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開 催 概 要                                      

2023 おの恋おどり参加の手引き 

１．『おの恋おどり』とは？                        

 

毎年 8 月に開催される「小野まつり」のメインを飾るトータルダンスイベントです。メインステ

ージでの本選を主体に、分散会場やパレード・総踊りなどの各会場で、盆踊り・よさこい・ジャズ

ダンス・ヒップホップなど多種多彩な演舞が 2日間にわたってくりひろげられます。 

『おの恋おどり』の名称は、「小野へ来い」と「小野に恋する」の二つの意味をもたせた「小野

まつり」で踊られるすべての踊りの総称として名づけられました。 

 

（１）主  催  第 46回小野まつり実行委員会 

（２）開催日時  2023年 8月 20日（日）雨天決行 （10:00開始予定） 

         ※前夜祭は 8月 19日（土） 

         ※リハーサルは、前日 19日（土）昼間に予定 希望チームのみ 

（３）開催場所  きらら会場  小野市役所駐車場 

                きららメインステージ（Ｗ25.2ｍ×Ｄ14.4ｍ×Ｈ1.2ｍ 

＋両サイドＷ3.6ｍ×Ｄ3.6ｍ×Ｈ1.2ｍ） 

         エクラ会場  図書館南駐車場      

                エクラメインステージ（Ｗ19.8ｍ×Ｄ10.8ｍ×Ｈ0.9ｍ） 

         市民広場会場 市民広場メインステージ（Ｗ19.8ｍ×Ｄ10.8ｍ×Ｈ0.9ｍ） 

        パレード会場 きらら通り（幅 8ｍ×隊形移動 80ｍ）及びエクラ周辺園内 

道路（幅 5.5ｍ×隊形移動 80ｍ） 

        分散会場（予定）エクラホール、エクラロビー、きらら・エクラ・市民広場メイ

ンステージの本選空き時間 

受付場所   エクラロビー（本選のみ） 

 

 

２．チーム参加申込みについて                      

 

（１）受付締切  2023年 6月 30日（金）必着 

（２）受付手順  受付期間内に①②③をお済ませください。 

 

 

 

 

 

 

①まずは“エントリー” 
 
※おの恋おどり参加申込書に
必要事項ご記入のうえ、お
の恋おどり事務局へ提出く
ださい。（ WEB、持参、
FAX、e-mail可） 

②パンフレット掲載用チー
ム紹介文（200 字以内）・
写真・書類（エントリー
シート）の提出 

 
※書類様式は、ＨＰからダウ
ンロードまたは事務局まで
お問い合わせください。 

③運営協力金の入金 
 
※基本料金 1 チーム 3,000
円＋11 人目から高校生以
上 1人 500円 

 
※指定する振込先（次ページ
参照）までご入金くださ
い。 
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※参加申込みの際は、おの恋おどり参加の手引きをご一読いただき、内容にご理解のうえエントリ

ーしてください。 

※おの恋おどり参加の手引きの内容については、チーム関係者（踊り子・旗持ち・スタッフ等）に

も必ずお伝えください。 

（３）運営協力金 基本料金 1チーム 3,000円＋11人目から高校生以上 1人 500円 

         （例１）小学生 15人の場合：基本料金 3,000円 

         （例２）大人 10人の場合 

：基本料金 3,000円 

         （例３）小学生 5人、中学生 6人の場合：基本料金 3,000円 

         （例４）中学生 2人、高校生 4人、大人 5人の場合  

：基本料金 3,000円 

                  （例５）小学生 20人、大人 11人の場合： 

             ：基本料金 3,500円 

         6月 30 日までに指定の口座にお振込みください。 

          

 振込先：みなと銀行小野支店 普通 3784679  

名 義：小野まつり実行委員会（ｵﾉﾏﾂﾘｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ） 

 

