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＜第十二回京都さくらよさこい開催概要＞ 

 

1）開催日時 

平成 28 年４月２日(土) 11:00～19:00(10:30 より岡崎エリアにて開会式)  

平成 28 年４月３日(日) 11:00～19:00(19:00 より岡崎エリアにて閉会式) 

 

２）会場 

○ ４月２日(土) 

 岡崎エリア(神宮道/岡崎公園) 

 梅小路公園エリア(芝生広場/七条入口広場) 

 ゼスト御池/三条名店街商店街 

 

○ ４月３日(日) 

 岡崎エリア(神宮道/岡崎公園) 

 梅小路公園エリア(芝生広場/七条入口広場) 

 植物園エリア(大芝生地/くすのき並木) 

 京都駅室町小路広場 

 

３）主催 

   京都さくらよさこい実行委員会 

実行委員長： 川名 卓夫 

学生運営委員長： 小野 拓哉 

 

 

 

      ＜第十二回京都さくらよさこいのコンセプト＞ 

 

「京季乱舞」 
 

京都の桜の季節に、踊り子、観客ともに入り乱れ楽しめる最高のお祭りにしたいという思

いを込め、今年度のさくよさは「京季乱舞」をコンセプトとして掲げております。 
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はじめに                       

 
本日はお忙しい中チーム説明会にご参加いただきありがとうございます。第十二回京都さく

らよさこい学生運営委員長の小野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

京都さくらよさこいは、2005年に鴨川さくらまつりの一企画として開催されて以来、第十

二回を数える今年度に至るまで、地域の方々、そして全国から参加してくださるチームの皆様

に支えられ、京都の春を代表するよさこい祭りへと成長してまいりました。 

皆様の、この京都さくらよさこいにかける思いはどのようなものでしょうか。ぶつかりなが

らも協力し作りあげた作品、一年間踊ってきた作品の振り納め。きっと様々な思いがあること

でしょう。その皆様の思いを、この京都さくらよさこいにぶつけてください。そのすべてを受

け止められるよう、実行委員一同、万全の準備をしてお待ちしています。さくよさ当日、チー

ムの皆様、観客の皆様とともに、晴れた空の下で素晴らしい景色を見られることを楽しみにし

ています。 

 

第十二回京都さくらよさこい学生運営委員長 

小野 拓哉 
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１．当日の流れ                     
 

１）総合受付～初回演舞 

初めに、初回演舞会場に応じて指示された総合受付にお越しください。総合受付は、京

都さくらよさこいにチームのみなさんが到着したことを確認するとともに、チーム担当者

パス・チームパネル・清掃セットをお渡しする受付です。必ず初回演舞前に総合受付を済

ませておくようにしてください。 

 
総合受付は以下の場所に設置しております。必ず以下の初回演舞会場に応じた総合受付

までお越しいただきますようお願いします。位置等の詳細は別紙会場図をご確認ください。 

＜注意＞ 

 担当者パスは、演舞会場の受付および更衣室入室の際に必要になります。 

 参加費振り込み後に参加人数が増えた場合は、総合受付の際に申告していただいた上、そ

の場で追加分のお支払いをお願いします。 

 総合受付の後も、初回演舞の 20分前には改めて初回演舞会場の受付にお越しください。 

 

２）初回演舞以後 

その後は当日タイムテーブルの通りに各会場にお越しいただき、演舞開始の 20分前に

会場受付をお済ませください。 

 
＜注意＞ 

 最終演舞終了後は、チーム担当者パス・チームパネル・清掃セットを最寄りの受付までご

返却ください。両日参加のチームも一日目終了時に一度ご返却いただき、二日目に改めて

総合受付までお越しいただくようお願いします。 

(初回演舞会場) ⇒ (総合受付) (受付時間) 

神宮道会場・岡崎公園会場 ⇒ 岡崎エリア総合受付 9:00～ 

芝生広場会場・京都駅室町小路広場会場 ⇒ 梅小路エリア総合受付 9:00～ 

三条名店街商店街会場 ⇒ ゼスト御池総合受付(一日目のみ) 10:00～ 
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２．タイムスケジュール                     
 

◎ 4 月 2 日(土) 一日目 
 

○岡崎エリア   

・神宮道会場 10:30～11:00 開会式 

 11:00～19:00 さくよさコンテスト一次審査演舞 

・岡崎公園会場 11:00～19:00 演舞 

   

○梅小路公園エリア   

・芝生広場会場 11:00～17:00 演舞 

・七条入口広場会場 同時開催イベント「手づくり市」開催中 

  

○その他の会場   

・ゼスト御池会場 13:00～17:00 演舞 

・三条名店街商店街会場 12:00～13:00 パレード演舞 

 

