
第30回YOSAKOIソーラン祭り

2021年6月特別企画のご案内
および参加の募集について

YOSAKOIソーラン祭り組織委員会
YOSAKOIソーラン祭り学生実行委員会

［2021年5月19日版］

新緑が萌える初夏の北海道・札幌で毎年6月に開催されるYOSAKOIソー
ラン祭り。2021年・第30回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
祭りの延期が決定しました。延期時期や規模はまだ決まっていませんが、
祭りを楽しみしている皆さんとまたお会いできる日を願って、我々主催者
も準備を進めています。
さて、6月の開催は延期となりましたが、“初夏の風物詩”として、皆さん

に今年も祭りの空気を感じていただき、来たるべき第30回の本祭に向けて
想いをつなげていこうと、本来の開催日程であった6月9日（水）～13日
（日）で様々な取り組みを企画しています！いずれも参加型の企画となり
ますので、ぜひ多くのチーム・個人に参加いただき、祭りの空気・時間を
共有することができれば幸いです。奮ってご参加ください！

＊＊ 本企画について ＊＊
当企画は、現状の中で「今できること」を模索し、皆さんと祭りの時間
を共有したい、という想いで企画しています。全国のチームを対象に
「ライブ演舞」形式での参加も募集いたしますが、各地域の感染拡大状
況や事情を鑑み、できる範囲でのご参加をお願いいたします。演舞参加
に伴う集団での練習などを促進するものではありません。各地域・団体
それぞれの「今できること」で、参加いただけますと幸いです。

① YOSAKOIソーランスーパーLIVE
6月12日・13日 インターネット中継でチームの生演舞・
演舞映像をお届け！ 参加チームを募集します
（締切・5/30 詳細は2ページ）

②まちなか写真展
札幌市内の複数会場で、祭りの30年を振り返る写真展を
実施。展示写真を公募します！
（締切・5/25 詳細は4ページ）

③ 30周年スペシャルムービー
チームからのメッセージ・初参加の思い出写真を募集。
街頭ビジョンや①「スーパーLIVE」内で放送します！
（締切・5/25 詳細は6ページ）

1



① YOSAKOIソーランスーパーLIVE

今年はLIVE中継形式の演舞会を実施！本祭があるはずだった6月の週末をみんなで共有しよう！

【実施概要】
日時：6月12日（土）12:00～18:00 ／ 6月13日（日）10:00～18:00
形式：インターネット配信

プログラム（予定）

YOSAKOIソーラン
祭り組織委員会
公式YouTube
チャンネルにて配信！

(仮) 13日（日）

10:00 オープニング

10:15 スーパーLIVE演舞・VTR

10:35 写真展中継

10:45 スーパーLIVE演舞・VTR

11:57 30th記念インタビュー①

12:27 スーパーLIVE演舞・VTR

13:38 30th記念インタビュー②

14:23 スーパーLIVE演舞・VTR

15:54 30周年記念企画

16:24 スーパーLIVE演舞・VTR

17:45 エンディング

(仮) 12日（土）

12:00 オープニング

土曜日は丸一日
スーパーLIVE演舞・VTR
をお届け予定！

17:45 エンディング

スーパーLIVE演舞
・VTRをメインに、
30周年記念企画や

インタビュー企画など、
様々な企画を検討中！

《スマホ1台で簡単に参加！》

オンライン演舞会の参加団体を募集します！

※内容は変更になる可能性があります
※放送の詳細は後日発表します

演舞など

チーム紹介（1分）

チームインタビュー（3~4分）

MC

チーム代表

スタジオにいる学生MCが
チームを紹介

◆参加のイメージ

ライブ演舞 もしくは映像作品の放送

参加方法いろいろ！
詳細は次ページにて

事前に打ち合わせた内容をもとに、
スタジオにいる学生MCとリアルタイ
ムでインタビュー

募集要項は次ページにて

MC
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＊＊ 本企画について ＊＊

当企画は、本来YOSAKOIソーラン祭りの開催されるはずだった日程で「今できること」を模索し、皆さんと祭りの時間を共有したい、
という想いで企画しています。全国のチームを対象に「ライブ演舞」形式での参加も募集いたしますが、各地域の感染拡大状況や事情
を鑑み、できる範囲でのご参加をお願いいたします。演舞参加に伴う集団での練習などを促進するものではありません。各地域・団体
それぞれの「今できること」で、参加いただけますと幸いです。



