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【１】本番に向けての注意事項

０．はじめに
以下の文書について、練習時にお渡しした内容から変更となっている箇所がありますので、

必ずお読み下さい。また、資料配布後、本番終了時までにチーム運営者が、チーム

共益の為、又は安全・スムーズな運営・管理に資するために、皆さんに予告なく内容を変更、追加す
ることがありますので、予め、ご了承頂くとともに、最新の内容に沿って出場して頂くことをお願い申
し上げます。

１．健康や安全に関すること
（１）本番が近づいたら睡眠を十分にとり、ご飯もちゃんと食べましょう。
（２）本番時は日焼け止めをしっかりと。
（３）今年は特に、熱中症が懸念されます。また、若年層で命を落とす事故も起こっております。水や

お茶は吸収されずに体外に出てしまいますので給水時には、定期的に吸収の良いスポーツ系の
ドリンクを飲んで下さい。また、塩飴や梅干し類も用意しますのでご利用下さい。

（４）よさこい祭りは雨が降ってもすぐには中断しません。雨に濡れると体調を崩しやすいので気をつ
けて下さい。

（５）給水車に自由に飲める飲み物（お茶、スポーツ系ドリンク、ビール類、ジュース等）があります。
また、各競演場、演舞場で踊り終えたら、ボランティアの方々による給水のサービスがあります。
給水をしたら必ず「ありがとう」「ごちそうさま」と声をかけましょう。
※未成年者の飲酒は法律で禁じられていますので、遵守して下さい。

（６）少しでも疲れたり、体調の変化を感じたら無理をせずにスタッフに申し出て下さい。救護車での
休憩もできます。また、熱冷まし、絆創膏、経口飲料等は用意していますが、早い目の判
断で、帰宅してもらったり、病院に行ってもらうこともあります。その場合はスタッフは随行ができ
ませんので、ご家族の方にお願いすることになります。

２．衣装や身の回りのことについて
（１）衣装のカスタマイズ（布を切ったり、外したり、継ぎ足したり等）元のデザインがくずれることは禁

止です。
※自分のサイズに合わせるための補修は問題ありません（不明な点はご相談下さい）。
※衣装のデザインや雰囲気を崩さない程度の、部分的なデコは可。

（２）衣装にターバンが入っています。
（つけ方は、統一です。不明な点は、スタッフに問い合わせてください。）

（３）ヘアは色も含めて自由です。飾りもＯＫ。メイクやアクセサリーも自由です。
（４）アンダーウェアは衣装からはみ出さないものを着用して下さい。

※長袖は不可。靴下は靴からはみ出ない（くるぶしにかからない）タイプのもの。
（５）靴は黒色で統一とします。

※靴ひもを網目の部分へ入れて、ブラブラさせないように。
（６）鳴子をデコるのも可能です。ただし、鳴子そのものに改良を加えないようにして下さい。

※今年は両面鳴子です。
（７）今年は衣装に合わせたポーチがありますので、ご利用ください。
（８）持参できる荷物は、事前にお渡ししたビニール袋（Ａ４サイズ）に入る分のみ、お預かりします。

袋以外の荷物は預かりません。特殊な事情のある方は事前にご相談下さい。
（９）各自、必ず『保険証」のコピーを携帯して下さい。
（１０）一度預けた荷物は途中で出せない場合が多い為、行き帰りに必要な荷物とお考えください。
（１１）貴重品（カメラ、携帯、現金等）は自己管理となります。紛失しないようしっかりと管理して下さい。
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３．演舞・進行に関すること

（１）今年は６５回目の開催となります。出場チームは２０７チーム、約１８，０００人が演舞の予定で、
混雑が予想されます。行動予定表や「どこいこサービス」の予定通りに進行しない場合
があります。また、安全とチーム全体の進行の妨げになると判断した場合は、本番途中でも出場
をお断りすることがありますので、その点をご了解の上で、ご出場願います。また、その場合（原
則的にいかなる場合も）の参加費の返還は行いません。

（２）笑顔を絶やさず、元気いっぱい踊って、メダル獲得を目指しましょう。

※初日にメダルをもらった人は、必ず二日目も首にかけて踊って下さい。
（３）踊り子・楽器隊・スタッフ・保護者（事前予約者）の初日の移動手段は電車と徒歩。二日目の

移動手段はバスと徒歩ですです。
※電車代は１日目にお渡しします。（子供さんの分はスタッフがまとめ払いの予定）

（４）今年もｏｂｒｉｇａｄｏ花山海は、そこそこの隊列（長さ）になります。前後の間隔が必要
以上に空いた場合はスタッフが、間隔を詰める指示を行ったり、駆け足で前の隊列に追いつくこ
と等の指示を出しますので、速やかにそれに従って下さい。