 本祭一日目の初回演舞会場が岡崎エリアにあたっているチームの代表者は、開会式の際に

登壇していただきます。開会式出席チームは直前にリハーサルがございますので９:40 ま

でに岡崎エリア総合受付にお越しください。 

 

◎ 4 月３日(日) 二日目 
 

○岡崎エリア   

・神宮道会場 11:00～17:00 演舞 

 17:00～18:00 さくよさコンテスト最終審査演舞 

 18:00～19:00 表彰式 

 19:00～20:00 閉会式 

・岡崎公園会場 11:00～17:00 演舞 

   

○梅小路公園エリア   

・芝生広場会場 11:00～16:00 演舞 

・七条入口広場会場 11:00～16:00 踊り練習会場 

   

○植物園エリア   

・大芝生地会場 13:00～16:00 演舞 

・くすのき並木会場 13:00～16:00 パレード演舞 

   

○その他の会場   

・京都駅室町小路広場会場 11:00～16:00 演舞 

 

 梅小路公園エリア-七条入口広場にはステージを設置しません。空き時間に練習会場として

お使いください。 

 さくよさ大賞受賞チームは表彰式での演舞がございます。 
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３．さくよさコンテスト                     
 

１）日時・会場 

    

２）審査対象 

本祭両日参加で、さくよさコンテストへの出場を希望したチーム 

 

３）賞について 

  本コンテストでは以下の 10 の賞が授与されます。 

 

 

 

 

 

 

４）審査方法 

＜一次審査＞ 4月 2日(土) 11:00～19:00 岡崎エリア-神宮道会場 
各審査員が下記の基準に従って審査します。 

 

「表現力」 踊り子の表情、掛け声。動と静のメリハリ。 30 点 

「印象力」 心に残ったか。ストーリー性。 30 点 

「演出力」 構成の変化。踊りと楽曲の調和。 30 点 

「芸術性」 衣装、メイク、小道具、旗などの効果的な使用。 30 点 

「個性」 他のチームにはない個性があったか。 30 点 

 計 150 点 

 

 総合点の高かった上位８チームが二日目の最終審査へ進みます。また、上位８チームに

選ばれなかったチームの中で次に得点の高かった２チームには特別賞が授与されます。 

 

＜最終審査＞ ４月３日(日) 17:00～18:00 岡崎エリア-神宮道 

各審査員の投票及び観客によるWeb投票により、一次審査を通過した上位８チーム 

の中から大賞及び準大賞チームを選出いたします。また、大賞及び準大賞に選ばれなか

った６チームの中で最も素晴らしい演舞をしたチームには協賛企業賞として「アットホ

ーム賞」が、残り５チームには優秀賞が授与されます。 

 

５）注意事項 

 一日目の審査結果は二日目の 10:00 までに公式 HP で発表します。同時に特別賞受賞

チームの発表も行います。選ばれた上位８チーム及び特別賞を受賞した 2チームの連絡

担当者には実行委員会からその旨ご連絡いたします。 

 審査員は、京都府・京都市の職員、協賛企業・ゲストチームの関係者等を予定しており

ます。 

 観客による Web 投票では、会場内でケータイ・スマートフォンから投票サイトへアク

セスし、最も感動した 1チームを選んで観客に投票していただきます。 

 最終審査で同得票数チームが出た場合は一次審査の得点の高い方のチームを選びます。 

 さくよさ大賞受賞チームは表彰式での演舞がございます。 

４月２日(土) 11:00～19:00 一次審査 会場：岡崎エリア-神宮道会場 

４月３日(日) 17:00～18:00 最終審査 会場：岡崎エリア-神宮道会場 

さくよさ大賞 １チーム 

準さくよさ大賞 １チーム 

協賛企業賞「アットホーム賞」 １チーム 

優秀賞 ５チーム 

特別賞 ２チーム 
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４．当日企画                     
通常の演舞プログラム以外に当日実施する企画についてご説明いたします。 
 
フォトコンテスト 
 
京都さくらよさこいで撮影された写真を募集するフォトコンテストを行います。笑顔で踊る

踊り子、影でお祭りを支えるスタッフ、会場の桜景色など、撮影されるものに条件はございま
せん。応募作品は今後の広報活動で使用させていただくことがあります。  
１）応募方法  

Web：HP (http://www.sakuyosa.com/ )から必要事項と応募する写真を投稿してくだ
さい。実行委員会がそれを受理することで応募完了となります。  

Twitter ：写真を添付し、ハッシュタグ 「# サクフォト 201 6」をつけてツイートしてくだ
さい。実行委員会がそれを受理することで応募完了とします。  

いずれも、応募する写真は一人 5 枚までとさせていただきます。 
２）募集期間 

4 月２日(土)～4 月 17 日(日) 
 
３）賞 (審査は実行委員会で行います) 