※必ずチーム名を表記ください。 

※手数料は各チームにてご負担ください。 

※説明会・抽選会以降にキャンセルされた場合は、運営協力金の払い戻しはい

たしません。 

※悪天候や災害等、不可抗力によりまつりの開催が中止になった場合でも、返

金はできません。ご了承ください。 

 

３．参加にあたって                                                     

 

（１）基本ルール おの恋おどりは群舞かつ 1チーム 1部門のエントリーを原則とします。また、 

相互関係において同一チームとみなされた場合は、いずれかのチームが審査資 

格を失います。 

（２）踊りの時間 1ステージ 板付きからハケまで 6分以内を厳守（曲は最長 5分程度） 

         ※進行に支障をきたさないよう「演奏までの準備」、「演舞終了後の退場」は速

やかに行ってください。 

（３）踊りの形式 ステージ形式 … 全チーム必須 

パレード形式 … 参加自由・先着 60チーム（チーム賞及び個人賞の対象と 

なります。） 

（４）部門の定義  ☆よさこいＡ部門（10人以上 70人未満）      

よさこい系のおどり。ただし、過去 2年（2019・2022年）よさこい A・B及 

び大型チーム部門において入賞したチーム。（ザ・フューチャーズを除く。） 
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☆フリーＡ部門（6人以上 70人未満） 

踊りのジャンルは問いません。（盆踊り、ジャズダンス、バトン、チアリー 

ディング等）ただし、過去 2年（2019・2022年）フリーA・B及び大型チー 

ム部門において入賞したチーム。（ザ・フューチャーズを除く。） 

         ☆大型チーム部門（70人以上 150人以下） 

          踊りのジャンルは問いません。踊り子人数が多いチーム対象の部門です。 

▽よさこいＢ部門（10人以上 70人未満）      

よさこい系の踊り。 

◇フリーＢ部門（6人以上 70人未満） 

踊りのジャンルは問いません。（盆踊り、ジャズダンス、バトン、チアリー 

ディング等） 

◇キッズチャレンジ部門（10人以上 150人以下）         

踊りのジャンルは問いません。チーム人員の 80％以上が小学生以下で構成 

される。 

※参加申込書「よさこい」「フリー」のいずれかに○を入れてください。 

          ◇オープン部門（6人以上 150人以下）       

審査を希望しないチームの部門です。踊りのジャンルは問いません。 

 

※チーム人数は、「踊りを構成する人」とし、旗振り、あおり等も含みます。 

          ※☆きらら，▽市民広場,◇エクラメインステージ（会場は未確定） 
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（５）使用曲     音楽の媒体は、ＣＤ、ＭＤ、ＵＳＢメモリーいずれも可とします。 