（５）演舞を待つ休憩時間も含め、歩道や店舗の出入口等をふさがないよう通行人の方を優先して
下さい。また、他の人や他のチームから見て、見苦しい行為がある場合や、スタッフの指示が守
れなかったり、他の人の迷惑になる場合は大人、子供区別なく出場をお断りすることがあります。

（６）踊り終わったら、速やかに給水を済ませて、お礼を述べた後、スタッフの指示に従って下さい。
（７）鳴子の予備はありません。無くさないように気をつけて下さい。
（８）各日とも昼食を済ませて集合して下さい。夕食はお弁当を用意致します。
（９）飲酒をされる成人者は、帰宅時の運転は厳禁です（自転車含む）。また、健康に留意して適量を

お楽しみください。
（１０）ご家族の方でも、事前に申請をした方、踊り子、楽器隊以外は競演場、演舞場への立ち入りは

禁止されています。写真撮影の場合も例外ではありませんので、ご注意ください。

４．その他
（１）よさこい祭りの振興に資するため、及びチーム運営を目的に使用する場合に限り、肖像権が主

張できないことをご了承ください。
※これはよさこい祭り自体のルールで、募集申込時、練習時用資料でも既に告知済み。

（２）雷雨や荒天（台風や豪雨）その他の自然災害や社会的な理由により、よさこい祭り主催者が中
止を決定する以外は、雨天でも決行する可能性があります。その場合は終日雨天だと、終日濡
れっぱなしという状態になります。2日目は移動にバスを使いますので、クーラーで体が急激に冷
えること等が予想されます。終日雨天が見込まれる場合の未成年者の出場は、保護者の方
の責任において判断をお願い致します。
※終日雨天時でも演舞中のカッパや傘の使用は不可です。また、移動中も満足な雨除け対策は

難しいことをご了承ください。
※悪天候の場合の、当日の情報発信は基本的にはｏｂｒｉｇａｄｏ花山海のホームページにて行い

ます。メール送信は出来ない可能性がありますので、ご注意ください。また、当日の朝は個別の
問い合わせにも対応できない可能性がありますので、ご容赦ください。

（３）踊り子・楽器隊の写真については、民間の有料写真サービス（複数社あり）が販売をしてくれま
す。また、スタッフが撮った写真は追って、ｏｂｒｉｇａｄｏ花山海ホームページ経由で、フォトアルバム
等から自由にダウンロードが出来ます。

（４）本番の記録DVDについては毎年、無料で配布していますが、今年は予定していませんので、テ
レビ録画や個々で対応願います。

（５）各種打ち上げがあります。よさこいを通じて知り合った方と、良ければ交流を深めて下さい。



【２】８／１０（金）集合場所、解散場所
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■集合場所／８月１０日（金）

【集合場所】高知大神宮
【集合時間】１３：００／演舞開始は１４：０８の予定

※地方車は１２：００／スタッフは１１：００目標で集合

高知大神宮
１３：００集合

■解散場所／８月１０（金）

【解散場所】はりまや橋／古い赤い欄干のはりまや橋付近
【解散時間】２１：００頃

※基本的に全員集合して解散します。どうしてもの事情で解散場所に来られない方は必ずス
タッフに連絡してから帰って下さい。小さいお子様ははぐれたり、迷ったりしないよう保護者
の方はご注意願います。

ＳＴＡＲＴ地点

はりまや橋西側
２１：００過ぎ頃

解散



【３】８／１１（土）集合場所、解散場所
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■解散場所／８月１１（土）

【解散場所】藤並公園（土佐女子校の西側）
【解散時間】２１：００頃

※基本的に全員集合して解散します。どうしてもの事情で解散場所に来られない方は必ずス
タッフに連絡してから帰って下さい。小さいお子様ははぐれたり、迷ったりしないよう保護者
の方はご注意願います。

