2020 年 6 月 10〜14 日開催！

第 29 回 YOSAKOI ソーラン祭り

市民審査員募集要綱

《一般公募審査員について》
〇ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りにおける市民審査員とは
ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りは、６月の札幌を舞台に開催される、
「市民参加型」のお祭りです。踊り手としての参加はもちろん、
様々な形で気軽にお祭りに参加することができるのが、
YOSAKOI ソーラン祭りの魅力のひとつです。
その一環として、ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りでは
チームの演舞を審査する審査員を、「市民審査員」として全国から
募集します！YOSAKOI ソーラン祭りの審査は、あなたが演舞を見て
感じた「感動」を審査基準としており、特別な技術や知識は全く必要ありません。
どなたでも審査員として参加していただくことができます。
札幌市内の方々はもちろん、札幌市外・北海道外の皆様にもご
参加いただけます。今までは観客としてお祭りをご覧になっていた方も、
これまでなかなか祭りに馴染みのなかった方も、
この機会に審査員としてお祭りに参加してみませんか？
皆様のご応募をお待ちしています！
ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り実行委員会

【第 29 回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り開催概要】
日程：2020 年 6 月 10 日（水）～14 日（日）
会場：大通公園をはじめとする札幌市内約 20 会場
主催：札幌市・(一社)札幌観光協会・札幌商工会議所・(一社)YOSAKOI ソーラン祭り組織委員会
後援：北海道・北海道教育委員会・札幌市教育委員会・NHK 札幌放送局・(公社)北海道観光振興機構
主管：YOSAKOI ソーラン祭り実行委員会
公式ホームページ：http://www.yosakoi-soran.jp/

≪募集人数（定員）≫

全約 110 名

≪募集期間≫

令和 2 年 3 月 1 日（日）〜４月 17 日（金） ※締切日必着

※応募人数が定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。

≪応募条件≫
１、祭りの理念および本募集要綱に賛同し、真剣に演舞を審査していただける方
２、令和 2 年６月時点で中学生以上の方
３、第 29 回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り参加チーム関係者以外の方（※下記を定義参照）
４、６月 13 日・14 日の指定された時間（いずれか 1 日）に審査可能な方
（※）「チーム関係者」の定義について
①現在、第 29 回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り参加チームに踊り子やスタッフとして所属している方
②現在いずれかのチームに対し、金銭的・物質的な支援をしている方（寄附、スポンサーなど）
「過去にチームに所属していた」あるいは「２親等以内の家族および同居する家族が現在チームに所属している」場合
は審査可能です。ただし、該当チームのブロック以外の審査をしていただきます。応募の際には必ず申し出てください。

【市民審査員募集要綱】 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
≪審査コンセプト≫
ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りでは、「手に鳴子を持って踊ること」「曲にソーラン節のフレーズを入れること」を２大ル
ールとし、様々なチームが個性あふれる演舞を披露しています。中でも、”もっとも観る人の心を動かし、感動を届け
たチーム”として、「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン大賞」を選出します。
採点方法はいたってシンプル。以下の基準をもとに、演舞を実際に見て、１～10 点の間で点数をつけていただきます。
審査基準 「心動かされ 感動するような演舞・表現であったか」

審査の
ポイント

・２大ルールである「鳴子」「ソーラン節」が演舞にうまく取り入れられているかどうか
・曲、衣装、踊りが調和しており、オリジナリティのある演舞かどうか

≪審査の日程・区分≫

※下記時間は開催時間であり、集合解散時間ではありません。
6 月 13 日（土）
＜審査員活動時間＞

13 日（土）は 10:30〜20:10 のなかで 3 時間程度

※いずれか 1 日のみ

14 日（日）は 9:30〜22:00 のなかで 3 時間程度

本祭審査

①一次審査

＜会場＞

（全 10 ブロック）
11:30-19:10

大通パレード会場
大通公園西 8 丁目会場

U-40 大会
＜会場＞
丸井今井前/三越前
カナモトホール

6 月 14 日（日）

ブロック 2 位

審査希望全チームが対象
ブロック１位

④U-40 大会 一次審査
11:30-17:30
参加人数 40 人未満のチームが対象

ブロック
１・２位

③ファイナル審査
20:00-21:30
YOSAKOI ソーラン大賞決定！
⑤U-40 大会 二次審査
15:50-17:10
U-40 大賞決定！
⑥ジュニア大会 一次審査
10:30-12:30
中学生以下で構成する a チームが対象

