮下下ささいい。。 

 ◇詳細についての問合せは、参加申込時に特殊な大道具類を使用されるチームの方はそのサ

イズ形状等を提出し当財団の確認をとって下さい。 

 

 

祭り開催中での事故・怪我について当主催者・各会場は責任を負いかねます。従いまして 

各チームの皆様には個別に傷害保険等にご加入いただくことを参加条件といたします。 

  

  

◇原則として演舞スケジュールは当財団で作成・決定致します。ご了承下さいませ。 

◇お台場会場（本部会場）は全チーム演舞を原則としますが、参加申込状況によっては推薦 

チーム優先でスケジュールを編成する場合がございます。 

◇プレイベント及び丸の内・秋葉原エリアの演舞チームについては、当該会場地域と協議の

上、当財団で選定し、スケジュールを作成致します。 

◇スケジュール決定以降の会場のキャンセルや他チームとのスケジュール交換は不可です。 

 

 

◇基本として雨天決行です。但し、悪天候（台風・雷・竜巻接近時）や大地震時・津波発生 

時は直ちに中断・中止する場合がありますのでご了承下さい。また、そのような場合にお 

いても参加費の返却は応じられませんのでご了承下さい。 

 

 

 

◇「ドリーム夜さ来いアワード２０１８」としてチーム演舞コンテストを実施予定です。（コ

ンテスト希望チームのみ対象／参加申込書参照／詳細はチーム説明会にて実施） 

◇当祭は「よさこい鳴子踊り」の祭りであり、シンボルである鳴子の使用頻度が高く・効果

的に使用するチームを優先して評価することを前提として賞を設定する予定です。 

楽曲・演舞時間 【注】音源は「ＣＤ」です。その他媒体では使用できません。 

大道具・備品 

保 険 

演舞スケジュール 

開催時の悪天候などでの対応 

賞の設定・演舞の審査 



 

 

 

◇当祭は東京都海上公園など公共エリアで催事を展開しております。地域のご理解があって

の祭りですので、チームの方のルール・マナーを遵守いただくご協力をお願い申し上げます。 

◇インターネットや電話等の通信でも同様です。メール・掲示板・動画サイト・ブログ・ツ

イッターなどのソーシャルネットワークでの各チームや個人・祭りへの一方的な誹謗中傷な

ど迷惑と一般的に受け止められる書込みや投稿はお控え下さいますようお願い申し上げます。 

◇上記ルールとマナーに反する行為・発言があった場合は、当財団の判断でその場での即時

チーム演舞禁止・永年出場停止などのペナルティを実施しますのでご了承下さい。 

 

 

◇お忘れ物の照会は祭り当日のみです。祭り終了後には処分致しますのでご了承下さい。 

なお、貴重品類の忘れ物については東京湾岸警察署または同署管内の交番に後日届けます。 

◇各チームの会場誘導は各チームの誘導担当者を決めて自主的に移動して下さい。自宅から 

会場まで・会場間の移動経費及び飲食費等、チームにかかる諸経費は自己負担です。 

◇各チームの個人情報は当財団で管理し、当祭の目的以外で一切使用致しません。 

◇更衣場所等、その他詳細はチーム説明会または送付資料にてお知らせいたします。 

◇会場及び時間帯によっては音響の音量規制を実施する場合がありますのでご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

◇参加申込書に記入された連絡先または予備連絡先に当財団事務局より連絡致します。 

◇基本的にＥメールで連絡をさせていただきますので、スマホ・ＰＣ・タブレットなどの添

付ファイル可能なメールアドレス（ない場合は連絡可能な代理の方のメール）を申込書に必ず

ご記入下さい。 

◇当財団事務局へのお問合せは、貴チーム名・ご氏名を明記の上 info@dreamyosacoy.jp 

のメール宛てにお願致します。 

◇開催直前期は緊急以外のご連絡はお控えいただくようご協力をお願い申し上げます。 

 

 

◇ 参加チームの中で有志ある方に向けて、１１月２日[金]～１１月４日[日]の１日間～３日

間ご参加いただくボランティア運営スタッフを別途募集しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

チーム参加申込後の連絡方法について 

ルールとマナーの対応 

４．その他事項 

チームの定義について 

祭り当日ボランティアスタッフの募集について 

◆一般チーム／通常の募集で応募したチーム 

◆企業チーム／プロモーション・販促を目的とし、企業名をチーム名または衣装に冠したチーム 



 