※注意：当日持込みの音源は、ＵＳＢメモリー不可。 

また、ＭＤについては、ＳＰモードで録音すること。（ＬＰモードは不可。） 

ＵＳＢメモリーについては、録音をＷＡＶＥ（．ｗａｖ）形式のみとする。運

営の都合上、7 月 8 日までに審査会場（パレード含む）用の使用曲を事務局ま

で郵送、または持参願います。オフィシャル曲を原曲のまま使用するチームは

主催者にて用意いたします。 

なお、パレードに参加されるチームは、本選用とパレード用を別でご用意くだ

さい。 

（例）よさこいＢ部門でパレード参加のチーム  

⇒ ステージ用 1つ、パレード用 1つ 計 2つ提出 

※各媒体にはチーム名、曲名、ステージ用かパレード用かを必ず明記ください。

（ケース、本体ともに） 

（例） チーム名「おの恋隊」 算盤七拍子（ステージ用） 

         ※音楽媒体（ＣＤ等）1 つにつき、1 曲のみを入れてください。（複数曲入った

媒体は不可とします。） 

                  ※必ず、ＣＤデッキ等の音楽機材で再生できることを確認ください。 

※分散会場で演舞されるチームは、8月 20日当日各会場へＣＤまたはＭＤをご

持参ください。（ＵＳＢメモリー不可） 

※審査会場用に音源の予備もご持参ください。（ＣＤ、ＭＤ可）ただし、提出

した音源とは環境が違うものをご用意ください。 

（例）提出ＣＤのとき、予備ＭＤ（ＵＳＢメモリーは不可） 

※使用曲に他人の曲を使われる場合、著作権の問題がありますのでご注意くだ

さい。詳しくは（６）をご覧ください。 

（６）著作権   詞やメロディなど音楽をつくった人が持っているのが「著作権」、ＣＤを作っ 

たり、演奏したりする人が持っているのが「著作隣接権」です。実行委員会で 

は、著作権を尊重し擁護する立場から「おの恋おどり」での使用曲について、 

出演者の方々にご理解ご協力をお願いしています。 

「おの恋おどり」では、現在 22曲のオフィシャル曲があり、自由に使用でき 

ます。ぜひご活用ください。ただし、編曲はできませんのでご留意ください。 

（７）表彰、賞    きららメインステージでの演舞チームの中から、最高得点チームに「おの恋大 

賞」、部門ごとに出場チーム数に応じて「金賞」「銀賞」「銅賞」を授与します。 

その他、審査員特別賞、ハートフル賞、ひまわり賞を用意しています。 

（８）審査基準  審査員    1部門 5名～7名の審査員にて審査 

審査方法  共通審査項目 「芸術」「技術」 

         ※ステージ形式は「群舞」、パレード形式は、「パレード移動」の項目が上記 

          審査項目に追加されます。 

         ※パレード会場については、個人賞メダルを用意しています。   
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         ※観客の皆さん自身が審査員となって、感動させてくれた踊り子さんに個人賞 

メダルを渡せるように、8月 20日のみ、１つ 300円で販売します。小野ま 

つりの記念として、お土産の一つとしてどうぞ。 

（９）当日の進行  本選形式とします。（参加チーム数によるが、おおむね 10：00～17：30） 

         きららメインステージを利用し、18：00頃からおの恋大賞、上位入賞チームの 

デモンストレーションを行い、また、きららメインステージでのデモンストレ 

ーション対象チーム以外の入賞チームは、エクラメインステージを利用し、デ 

モンストレーションを行います。 

（10）地方車    地方車とは音響設備を積んだトラックで、パレード演舞において踊り子を先導 

します。原則として実行委員会が用意したものを使用していただきます。きら 

ら通りは固定ＰＡを使うため、地方車の使用はありません。 

（11）大道具    スムーズな進行を行うため、他チームの進行に支障をきたすもの等、大道具の 

使用規制を設けています。 

大道具の使用可否については、事前に事務局までお問い合わせください。 

         また、大道具、フラフ等の持ち運びの際には、事故のないよう厳重に注意し 

てください。なお、瑕疵責任に関する事故が生じた場合は各チームで対応くだ 

さい。実行委員会は関与できませんので、ご了承ください。 

（12）フラフ（旗）エクラホールでのフラフ等の使用については、演出に関わらず、踊り子の後ろ 

で振ることは禁止し、ポール 6ｍ以内かつステージの先端から 3ｍ以内でのみ 

許可します。 

（13）分散会場   分散会場として、エクラホール、エクラロビー、きらら・エクラ・市民広場メ 

インステージ（予定）の本選空き時間を設ける予定にしています。分散会場に

は、事前予約制の会場と、完全フリー制の会場があります。後者は、フリース

テージとしてタイムスケジュールに関係なく、先着順でステージを開放する予

定です。 

         ※フリーステージのルール  ＊演舞開始時間の予約はできません。 

         ①プラカードを各会場受付に持参し、エントリー（予約）してください。 

②コラボチームで踊りたい場合は、本選でエントリーしているいずれかのチー 

ムのプラカードを持参し、通常通りエントリー（予約）してください。 

         ③踊る時間にチームがそろっていない場合は、その時点でエントリーしている 

チームの最後になる場合があります。 

         ④音源をかけるきっかけは、「手を挙げて合図してもらうこと」を原則としま 

す。（事前予約制の分散会場について、本選と同じ曲である場合はエントリ

ーシート通り、本選と同じきっかけで踊っていただけます。） 

⑤1エントリーにつき、原則 1曲演舞とします。 
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（14）その他 