最優秀賞：１作品  
優秀賞：４作品  
入選：10 作品  

４）結果発表  
４月 25 日(月)に公式HP にて結果を掲載いたします。  

 
スタンプラリー 
 
京都さくらよさこいの各会場に設置しているスタンプを集めて回っていただくと、集めた
数に応じた景品をゲットできる企画です。詳細は当日配布される京都さくらよさこい公式ガ
イドブックに記載しています。 
 
総踊り講習会 
 
京都さくらよさこい公式総踊り「サクヨッシャー！」を本祭当日に観客や参加チームの方
に対してレクチャーします。場所・時間等は演舞タイムテーブルに記載しております。 
 
京都特 B 級ご当地グルメフェスタ 
 
京都さくらよさこい期間中に岡崎エリアにて開催されるグルメイベントです。両日とも
10:00 ～18 :00 の間で開催されています。 
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ひろえば街が好きになる運動(同時開催) 
 

京都さくらよさこい同時開催イベント「ひろえば街が好きになる運動」が、両日 10:00～

17:00の間、岡崎エリアにて実施されます。これは街に落ちているゴミを拾うことで京都の

街の美化に貢献する取り組みです。踊り子の皆様には必ず参加していただきます。総合受付

の際に清掃セットをお渡しいたしますので、ご協力をお願いします。清掃セットはお帰りの

際、最寄りの受付までご返却ください。 

 

１時間総踊り 
 

踊り子・観客が一体となって踊る、京都さくらよさこいのフィナーレを飾る恒例企画です。 

 
1）会場 

岡崎エリア 神宮道会場 
 

2）日時 

４月３日(日) 19:00～20:00 
 

3）使用楽曲(予定) ※変更する場合があります。ご了承ください。 

 

「サクヨッシャー！」 (京都・京都さくらよさこい) 
「YAPPA紀州」 (和歌山・紀州よさこい祭り) 
「うらじゃ音頭」 (岡山・うらじゃ) 
「京炎 そでふれ！簡単 ver.」 (京都・京都学生祭典) 
「相模原乱舞」 (神奈川・相模原よさこい RANBU!!) 
「南中ソーラン」 (北海道・YOSAKOI ソーラン祭り) 
「くるくる丼」 (大阪・こいや祭り) 
「神戸わっしょい」 (兵庫・神戸よさこいまつり) 
「さけサンバ」 (北海道・石狩市) 

「正調よさこい鳴子踊り」 (高知・よさこい祭り) 

 

＜1時間総踊りの際の注意事項＞ 

 怪我などのトラブルを避けるために、鳴子や四つ竹等は持たずに素手で参加してください。

また、鳴子や四つ竹等の管理は貴重品と同様に各チームでお願いします。 

 ステージの乗り降りはステージ脇の階段をご利用いただき、ステージへの飛び乗り、ステ

ージからの飛び降りは禁止とさせていただきます。 

 参加は自由ですので各自適度に休憩をはさみながら無理のないようにご参加ください。 

 ステージ上で踊ることのできる踊り子の人数を制限させていただきます。危険と判断した

場合にはステージから降りていただく場合がありますのでご了承ください。 

7 
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５．諸連絡                           
 

1）参加費の振り込みについて 
 

 参加費は片日参加・両日参加どちらのチームも参加者１人につき 2500 円です。 

 当日ステージに出られる方の分のみお支払いください。アシスタントの方の分は必要あり

ませんが、チームMCの方は他の踊り子と同様に扱いますので、参加費をお支払いくださ

い。 

 参加費の振り込み締切りは３月 11日(金)です。 

 原則、チーム二次データとして実行委員会にお送りいただいたチームの確定人数分の参加

費をお支払いください。 

 参加費を振り込んだ後に参加人数が増えた場合には、当日の総合受付にて不足分をお支払

いください。ただし、振り込み後に参加人数が減った場合でも参加費を返金することはで

きません。あらかじめご了承ください。 

 振り込みの確認ができ次第、実行委員会より確認のメールを送らせていただきます。 

 振り込み先 

 

 

 

 

 

※ 振り込み者名＝チーム名でお願いいたします。 

※ 公式グッズの先行販売と振り込み先の口座番号が異なりますのでご注意ください。 

 

 

２）当日連絡担当者 
 

 当日連絡担当者は原則参加される踊り子及びチームMC以外の方が担当するようお願いし

ます。 

 総合受付時に渡されたチーム担当者パスを付けて各演舞会場の受付を行ってください。 

 会場での演舞待機時、各チームのチーム MCの方と一緒にステージ進行ディレクターと曲

入りのタイミング等の直前打ち合わせを行ってください。 

 演舞中はステージ進行ディレクターの近くで待機し、演舞の押し巻きが発生した場合、各

チームのチームMCに伝え、演舞時間を調整してください。 

 お帰りの際には担当者パスは最寄りの受付まで返却してください。両日参加チームは一日

目が終了次第返却し、二日目に再び受け取ってください。 

 緊急の連絡が入る場合もありますので、常に連絡が取れる状態にしておいてください。 

滋賀銀行(支店名：丸太町支店 店番号：958) 
預金  ：普通 
振込先 ：京都さくらよさこい実行委員会 参加費  
口座番号 ：427901 
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３）使用楽曲について 
 

