
第１７回

ござれGO-SHU！（改）
全てが変わる！

今年のござれGO-SHU！
あえてその決意を込めてその名も
「ござれGO-SHU！（改）」と改める。
まずはその概要を見て下さい！
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第１７回ござれGO-SHU！(改)参加要綱及び参加申込書
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第１７回ござれGO-SHU！（改）開催概要
全てが変わる！

今年の「ござれGO-SHU！」は全てが変わる！

あえてその決意を込めてその名も「ござれGO-SHU！（改）」と改めます。

見る人、踊る人が一同に集える「コンパクト会場」の導入。

観客が選ぶ「観客大賞」をはじめ、チームが自分の個性を生かしてファイナル→グランプリ

をめざせる全く新しい審査方法の導入。

地元企業の全面的な協力のもと実現出来た各種企業賞（副賞）の導入。

希望で選べる「パレード会場」や各種サブ会場。

「歓祭」「和しょい」「神剛」はじめ、日本で一番「踊り楽曲」を世に送り出している関西京都今

村組の今村先生による総踊り曲の制作。その全容を以下に提案します。

１１１１．．．．開催日程 平成開催日程 平成開催日程 平成開催日程 平成２７２７２７２７年年年年１０１０１０１０月月月月４４４４日日日日（（（（日日日日））））※※※※小雨決行小雨決行小雨決行小雨決行

２２２２．．．．主 催主 催主 催主 催 ござれござれござれござれGO-SHUGO-SHUGO-SHUGO-SHU組織委員会組織委員会組織委員会組織委員会・・・・同実行委員会同実行委員会同実行委員会同実行委員会

３３３３．．．．開催会場 滋賀県甲賀市水口町一帯開催会場 滋賀県甲賀市水口町一帯開催会場 滋賀県甲賀市水口町一帯開催会場 滋賀県甲賀市水口町一帯

４４４４．．．．募集募集募集募集チームチームチームチーム：：：：５０５０５０５０チームチームチームチーム

５５５５．．．．踊踊踊踊りりりり会場会場会場会場（（（（予定)予定)予定)予定)

●メイン会場：水口アヤハディオ第一駐車場 :１２：００～２０：１０

●サブ会場 ：

①JA駐車場（パレード会場） １５：００～１７：３０：：：：

②つばきの湯駐車場 １２：３０～１７：００：：：：

③水口大橋北詰西側河川敷公園 ：１２：３０～１７：００

④コメリ会場 ：１２：３０～１６：００

●水口センチュリーホテル特別会場 １０：００～１２：１５：：：：
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６６６６．．．．祭祭祭祭りりりり日程日程日程日程

●●●●センチュリーホテルセンチュリーホテルセンチュリーホテルセンチュリーホテル特別会場特別会場特別会場特別会場

１０：００～ 開会式（センチュリーホテル特別会場）

１０：１０～ 特別会場演舞開始（１チーム６分×２０チーム限定）

１２：１０～ 演舞終了

１２：１５ 閉会

●●●●メイン・サブメイン・サブメイン・サブメイン・サブ会場会場会場会場

１２：００～ メイン会場・サブ会場開始

（メイン会場１チーム６分１回演舞×５０チーム）：３００分

（サブ会場：パレード会場は希望チームのみ２０チーム予定）

時間時間時間時間 メインメインメインメイン会場会場会場会場 サブサブサブサブ①①①①会場会場会場会場 サブサブサブサブ②②②②会場会場会場会場 サブサブサブサブ③③③③会場会場会場会場 サブサブサブサブ④④④④会場会場会場会場

（（（（つばきのつばきのつばきのつばきの湯湯湯湯） (） (） (） (河川敷公園)河川敷公園)河川敷公園)河川敷公園) （（（（コメリコメリコメリコメリ））））（（（（JAJAJAJAﾊﾟﾚｰﾄﾞﾊﾟﾚｰﾄﾞﾊﾟﾚｰﾄﾞﾊﾟﾚｰﾄﾞ））））

（（（（４０４０４０４０ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑ予定予定予定予定） （） （） （） （４０４０４０４０ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑ予定予定予定予定） （） （） （） （３０３０３０３０ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑ予定予定予定予定））））（（（（２０２０２０２０ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑ予定予定予定予定））））