①小野まつり・おの恋おどりでは、参加者、スタッフ等関係者全員のマナーの意識を高めるため、

「マナー審査員」を設置します。参加ルール・公衆マナー違反の行為に対し、スタッフから注

意を受けたにもかかわらず改善されない場合は、マナー審査員から実行委員会へ報告され、実

行委員会が公正な処置を行います。ルールとマナーを守り、参加者、観客、関係者一体となっ

て、楽しいまつりにしていけるようご協力ください。 

②一般の方及び他のチームに迷惑がかかる場所での音出し、練習はご遠慮ください。 

③代表者は本選当日 8：30～10：00の間にエクラロビーにて受付を済ませ、メンバーは本選出演 

30分前、分散会場出演 15分前に各会場ステージ横に待機してください。（時間に遅れると踊れ 

ない場合があります。） 

※前夜祭は使用音源を持参の上、出演 15分前に直接ステージ袖にお集まりください。 

④更衣室・控え室（踊り子専用。一般立入禁止）はエクラ、アルゴ内に用意します。貴重品等は

各チームの責任において管理してください。 

⑤駐車場は人数によって、近隣の駐車スペースを割り振り、当日までに駐車券を発行します。駐

車券をお持ちでない方については、遠方駐車場をご利用ください。 

注）イオン駐車場には駐車しないでください。 

 ⑥小野まつり当日は混雑が予想されるため、できるだけ公共交通機関をご利用のうえお越しくだ

さい。 

⑦説明会・抽選会以降のキャンセルについて、運営協力金の払い戻しはいたしません。 

⑧小野まつり当日は、気温が高くなることが予測されます。水分補給用の飲料は主催者でも用意

しますが、特に小さいお子さまがいらっしゃるチームは水分補給等、体調管理に気をつけてく

ださい。 

⑨屋外のステージは日中熱いため、裸足で踊ると火傷する危険がありますのでご注意ください。 

⑩学校行事等による出演時間変更について、主催者側としては調整できません。ご了承ください。 

⑪レクリエーション保険が必要だと思われるチームは、チームごとに加入してください。 

（小野まつり実行委員会としては、傷害保険に加入します。実行委員会に瑕疵がある場合のみ

適用となります。） 

⑫前年度入賞チーム（審査員特別賞・ハートフル賞・ひまわり賞含む）におきましては、審査会

場についてのみ、12時以降の出演となるシード権を与えます。（ザ・フューチャーズを除く。） 

⑬午前中は一般の観客が少ないことが予想されますので、各チームの皆様は時間の許す限り、観 

客としての参加の協力もお願いいたします。 

⑭小野まつり・おの恋おどりは、多数のボランティアの協力により運営されていることをご理解

ください。また、チームメンバーの皆さまにご周知ください。 

⑮参加チームからご提出いただいた個人情報は、小野まつり・おの恋おどりに関する事務連絡以

外では使用いたしません。 

⑯参加チーム及び参加者の肖像権や著作権の権利を主張せず、実行委員会が小野まつり・おの恋

おどりの広報及び普及振興のために使用することについて同意してください。 

⑰公序良俗に反する行為など、実行委員会が不適切とみなした行為は禁止します。 
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４．おの恋おどり当日までの流れ                     

 

