第 63 回静岡まつり
城下総踊り「夜桜乱舞」募集要項
１ 開催日程・場所 ※日時・会場は予定です。今後、変更となる可能性があります。
企画名

日時

会場
・御幸会場

夜桜乱舞

平成 31 年４月６日（土）

（JR 静岡駅前から江川町交差点）

～総踊り～

17：00～20：00

・追手町会場
（江川町交差点から中町交差点）

夜桜乱舞

平成 31 年４月７日（日）

御幸会場

～城下さくら踊り～

15：00～17：00

（JR 静岡駅前から江川町交差点）

平成 31 年４月６日（土）

夜桜乱舞コンテスト

14：00～15：30

駿府城公園内大演舞場

２ 静岡まつり・夜桜乱舞とは
は つ か え さい

静岡まつりは、四〇〇余年という伝統ある静岡浅間神社の「廿日会祭」に呼応して、昭和
32 年（1957 年）に始まった市民のおまつりです。
「ここ駿府で徳川家康公が家臣を連れて花見をした」という故事にならい、
『大御所花見行
列』をメインに、桜の花咲く頃のおまつりとして市民に親しまれています。
第四〇回からは「市民が参加する」まつりへと大きく変わり、夜桜乱舞もこのときに誕生
しました。
最初は２曲（平成ちゃっきり節、さくら’96）だった夜桜乱舞の踊りは、徐々に曲数を増
やし、現在は５曲となっています。
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竹千代殿どん、SAKURA Doo-Wap、・踊忘 ODOVO
なお、第六三回に限り、
「まるちゃんの静岡音頭」を追加して夜桜乱舞を踊ります。

３ 企画概要
名称

趣旨

踊る曲

市内外から集結する

６曲

約 100 チーム延べ１

・平成ちゃっきり節

４/６(土)

万人が、大御所・徳川

・さくら’96

夜桜乱舞

家康公が開いた花見

・竹千代殿どん

～総踊り～

の宴を盛り上げるた

・SAKURA Doo-Wap

め、市役所前の大通

・踊忘 ODOVO

りを舞い踊ります。

・まるちゃんの静岡音頭

第 61 回静岡まつりか
４/７(日)
夜桜乱舞
～城下さくら踊り～

ら始まった新しい夜桜
乱舞。総踊りより曲数
が少なく、ビギナーの
方でも安心して楽しむ
ことができます。

４曲
・平成ちゃっきり節
・竹千代殿どん
・さくら’96
・まるちゃんの静岡音頭

参加ルール

１チーム８人以上

①１チーム８人以上
②さくら色の何かを
身に着けること

各チームが趣向を凝
らした夜桜乱舞を披
４/６(土)

露し、
「静岡まつり大

夜桜乱舞コンテスト

賞」を目指して競い

※詳細は、コンテスト申込用紙をご覧ください

合うコンテストで
す。
※第六三回静岡まつりの夜桜乱舞では、総踊り、城下さくら踊りともに「まるちゃんの静岡
音頭」を踊ります。また、今回の城下さくら踊りではジャズを踊ることができる時間を設け
ます。
４ 参加ルール
・夜桜乱舞に参加するチーム（以下「連」と呼称します。
）は１連につき８名以上で構成
してください。８名に満たない場合は当日飛び入り連（竹千代連）でご参加ください。
・城下さくら踊りでは、
「さくら色の何か（衣装、小道具など）」を身に着けて参加してく
ださい。
・総踊り、城下さくら踊りのどちらか１日のみの参加も可能です。
５ 参加申し込み
静岡まつり HP において申込書をダウンロードし実行委員会事務局まで郵送してください。
インターネットをご利用いただけない方は、実行委員会事務局までご連絡ください。