１２１２１２１２：：：：００００００００ チームチームチームチーム演舞開始 演舞演舞開始 演舞演舞開始 演舞演舞開始 演舞ｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄ 演舞演舞演舞演舞ｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄ 演舞演舞演舞演舞ｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄ

１３１３１３１３：：：：００００００００

１４１４１４１４：：：：００００００００

１５１５１５１５：：：：００００００００ 演舞開始演舞開始演舞開始演舞開始

１６１６１６１６：：：：００００００００ 演舞終了演舞終了演舞終了演舞終了

１７１７１７１７：：：：００００００００ 演舞終了 演舞終了演舞終了 演舞終了演舞終了 演舞終了演舞終了 演舞終了

１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０ チームチームチームチーム演舞終了 演舞終了演舞終了 演舞終了演舞終了 演舞終了演舞終了 演舞終了

１７１７１７１７：：：：３５３５３５３５ 審査中審査中審査中審査中ｹﾞｽﾄｹﾞｽﾄｹﾞｽﾄｹﾞｽﾄ演舞演舞演舞演舞①②①②①②①②

１７１７１７１７：：：：５５５５５５５５ ﾌｧｲﾅﾙﾌｧｲﾅﾙﾌｧｲﾅﾙﾌｧｲﾅﾙ発表発表発表発表

１８１８１８１８：：：：１５１５１５１５ ファイナルファイナルファイナルファイナル演舞演舞演舞演舞 １１１１チームチームチームチーム６６６６分分分分××××６６６６

１８１８１８１８：：：：５５５５５５５５ ファイナルファイナルファイナルファイナル演舞終了演舞終了演舞終了演舞終了

１９１９１９１９：：：：００００００００ ゲストゲストゲストゲスト演舞演舞演舞演舞③③③③

１９１９１９１９：：：：２０２０２０２０ 全審査発表全審査発表全審査発表全審査発表・・・・表彰表彰表彰表彰

ファイナルファイナルファイナルファイナル審査発表審査発表審査発表審査発表

１９１９１９１９：：：：５０５０５０５０ ござれござれござれござれ大賞大賞大賞大賞ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑ演舞演舞演舞演舞

２０２０２０２０：：：：００００００００ フィナーレフィナーレフィナーレフィナーレ 水口子水口子水口子水口子どもどもどもども達達達達のののの総踊総踊総踊総踊りりりり

２０２０２０２０：：：：１０１０１０１０ 閉会閉会閉会閉会

～～～～総踊総踊総踊総踊りりりり～～～～
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７７７７．．．．参加参加参加参加についてについてについてについて

①参加の仕方：

通常参加（メイン会場とサブ会場２～３会場）の参加方法が基本になりますが、その他に希望すれば

午前中に行われるセンチュリー特別会場（ステージ）と午後から行われるJAパレード会場に申し込む

ことが出来ます。

また「審査希望」の参加と「審査を希望しない」参加方法がありますが、センチュリー特別会場は審

査希望チームのみ参加可能です。

会場 審査希望会場 審査希望会場 審査希望会場 審査希望チームチームチームチーム 審査審査審査審査によるによるによるによる賞賞賞賞審査希望審査希望審査希望審査希望なしチームなしチームなしチームなしチーム

メインメインメインメイン会場会場会場会場 ○○○○（（（（参加可能参加可能参加可能参加可能）））） ○○○○（（（（参加可能参加可能参加可能参加可能）））） ファイナルファイナルファイナルファイナル→→→→（（（（グランプリグランプリグランプリグランプリ））））

サブサブサブサブ会場会場会場会場 ○○○○（（（（参加可能参加可能参加可能参加可能）））） ○○○○（（（（参加可能参加可能参加可能参加可能）））） 会場賞会場賞会場賞会場賞

パレードパレードパレードパレード会場会場会場会場 ○○○○（（（（参加可能参加可能参加可能参加可能）））） ○○○○（（（（参加可能参加可能参加可能参加可能）））） パレードパレードパレードパレード賞賞賞賞

センチュリーセンチュリーセンチュリーセンチュリー会場会場会場会場 ○○○○（（（（参加可能参加可能参加可能参加可能）））） ××××（（（（参加不可参加不可参加不可参加不可）））） センチュリーセンチュリーセンチュリーセンチュリー会場優勝会場優勝会場優勝会場優勝→→→→