 

 

 

 

■ 参加申込手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

■ 参加申込書 送付先・申込期限 

 

 

 

◇記入されました参加申込書は、当財団事務局メール info@dreamyosacoy.jp または 

FAX０３－５７９６－２５５１に４月２７日までに直接お送り下さい。 

 

■ 参加費（１チームあたり金額）・振込期限 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇振込が当事務局で確認されて正式参加となります。 

◇期日をお守り頂けないチームは祭り参加をご遠慮頂く場合もございますのでご了承下さい。 

 

■ お振込口座 

 

 

 

 

 

 

《お約束・ご了承いただきたいこと》 

◇上記期限までに上記の口座へ正式チチーームム名名で必ずお振込み下さい（個人名は振込者が特定不

能の為）万一、チーム名以外で振込された場合はメール等で当祭事務局までご一報下さい。 

◇振込後に参加をキャンセルする等、理由の如何を問わず参加費の返却はいたしません。 

◇振振込込みみ手手数数料料はは貴貴チチーームムででごご負負担担頂頂くくよよううおお願願いい申申しし上上げげまますす。。 

 

５．チーム参加申込について 

三菱東京 UFJ銀行 品川駅前支店  普通口座 ０２４３７０３ 

口座名  一般財団法人ドリーム夜さ来い祭りグローバル振興財団 

 

【一般チーム 参加費】  ５０，０００円（１日間参加も同一費用） 

【企業チーム 参加費】  詳細は当財団事務局までお問合せ下さい 

【振 込 期 限】  ２０１８年４月２７日[金]までに振込・期日厳守 

■手順 ① 

参加申込書を全て記入し、直接

当財団事務局にＦＡＸ／メール 

【４月２７日[金] 到着期限】 

■手順 ② 

指定口座に参加費を振込 

※チーム名で振込です 

【４月２７日[金]振込期限】 

手順① ②で申込手続きは完了 

※手続き完了後、 

チーム説明会の日程・概要が決まり

ましたらお知らせします。 

２０１８年４月２７日[金]事務局ＦＡＸまたはメールにて必着（厳守） 



第１７回ドリーム夜さ来い祭り 参加申込書(一般チーム) 申込〆切／４月２７日[金] 

ふりがな 

【チーム名】                     【設立年       年】 

 

【チーム拠点地】(都道府県名・１か所) 

 

（拠点地はパンフ・WEB等に反映します） 

【チーム向け演舞コンテストを実施する場合】 

コンテストにエントリー  する  しない 

【参加費振込日】2018年   月   日 振込者名義は必ずチーム名でお願い致します 

【参加希望日】 参加される日に○をつけてください。 

①  １１月２日（金・前夜祭） ②１１月３日（土） ③１１月４日(日)  

【連絡先】(資料送付先含む) 

【役職】 

【郵便番号】〒  －     

【住 所】 

                                                  

【固定電話】               【FAX】 

【携帯電話】               【E－mail】 (データ添付可能なメール PC・スマホ等) 

【予備連絡先】(必要に応じ記入) 

【役職】 

【郵便番号】〒  －    

【【住住所所】】  

                                        

【固定電話】               【FAX】 

【携帯電話】               【E－mail】 (データ添付可能なメール PC・スマホ等) 

【参加人数】 全合計     名・（申込時点での予定人数でも結構です） 

＜内訳＞ 

男性 小学生以下    名・学生    名・社会人    名 

女性 小学生以下    名・学生    名・社会人    名 

【演舞曲時間】   分   秒  【使用民謡等】 

演舞曲は CDのみで開催当日持参です。その他媒体では使用できませんのでご了承下さい。 

【駐車場】 （ご参考までに予定交通手段をお聞かせください。駐車場は有料です） 

大型バス  台・中型バス  台・小型バス  台 ・ 使用しない 

荷物運搬用等の乗用車          台・使用しない 

【連絡事項】（申込時に記入のない場合はご要望をお断りする場合がありますのでご了承下さい） 

 

 

 

 

【注】チーム演舞スケジュールは当財団にて編成させていただきます。予めご了承下さい。 

氏名
ふりがな

 

氏名
ふりがな

 

 