申込み〆切：平成 31 年１月 25 日（金）まで

６ 参加費
１人につき 1 日あたり 300 円（５歳以下は参加費無料）＋チーム登録料 3,000 円
〈計算例〉
① ４/６(土)総踊りに一般 20 名、5 歳以下の幼児５名の合計 25 名で参加
20 名×300 円＋3000 円＝9,000 円（幼児 5 名分の参加費無料）
② ４/７(日)城下さくら踊りに一般 20 名、5 歳以下の幼児５名の合計 25 名で参加
20 名×300 円＋3000 円＝9,000 円（幼児 5 名分の参加費無料）
③ ４/６(土)総通り・４/７(日)城下さくら踊りの両日に一般 20 名、5 歳以下の幼児５
名の合計 25 名で参加
20 名×300 円×2 日＋3000 円＝15,000 円（幼児 5 名分の参加費無料）

・参加費は、当日会場内に入る方（撮影者、のぼりを持つ人なども含む）が
対象です。
・参加費は、平成 31 年２月 24 日（日）の代表者説明会時にお支払いをお願
い致します。（お支払時以降に参加人数が減った場合は返金いたしません
のであらかじめご了承ください。）
・第 60 回より参加費に加えチーム登録料が 3,000 円必要となりました。まことに恐縮で
はございますが、運営費支援のためご負担よろしくお願い申し上げます。
７ 雨天時について
４月６日(土)の総踊りは、雨天決行です。４月７日(日)の城下さくら踊りは、雨天時は
会場が使用できないため中止となります。
※天候等の状況により急遽中止や時間短縮をする場合がございます。決定次第、静岡ま
つりのホームページや夜桜乱舞ブログでお知らせします。
※中止や時間短縮になった場合、基本的に参加費の返金には対応いたしかねますので
ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
８ 踊り方について
夜桜乱舞は、ジャズダンスと日本舞踊の２つの踊り方があります。曲によって踊り方が
違っても構いません。なお、まるちゃんの静岡音頭に振り付けの別はありません。

９ 代表者説明会のお知らせ
当日夜桜乱舞をより楽しんでいただくため、チーム代表者の方に集まっていただき、
代表者説明会を行います。なお、進行説明会はありません。
日時：平成 30 年２月 24 日（日） 受付 13:30～ 14:00～開始（予定）
場所：葵生涯学習センター（アイセル 21）31 会議室（静岡市葵区東草深町３番 18 号）
10 公式練習会のお知らせ
誰でも無料で参加できる夜桜乱舞の公式練習会です。初心者の方に対してインストラク
ターが丁寧に振りを指導します。振りを思い出したい方、夜桜乱舞を体験したい方もぜひご
参加ください。
日程：平成 31 年１月から３月末まで
※初回練習日：平成 31 年１月 19 日（日）
場所：静岡市内の体育館等
※詳しい日程・練習曲は静岡まつりホームページや夜桜乱舞ブログでご覧いただけます。
11 当日飛び入り連「竹千代連」について
おひとりから参加可能です。振りに自信がなくても、インストラクターが周りで一緒に踊
ってくれるので初心者でも安心して踊ることができます。夜桜乱舞を観覧していて踊りた
くなった方の飛び入りも大歓迎です。
受 付：４月６日(土)総踊り、４月７日(日)城下さくら踊り開始前に夜桜部会テントにて
参加料：ひとり１日 300 円
12 公式グッズのご案内（静岡まつり実行委員会事務局にて販売しております）
夜桜乱舞の曲には「ちゃっきり鳴子」を使用するものがあります。また、踊りの練習に
は「夜桜乱舞 CD、DVD」の活用を推奨します。公式グッズは静岡まつり実行委員会事務局
でお買い求めいただけます。
・ちゃっきり鳴子

1,000 円（税込）

・CD（5 曲）

2,500 円（税込）

・DVD（振付解説）

5,000 円（税込）

13 お問い合わせ・参加申込書送付先・グッズ販売先
静岡まつり実行委員会事務局
〒420－0853 静岡市葵区追手町 45－９静岡追手町ビル４階
ＴＥＬ 054-221-0182

ＦＡＸ 054-251-1286

静岡まつり公式ホームページ http://www.shizuokamatsuri.com/
夜桜乱舞ブログ

http://www.shizuokamatsuri.com/yozakura/