日程 内容 詳細 

2023年 
6/30（金）
必着 

おの恋おどり  
チーム募集受付 

・おの恋おどり参加申込書に必要事項ご記入のうえ、
おの恋おどり事務局へ提出ください。（WEB、持参、
FAX、e-mail可） 

6/30（金） 
必着 

おの恋おどり 
チーム参加（本選・前夜祭
共に）申込み 締切 
チーム提出物 締切 
□掲載用チーム紹介文 
□チーム写真 
□運営協力金 
□エントリーシート 
（ステージ・パレード用） 
 

・パンフレット掲載用のチーム写真及びチーム紹介文
（200 字以内）をご提出ください。また、紹介文の様
式内にパンフレットの希望数をご記入ください。 

・運営協力金をご入金ください。 
・前夜祭について、チーム数に制限があります。本選
出場チームを優先しますのでご了承ください。 

 
※Ｐ．1「2.チーム参加申込みについて」をご参照くだ
さい。 

※提出書類は 1チームにつき 1枚が必要です。 
 
 

7/8（土） 
必着 

チーム提出物 締切 
□審査会場用音源  
□承諾書   等 

※提出書類は 1チームにつき 1枚が必要です。 
※音楽媒体（ＣＤ等）1 つにつき 1 曲のみを入れてくだ
さい。（複数曲入った媒体は不可とします。） 

※提出物の詳細については、代表者へお知らせしま
す。 

 

7/8（土） 
17:30～ 

おの恋おどり説明会 
＆抽選会 
 
※エクラ市民交流ホールに
て開催します。 

・説明会＆抽選会には、原則出席してください。（各
チーム 3人まで）やむを得ず欠席される場合は実行委
員会が代理抽選します。 

・きらら・エクラ・市民広場メインステージの演舞ス
ケジュールを抽選にて決めます。どうしても都合が
悪く抽選結果通りに動けないチームについては、代
表者同士の話し合いを行ってください。（実行委員
会は介入しません。ご理解ください。） 

 
 

7月下旬 タイムスケジュール・腕章
引換券等の送付 

・抽選会後、エントリーシートの分散会場演舞希望回
数を確認しながら全体のタイムスケジュールを組み
ます。 

・チーム広報担当者に対し、腕章を貸し出します。（1
チーム 1枚）必要なチームの方は、まつり当日の受付
にて、引換券を提出ください。（腕章のない方はバッ
クヤードでの撮影はできません。） 

 

7/28（金） 
必着 

チーム提出物 締切 
□前夜祭エントリー用紙   
□名簿 
□最終確認事項  

※提出期限に間に合わない場合、駐車券は発行いたし
ません。ご了承ください。 

※提出書類は 1チームにつき 1枚が必要です。 
 

8/15頃 駐車券等最終連絡の送付 ・駐車場は人数によって、会場から近い駐車スペース
を割り振り、当日までに駐車券を発行します。それ
以外の方については、一般駐車場をご利用くださ
い。（説明会資料中の地図参照） 

・会場周辺駐車場へは、実行委員会が発行する駐車券
なしでは入ることができません。 
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日程 内容 詳細 

8/19（土） リハーサル ・リハーサル希望チームのみ実施します。 
（1チーム 7分） 

・エントリーシート（6/30 提出期限）にリハーサルの
希望有無の欄があります。ご確認ください。 

 

8 月末から
9月初旬 

アンケート送付 ・今後の参考にさせていただくため、アンケートにご
協力ください。アンケート結果は、ＨＰでお知らせ
します。 

 

10月中旬 
 

サンテレビ放映記録ＤＶＤ
の送付 

・数秒ずつではありますが、全チーム映ったサンテレ
ビ放映ＤＶＤを用意します。夏の記録として皆さん
でご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お問合せ おの恋おどり事務局  

〒675-1366 兵庫県小野市中島町 72 小野市うるおい交流館エクラ 

（NPO法人 北播磨市民活動支援センター） 

TEL：0794-64-8650 FAX：0794-62-2400 

e-mail onomatsuri@ksks-arche.jp 

URL   http://www.ksks-arche.jp/maturi/onokoi/onokoitop.html 