ファイナルファイナルファイナルファイナル→→→→（（（（グランプリグランプリグランプリグランプリ））））

②参加チームについては子どもチーム、大人チームの別はありません。

③参加人数は原則１０名以上１２０名未満とします。

④パレードは原則前に進んでください。目安としては５０ｍ程度は前進して下さい。

⑤踊り曲はオリジナル・既存の曲のどちらでもかまいませんが、既存の曲を使う場合は必ず事前に

著作権上の手続きを行って下さい。

⑥万一の場合に備えて必ず保険にご加入してください。当実行委員会としては保証しかねます。

⑦衣装、小物、旗、鳴り物（鳴子含む）等については全て自由です。ただし、会場によっては大旗や大

道具等の使用を控えて頂く場合もありますのでご了承下さい。

⑧着替え場所はご用意しますが、貴重品等についてはチームで管理して下さい。（センチュリー特別

会場・メイン会場付近）

⑨演舞時間はMCが「どうぞ」と言って入場し、ステージを「ハケる」まで６分以内に協力して下さい。

⑩当日の音源はCD（必ず２枚）でお願いします。サブ会場は当日持参（必ず予備含めて２枚）頂けれ

ば結構ですが、メイン会場用は９月１１日（金）までに事務局に送付していただくか９月１２日（土）のチ

ーム説明会にご持参下さい。

⑪当日は車、バス等での参加も可能ですが、事前に必ず台数を御連絡ください。台数分駐車券を送

付致しますが、駐車場所については限定されますのでご了承下さい。

⑫祭りにおける各種画像、映像は当祭り委員会に帰属しますので了承の上、ご参加下さい。
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８８８８．．．．審査審査審査審査・・・・賞賞賞賞についてについてについてについて
全く新しい審査基準を設けます。

■■■■各賞各賞各賞各賞

●全体賞：審査希望全チームのみ対象

１，「気」大賞：全チーム中、元気・気力が最高だったと認めたチーム

２，「笑」大賞：全チーム中、笑顔・明るさが最高だったと認めたチーム

３，「技」大賞：全チーム中、技術・スキルが最高だったと認めたチーム

４，「麗」大賞：全チーム中、美しさ・かっこ良さが最高だったと認めたチーム

５，「演」大賞：全チーム中、構成・演出が最高だったと認めたチーム

６，センチュリー大賞：センチュリー会場参加チーム中最高だったと認めたチーム

※以上の６チームでファイナルを行い、「ござれ大賞」及び「ござれ準大賞」を決定する。

●会場賞：コメリ賞・つばきの湯賞・JAパレード賞・水口大橋賞

●特別賞：「みんなが選ぶ大賞」（一般市民投票で１番票を獲得したチーム）・新人賞・審査員特別賞・

他に企業賞各種など

※企業副賞 例：・センチュリー大賞：センチュリーホテルランチ券チーム人数分

・つばきの湯：つばきの湯入館券チーム人数分 など （あくまで例です）

についてについてについてについて９９９９．．．．参加費参加費参加費参加費

１チーム一律１５．０００円１チーム一律１５．０００円１チーム一律１５．０００円１チーム一律１５．０００円

※いかなる場合においても参加費の返還はいたしません。

１０１０１０１０．．．．参加手続参加手続参加手続参加手続きについてきについてきについてきについて

参加手続きに関しては以下の通りとなっております。

提出期限は厳守となっておりますので、よろしくお願い致します。

①①①①まずまずまずまず、、、、添付添付添付添付のののの参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書をををを①①①①郵送郵送郵送郵送②Fax③②Fax③②Fax③②Fax③申込申込申込申込みフォームからみフォームからみフォームからみフォームから送付送付送付送付してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

その期限については以下のようになっています。

１１１１１１１１．．．．参加申込参加申込参加申込参加申込みみみみ期限期限期限期限

第１次募集：７月１８日（土）～８月１４日（金）

第２次募集：８月１７日（月）～８月３１日（月）
※第一次募集で参加予定数に満たない場合のみ募集

※※※※共共共共にににに締締締締めめめめ切切切切りりりり日必着日必着日必着日必着
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②②②②参加参加参加参加おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ頂頂頂頂いたいたいたいた場合場合場合場合