【募集要項】
《対象》全国のYOSAKOIソーランチーム ※注1

《内容》A～Cの3つの出演方法について、それぞれチームを
募集します

A.ライブ演舞（目安5分）

会場での演舞をライブ中継で放送します。
※会場は各チームでご用意ください。
※ライブ演舞での参加チーム数は1日7チームを想定しております。
※今後の社会情勢により、ライブ演舞を予定していても会場が使え
ないなどの理由により、ライブが困難になることも想定されます。
そういった場合は、収録映像への切り替えなど、個別に対応させ
ていただきます。

B.演舞収録映像（目安5分）

事前に収録した演舞映像を放送します。
※映像は、できる限りこの1年以内に撮影されたものをお願い致
します。新たに撮影することが難しい場合・該当する映像がな
い場合は、過去の未発表映像でもかまいません。

※演舞収録映像での参加チーム数は1日20チームを想定しており
ます。

C.演舞以外の映像作品（目安1分）

チームPVや新作品の予告動画などの映像作品を放送します。
※映像は、できる限りこの1年以内に撮影されたものをお願い致
します。新たに撮影することが難しい場合・該当する映像がな
い場合は、過去の未発表映像でもかまいません。

※演舞以外の映像作品での参加チーム数は1日10チームを想定し
ております。

《中継方法》
・オンライン演舞会に参加する全チームにリアルタイムでのインタ
ビューを行う予定です。

・参加チームのみなさまは、中継用にスマートフォン等の端末を1
台ほどご用意ください。

・チームインタビューおよび会場での演舞はスマートフォン(使用
アプリ検討中)を使用してライブ中継する予定です。

・ライブ演舞の場合、中継用の端末1台に加えて、演舞の音楽を再
生できる機器をご用意ください。詳しい中継方法の説明は個別に
対応いたします。

《注意事項》
・（注1）放送できるチーム数には限りがあります。応募チーム数が
予定枠数を上回った場合、①第30回YOSAKOIソーラン祭りエント
リーチーム（道内外問わず） ②北海道内の支部所属チーム
③それ以外のチーム の順に優先してチームを決定いたします。

・事前の段階及び当日においては、YOSAKOIソーラン祭り新型コロナ
ウイルス感染拡大防止ガイドライン（2020年11月制作）に準拠する
ものとします。

・演舞順は各チームの参加可能時間を考慮したうえで調整いたします。
・出演枠等の詳細については申込いただいたチームに対し随時ご連
絡いたします

・演舞開始の30分前には配信環境を整えたうえで待機してください。
・今後の状況によりスケジュールが変更する場合がありますのでご了
承ください。

《申込方法》
・別紙参加申込書をご記入の上Eメールでお申し込みください
・提出期限：５月３０日（日）まで
・提出先 team@yosakoi-soran.jp
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②まちなか写真展