藤並公園
２１：００過ぎ頃

解散

高知駅南口
１２：００集合

■集合場所／８月１１日（土）

【集合場所】高知駅前
【集合時間】１２：００／ 演舞開始は未定

※地方車は１0：００
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【４】行動予定表

受付番号 132 チーム名 ｏｂｒｉｇａｄｏ花山海 地方番号 1078

■薄い金の部分のスケジュールは確定です（但し時間は前後する可能性があります）
■その他のスケジュールは予定です。
　待ち時間によって大幅に時間が変更となる可能性があります。また、コースを変える可能性もあります。
■「どこいこサービス」に表示された後に、コース変更になる場合もありますので、ご了承ください。
■可能な範囲でobrigado花山海のホームページでお知らせしていきます。

TIME TIME

9:00 9:00

9:15 9:15
9:30 9:30
9:45 9:45

10:00 10:00 ※地方車  、スタッフ集合
10:15 10:15
10:30 10:30
10:45 10:45
11:00 ※スタッフ集合 11:00
11:15 11:15
11:30 11:30
11:45 11:45
12:00  ※地方車   12:00 高知駅南口全員集合
12:15 12:15
12:30 12:30
12:45 12:45
13:00 高知大神宮全員集合 13:00 高知駅前演舞場
13:15 13:15
13:30 13:30
13:45 13:45
14:00 帯屋町演舞場（14：08） 14:00
14:15 14:15
14:30 　 14:30 　万々競演場
14:45 　 14:45
15:00 　 15:00
15:15 15:15
15:30 　中央公園競演場 15:30 　旭演舞場
15:45 15:45
16:00 16:00
16:15 16:15
16:30 16:30 　愛宕競演場
16:45 追手筋本部競演場（16:50北スタート） 16:45
17:00 17:00
17:15 17:15
17:30 　夕食（藤波公園） 17:30 　夕食（潮江西ノ丸公園）
17:45 17:45
18:00 18:00 　梅ノ辻競演場
18:15 18:15
18:30 18:30
18:45 18:45
19:00 　升形競演場 19:00 柳町演舞場（19:05スタート）
19:15 19:15
19:30 19:30
19:45 19:45
20:00 20:00
20:15 20:15
20:30 　菜園場競演場 20:30
20:45 20:45 　追手筋競演場（20：55）
21:00 　はりまや橋演舞場 21:00
21:15 21:15
21:30 　反省会／うさぎ家 21:30
21:45 21:45 　打ち上げ／風待食堂
22:00 22:00

８月１０日（金）　※電車・徒歩移動 ８月１１日（土）　※バス移動

徒歩移動

バス移動

徒歩移動

電車移動

バス移動

バス移動

バス移動
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【５】テレビ・ラジオ放送スケジュール（予定）



8

■よさこい祭り本祭初日（８／１０）反省会

【日 時】８月１０日（金）演舞終了後
【場 所】うさぎ家 ※予定

【会 費】未定
【資 格】未成年不可

構わない方は、事前に知らせて下さい。
当日参加も可能です！！

■よさこい祭り本祭最終日（８／１１）大打ち上げ

【日 時】８月１１日（土）２１：４５～
【場 所】風待食堂

（高知県高知市はりまや町2-6-2）
088-854-9313

【会 費】４，０００円
【資 格】未成年不可



◆提出書類（全員必ず提出して下さい） ＊家族は１枚

１．よさこい祭りへの承諾事項について
※参加申込書（署名・捺印有）の原本を未提出の方は８月２日（木）の練習時

までに必ずご提出ください。（成人者も）
※上記を無くされた方や未記入の方は下記に署名、ご捺印願います。なお、

未提出の方は承諾されたと見なしますので、ご了承ください。

私はよさこい祭りへ参加するにあたり、注意事項を理解の上遵守し、参加費を添えて申し込みます。
私はよさこい祭りへ参加する者の保護者として、注意事項を納得し署名捺印の上、参加させることを承諾します。

［注意事項］
各自が各自の責任において健康管理を十分に行い、怪我、事故、飲酒、喫煙等を含む全ての行動の責任を
負うことを前提とした参加申し込みである。

踊り子氏名 印

踊り子氏名

踊り子氏名

踊り子氏名

保護者氏名 印

※成人者は本人の署名と捺印
※未成年者は保護者欄に保護者の署名と捺印
※家族の場合は代表者は保護者欄へ

２．各打ち上げへの出欠。
※事前に人数を把握しないと、会場との調整がいつも大変となっております。是非、ご記入の

ご協力をお願い致します。

８／１０（金） 名前 名前 名前

８／１１（土） 名前 名前 名前

３．ご意見・ご要望

有難うございました。練習会場、受付スタッフにお渡し下さい。

２０１８年
８月２日（木）締切