◎お申し込みと同時に にてご送付ください。「「「「パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット用用用用チームチームチームチーム写真写真写真写真」」」」をメールをメールをメールをメール添付添付添付添付

宛先（info@nihonkyoiku.com）

◎確認の電話をして下さい。（事務局から以下の期日で連絡がない場合）

・郵送の場合は１週間以内にお電話かメールで

・Faxの場合は３～４日以内にお電話かメールで

・申込みフォームの場合は自動返信で

で をいたします。受付確認受付確認受付確認受付確認のののの御連絡御連絡御連絡御連絡

※この連絡がない場合はお手数ですがお電話又はメールにてご確認の御連絡を頂きます

ようお願い申し上げます。

③③③③参加費参加費参加費参加費をををを振振振振りりりり込込込込みにておみにておみにておみにてお支払支払支払支払いいいい下下下下さいさいさいさい。。。。

振り込み期限は第１次募集の場合 まで、第２次募集は までとしま８８８８月月月月２０２０２０２０日(木)日(木)日(木)日(木) ９９９９月月月月４４４４日(金)日(金)日(金)日(金)

振振振振りりりり込込込込みみみみ名義名義名義名義はははは必必必必ずチームずチームずチームずチーム名 振名 振名 振名 振りりりり込込込込みみみみ手数料手数料手数料手数料はははは各自各自各自各自ごごごごす。なお でお願いします。また

下さい。負担負担負担負担

水口支店水口支店水口支店水口支店 （（（（店番店番店番店番 ６１５６１５６１５６１５））））

普通口座普通口座普通口座普通口座 （（（（口座番号口座番号口座番号口座番号 ９５８８０４９５８８０４９５８８０４９５８８０４））））

口座名義口座名義口座名義口座名義 ござれござれござれござれGO-SHUGO-SHUGO-SHUGO-SHU組織委員会 代表 斎藤一美組織委員会 代表 斎藤一美組織委員会 代表 斎藤一美組織委員会 代表 斎藤一美
（（（（ゴザレゴウシュウ ソシキイインカイ ダイヒョウ サイトウカズミゴザレゴウシュウ ソシキイインカイ ダイヒョウ サイトウカズミゴザレゴウシュウ ソシキイインカイ ダイヒョウ サイトウカズミゴザレゴウシュウ ソシキイインカイ ダイヒョウ サイトウカズミ））））

④④④④メインメインメインメイン会場用音源会場用音源会場用音源会場用音源（（（（CDCDCDCD））））はははは９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（金金金金））））必着必着必着必着でででで送付送付送付送付していただくかチームしていただくかチームしていただくかチームしていただくかチーム説明会説明会説明会説明会にごにごにごにご持参持参持参持参

下下下下さいさいさいさい。。。。※※※※なおなおなおなお必必必必ずずずずCDCDCDCD本体本体本体本体にﾁｰﾑにﾁｰﾑにﾁｰﾑにﾁｰﾑ名名名名をおをおをおをお書書書書きききき下下下下さいさいさいさい。。。。

※※※※なおなおなおなお、、、、当日予備当日予備当日予備当日予備としてとしてとしてとして （（（（デッキとのデッキとのデッキとのデッキとの相性相性相性相性でででで読読読読みみみみ込込込込まないまないまないまない場合場合場合場合があるのでがあるのでがあるのでがあるので））））をごをごをごをご持参下持参下持参下持参下さいさいさいさい。。。。CDCDCDCD（（（（必必必必ずずずず２２２２枚枚枚枚））））

ござれGO-SHU！(改)チーム関係事務局

〒520-2271滋賀県大津市稲津2-18-13(株)Office REY内〒520-2271滋賀県大津市稲津2-18-13(株)Office REY内〒520-2271滋賀県大津市稲津2-18-13(株)Office REY内〒520-2271滋賀県大津市稲津2-18-13(株)Office REY内

TEL：077-507-8329 FAX：077-507-5096TEL：077-507-8329 FAX：077-507-5096TEL：077-507-8329 FAX：077-507-5096TEL：077-507-8329 FAX：077-507-5096

E-mail：info@nihonkyoiku.comE-mail：info@nihonkyoiku.comE-mail：info@nihonkyoiku.comE-mail：info@nihonkyoiku.com