ジュニア大会
＜会場＞

②セミファイナル審査
16:30-18:00
1 位チームはファイナル審査へ進出！

無し

丸井今井前/西８丁目会場

上位５チーム

⑦ジュニアファイナル
15:40-16:30
ジュニア大賞決定！

個人賞審査

⑧個人賞審査

＜会場＞

審査員活動時間：

大通パレード

11:30～19:00 のうち、2~3 時間

無し

※ご応募いただいた皆様には、上記の区分①〜⑧のうち、いずれかひとつの審査を行っていただきます。
※いずれの区分においても、集合〜解散までの所要時間（審査員活動時間）は最大 3 時間程度です。審査区分や
審査時間については、実行委員会事務局が抽選で決定いたしますので、ご希望を伺うことは出来ません。
※応募時に、参加可能日程を、（１）13 日（土）・14 日（日）両日可能 （２）1３日（土）のみ可能 のいず
れかから選択してください。（実際に参加いただくのは、いずれか 1 日です。なお、“1４日（日）のみ可能”という選択肢
はありません。）

≪注意事項≫ 必ずお読みください！
◆チーム関係者の方の応募はご遠慮ください。万が一、上記の「チーム関係者の定義」に当てはまり、関係するチーム
名を申告していなかった場合は、実行委員会が公平な処置（その審査員による採点結果の無効、該当チームの
審査無効等）を取る可能性があります。該当チームに多大な影響を及ぼしますのでくれぐれもご注意ください。
◆審査中は私語厳禁です。審査員同士では決して相談せずご自身の意見で審査してください。また、チームの知名
度や過去の実績等の先入観を持たずに、そのとき会場で演舞を観たままを公平に審査してください。
◆審査席での喫煙や撮影はお断りしております。
◆どのチームも祭り本番のために創意工夫を重ねて演目を創作し、一生懸命努力をされています。審査員となる皆
様には、できる限り演舞から目をそらさず、真剣に審査していただくようお願いいたします。
◆審査時間中（1 時間半程度）は、原則として審査席から離れることができません。一度席を立った場合はその後
の審査を行うことができません。それまで審査いただいた内容についても無効となります。
◆ご家族やご友人同士でご応募された場合でも、受付はあくまでも個人単位となっており、審査員の抽選や審査ブロ
ックの割り振りにおいて考慮することができかねますのでご了承ください。
◆誠に恐縮ではございますが、交通費や宿泊費等は応募者の自己負担でお願いしておりますのでご了承ください。
◆審査の公平性の担保および審査員の個人情報保護のため、当祭りでは市民審査員の氏名や個々の採点内容
等は公表しておりません。つきましては、ご自身が審査を行うことは祭り終了まで口外しないでください（ブログやツイ
ッターなどの SNS への書き込みもご遠慮ください）。また、審査員を務めるうえで知り得た情報（チームの審査資
料に関することや、ご自身の採点内容等）を決して他言されませんようお願いいたします。該当する行為を発見し
た際には、審査員から外すなどの処置をする場合があります。
◆審査当日には、遅刻の無いようにしてください。また、当日の予定は必ず開けておくようにお願いいたします。

≪祭り本番までのスケジュール≫

※予定

日程

内容

3 月 1 日～4 月 17 日

市民審査員 募集期間

5 月上旬

審査日(13 日 or14 日) 通知

5 月下旬

・審査の手引き（審査の手順・当日の流れ・注意事項など）発送
・集合時間、審査時間の通知

6 月 13 日・14 日

第２9 回 YOSAKOI ソーラン祭り 審査当日

≪問い合わせ・応募方法≫
①公式 HP から WEB 申し込み https://www.yosakoi-soran.jp/

→QR コード

②下記のメールアドレスに応募用紙のファイルを添付 ⇒ shinsa@yosakoi-soran.jp
③応募用紙を FAX または郵送
○問い合わせ・応募用紙送付先

ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り実行委員会

郵送 ： 〒060-0001 北海道札幌市中央区北１条西２丁目 北海道経済センター４F
YOSAKOI ソーラン祭り実行委員会 宛 （担当：伊藤）
TEL ： 011-231-4351

FAX ： 011-233-4351

E メールアドレス ： shinsa@yosakoi-soran.jp
※郵送での応募の際は、封筒に「市民審査員応募書類在中」と明記してください。
※お預かりした個人情報は、当祭りの審査運営業務のために使用いたします。また、個人情報の漏洩、滅失または
き損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

皆さまのご参加をお待ちしております！