 本祭中に使用する楽曲は、本祭両日を通して、事前に提出された 1曲のみとします。一度

提出された楽曲の変更は認めておりませんのでご了承ください。 

 なお当日は音響トラブルなども考えられますので、提出された音源(CD)とは別に予備の音

源(CD)１枚を各チームのアシスタントがお持ちください。 

 

４）移動についての注意 
 

 エリア間の移動は必ず京都市営地下鉄を利用してください。本祭当日は大変な混雑が予想

されますので、バス等の利用は禁止させていただいております。エリア内の移動経路は別

紙の移動経路図を参照し、必ず記載されている移動経路のみをご通行ください。 

 地下鉄のご利用には「市営地下鉄 1day フリーチケット」(600円)の購入がお得です。 

 歩道いっぱいに広がって歩く、大声で騒ぐ、ゴミのポイ捨て等の行為は近隣住民の方々、

通行人の方々の迷惑になるので絶対におやめください。 

 交通ルールや公共交通機関のマナーは厳守してください。 

 旗等、棒状の道具を使用する際、移動中は必ず手で持ち、一般の方の通行の妨げにならな

いようにして移動してください。 

 

５）着替え・更衣室【事前申し込み制】 
 

 あらかじめ着替えた状態でご来場いただくか、更衣室をご利用ください。ただし、更衣室

の利用は事前申込み制となりますのでご了承ください。駅構内のトイレなど、公共施設で

の更衣はご遠慮ください。 

 どの更衣室を使用するかはチームごとに実行委員会で指定させていただきます。指定され

た更衣室以外は使用禁止です。ご了承ください。 

 更衣室には、警備スタッフを配置しています。 

 各更衣室会場と利用可能時間は次の通りです。 

 

 

 

 

 更衣室の位置等は別紙の会場図でご確認ください。 

 

６）貴重品管理 
 

 貴重品は各チームで管理してください。運営本部や各会場などでは一切お預かりしません

のでご了承ください。 

 更衣室には絶対に貴重品を放置しないでください。万一紛失等があった場合も、当実行委

員会では責任を負いかねます。 

(最寄りエリア) (更衣室会場) (利用可能時間) 

岡崎エリア 錦林小学校 ８:00～20:00 

梅小路公園エリア 梅逕中学校 ８:00～20:00 

9 
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７）駐車場について 
 

 当実行委員会では駐車場の用意はしていません。遠方から大型バスなどで来られるチーム

は、公営の駐車場をご利用ください。また、ご利用の際は必ず事前に各駐車場に各自ご連

絡の上ご利用ください。 

 各会場周辺の道路上は駐停車禁止です。 

 当実行委員会では当日の駐車場の空車状況については把握しかねますので、京都市駐車場

案内 KYOTO PARKING NAVI ＜http://www.kyotopublic.or.jp/＞等で各自ご確認く

ださい。  

 

８）大道具・衣装・演舞 
 

 大旗等、棒状の道具は会場によっては使用できない場合もありますので別紙に記載の各会

場情報をご覧下さい。飛び道具の使用は禁止です。 

 大旗の基準は、棒状の部分の全長が 2m 以上のものとします。 

 当実行委員会が指定した演舞会場、スペース以外での演舞・練習は禁止です。 

 

９）昼食について 
 

 今年度はチーム向けの弁当の予約販売は行っておりません。 

 総合受付時、チームの皆様には、京都特 B 級ご当地グルメフェスタで使える「食品屋台

100 円 OFF券」を参加人数分お渡しいたします。ぜひご利用ください。 

 本祭両日とも梅小路公園エリア内京都市交通局テントにおいて、一般向けに弁当販売が行

われております。こちらも予約販売は行っていませんが、チームの皆様にもご利用いただ

けます。 

 

10）雨天時の対応 
 

 小雨、雨天時は決行します。荒天の場合のみ中止となります。 

 雨天時、京都駅室町小路広場はホテルグランヴィア京都前広場に演舞場所を変更する可能

性があります。変更する場合は当日 7:00 までに京都さくらよさこい公式 HP にてお知ら

せいたします。 

 中止の可能性がある場合は、前日 22:00 までに担当者にメールにて連絡します。その後

中止が決定した場合は、当日 7:00 までに担当者に電話およびメールにて連絡します。ま

た、同じく当日 7:00 までに京都さくらよさこい公式HPにて実施有無を掲載します。 
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