札幌の街に祭りの風を届けよう！あなたの記憶に残る1枚を募集します。

【写真展概要】

日程：2021年6月9日（水）～6月13日（日）
会場：札幌市内複数会場（予定：北海道さっぽろ観光案内所、大通BISSEなど）

内容：YOSAKOIソーラン祭りの30年の振り返る写真を実物展示もしくはデジタルサイネージで展示します

※詳細は決定次第公式ホームページでご案内します

【募集要項】

《内容》以下のいずれかのテーマに沿った写真

テーマ１.初めてのYOSAKOIソーラン祭り
出場、観覧、撮影など、あなたが初めて〇〇したYOSAKOI
ソーラン祭りの写真を募集します。

テーマ２．惹かれた表情
踊り子、観客の笑顔やかっこいい瞬間など、素敵な表情をお
待ちしています。

テーマ３．あなたの感情が昂った瞬間
見ていて、踊っていて、感情が昂った瞬間の写真をお待ちし
ています。

《募集形式》

・写真サイズ

・カラー、モノクロ不問
・文字入れ等の画像加工した作品は不可（色彩の調整等は可）
・郵送・メールの場合、1作品に対し1枚の応募用紙を合わせて提出
・提出頂いた作品は返却いたしません
・著作権等については注意事項参照
・1人当たりの応募数に上限はありません

データ提出 ※jpeg 現物提出

最大 なし 四つ切（254×305mm）

最小
1024×768pxl

※2240×1680以上推奨
2L（127×178mm）
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②まちなか写真展

《注意事項》

・応募作品の著作権は応募者に帰属します。ただし、主催者は応募
作品の「まちなか写真展」への展示・公式ホームページへの掲
載・「スーパーLIVE」「30周年スペシャルムービー企画」への
使用の権利を有するものとします。

・応募作品に写っている被写体によって発生する肖像権・著作権侵
害等の責任は、主催側では負いかねます。必ず、権利者・被写体
本人等の承諾を得た上でご応募願います。ただし、YOSAKOI
ソーラン祭りにて撮影された写真に写る踊り子（参加者）はその
限りではありません。

・公序良俗に反したり、第三者を誹謗中傷・プライバシーを侵害す
る恐れのあるもの、および法令等に違反または犯罪行為に結びつ
くと判断される作品の応募は受け付けません。

・当イベント応募で生じる損害について、主催者は一切責任を負い
ません。

・お送りいただいた作品（写真）およびメディア（CD、DVD等）
は返却いたしません。

以上のことを承諾の上、本企画にご参加ください。

《応募先・問合先》

〒０６０－０００１
北海道札幌市中央区北１条西２丁目２－１
YOSAKOIソーラン祭り 写真展企画係
TEL: 011-231-4351
Mail: gakusei@yosakoi-soran.jp

《展示に際して》

・応募作品の形式に依らず、アナログ展示または電子展示になる可
能性がございます

・ご応募頂いた作品が必ず市内会場に展示されるわけではございま
せんのでご了承ください。なお、応募作品は原則として
YOSAKOIソーラン祭り公式ホームページにも掲載いたします

・展示・掲載の際は、応募用紙に記載いただいたお名前（ニック
ネーム可）・タイトル・コメント等を一緒に掲示いたします

・ご応募頂いた各作品の展示場所はお答えしかねます

《応募方法》

提出物を以下のいずれか方法で提出 5月25日（火）必着

①現物応募
・応募用紙と写真を合わせて郵送、作品1つに対して応募用紙1枚
※スキャンしてYOSAKOIソーラン祭り公式HPにも掲載致します

②データ応募（※JPEGデータのみ）
◆郵送
CD-RもしくはDVD-Rに焼いて記入した応募票とあわせて郵送

◆メール
画像を添付もしくはデータ転送サービス（データ便等）を利用
しリンクを記載しEメールで提出
※作品１つに対して応募用紙1枚を添付
※ファイルサイズの大きいもの（3MB以上）は
原則データ転送サービスをご利用ください

◆応募フォーム
Googleフォームに必要事項を記入し、画像・動画をアップ
ロード
※Googleアカウントが必要となります

・応募フォーム
https://forms.gle/WnMer73wztxCHU8Y9 5
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③ 30周年スペシャルムービー企画

チームの皆さんからのメッセージ動画を中心に、街頭ビジョンでスペシャルムービーを放映

【企画概要】

放送日程：2021年6月9日（水）～6月13日（日）
放送場所：札幌市内街頭ビジョンおよびインターネット放送「スーパーLIVE」内
内容：祭りの過去の写真とともにチームからのメッセージを1本30秒程度の動画に編集し、街頭ビジョン等で放送。

6月の本祭はなくても、札幌の街が夏に向かっていること、YOSAKOIソーランの雰囲気を感じてもらい、
コロナ禍でも街の皆さんに元気をお届けするような動画を目指します！

【募集要項】

《対象》第30回YOSAKOIソーラン祭りエントリーチーム

《内容》各チームより、以下の2点を募集

①YOSAKOIソーラン祭り初出場時の思い出写真1枚

・今年初参加を予定していたチームは、練習時の写真や他のイベント
参加時ものでも構いません

②チームからのメッセージ

・①の写真紹介コメントおよび街の皆様へのメッセージ
・「思い出写真」紹介コメントについて、
その写真の背景や、思い入れ等をご自由にお話しください。

・街の皆様へのメッセージについて、
第30回YOSAKOIソーラン祭りの延期を受けての今の心境や、コ
ロナ禍による逆境を乗り越えるため、街の皆様に元気を届けるよ
うな、励ましの内容を簡単にお話しいただければと思います。
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・顔を出してお話しいただく形での動画撮影をお願いします。
・背景は無地を推奨します。
・複数人出演いただいても構いません。
・大きな声で、ハキハキと、聞き取りやすい声でお話し下さい。
・動画は25秒以内で作成ください。

※動画作成ハウツー動画と完成見本動画を作成いたしました
のでぜひご参考ください！

ハウツー動画： https://youtu.be/nFd59lIpffY
完成見本動画： https://youtu.be/y1_nUe6JyG8

本企画では、コロナ禍においても諦めずに生活し、またYOSAKOI
ソーラン祭りが開催できるような社会の実現を願おうというメッ
セージを伝えることを目的としています。そのため、チーム様には
本企画の意図に沿ったメッセージ動画を作成していただければと思
います。

https://youtu.be/nFd59lIpffY
https://youtu.be/y1_nUe6JyG8


《締め切り》 2021年05月25日（火）素材必着
※街頭ビジョンへの放映につきましては，各ビジョンへの素
材提供数に限りがございますので，素材提出の先着順とさ
せていただきます。

※「スーパーLIVE」内では提供いただいた全チームを放送し
ます

《提出規格・方法》
①写真データ
・規格 JPEG、サイズ不問
・カラー、モノクロ不問
・画像加工した作品(実在の物を消す、ないものを描くなど
をしたもの)は受け付けません

②動画
・規格 MP4
・フレームサイズ 1920×1080px
※アスペクト比は16:9にてご提供ください

◆提出方法（メール）
・メール件名
【30thスペシャルムービー企画素材提出_チーム名】

・写真データ
メールに添付、もしくはデータ転送サービス（データ便
等）を利用してください。

・動画データ
データ転送サービス（データ便等）を利用を利用の上、
ダウンロードURLをメール本文に記載してください。

※ファイル名を【30thスペシャルムービー企画素材提出_
チーム名】として下さい。

《各権限の扱い》
・応募作品の著作権は応募者本人に帰属、使用権は主催者に
帰属するものとする。

・著作権及びその他権利侵害による訴えがあった場合、応募
者の責任となり主催者は一切関与しない。

・応募者は主催者が応募作品を「YOSAKOIソーラン祭り30周
年スペシャルムービー企画」の実施、広告宣伝及び応募事
業の紹介や記録等への利用を認めたこととする。

・主催者は採用作品の一部修正・翻案の権利を有する。

《注意事項》
・完成動画の放映ビジョン、放映スケジュールにつきまして
は，お教えしかねますのでご了承下さい。

・一部、「まちなか写真展」企画にお寄せいただいた写真に
ついても、応募者のコメント等とともに動画に使用するこ
とがあります。

《主催》
YOSAKOIソーラン祭り学生実行委員会
(一社)YOSAKOIソーラン祭り組織委員会

《申込・問い合わせ》
・必要データをご用意の上Eメールでお申し込みください
・提出期限：５月２５日（火）まで
・提出先 team@yosakoi-soran.jp
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