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安濃津 

よさこい 

 

 

第25回安濃津よさこい参加要綱及び参加申込書 

 

安濃津よさこい実行委員会 

 

〒514-0027 津市大門7-15 
津センターパレス3階 

津市市民活動センター内 
TEL 059-234-8882 
FAX 059-234-0884 

E-mail info@anotsu-yosakoi.com 
 

＊ホームページの申し込みフォームより参加申し込みください。 

※郵送での申し込みも可能です。 

＊ご質問等も、WEBページのお問い合わせにてお願いします。 

※FAXでの質問も可能です。 
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第２5 回安濃津よさこい開催概要 

 
１．開催日程   令和４年１０月８日（土）・９日（日） 

 
２．主  催   安濃津よさこい実行委員会 

          
３．開催会場   津市内各会場 
         詳しくは、参加チームガイダンスでお知らせします。 
                  ＊ガイダンスは、８月頃を予定しています。 
          詳しくは、参加申込チームに後日E-mailまたはFAXにて連絡します。 

 

         (予定) 

＊お城西公園メインステージ 

(土)１１：３０～２１：００ 

(日)１０：３０～２１：３０ 

 

＊裁判所前会場 

(土)１０：００～２０：００ 

(日) ９：００～２０：３０ 

     津まつり大パレード＝ ９：００～１５：００ 

     裁判所前演舞会場 ＝１６：００～２０：３０ 

 

＊津中央郵便局前会場 

(土)１５：００～１９：３０ 

(日) ９：３０～２０：００ 

     津まつり大パレード＝ ９：３０～１５：００ 

     津中央郵便局前会場＝１７：００～２０：００ 

 

＊フェニックス会場 

(土)１０：００～１６：００ 

 

＊津駅前会場 

(日)１０：００～１６：３０ 

  

 

 

 ※以上の会場はあくまでも予定であり、会場都合等により変更の可能性があります。 

※なお、決定事項はチームガイダンスでの発表となります。それまでの会場について

のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。 
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参加手続きについて（１） 

 
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。 

 

参加申込期間             

 

  令和４年５月２０日(金) ～ 令和４年６月１０日(金) 

 

 

参加に必要なものと提出期限   （詳しくは、各項目の詳細を参照して下さい） 

 

    提 出 物           提出期限 

 

  １．参加申込書       ６月１０日（金）Web申込期限 

  ※津まつり大パレードの参加を希望される場合、「津まつり大パレード申込書」もFAX、

郵送またはメール添付にてご提出ください。 

 

  ２．参加費        ６月１０日（金）までに指定口座へお振り込み下さい。 

 

  ３．地方車レンタル料金  ６月１０日（金）までに指定口座へお振り込み下さい。 

 

  ４．保険加入証書のコピー  ８月１９日（金）までにご提出ください。 

 

  ５．楽曲ＣＤ        ８月１９日（金）までにご提出ください。（必着） 
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参加手続きについて（２） 
 

１．参加申込書 

必要事項をWebフォームより６月１０日(金)までに入力して下さい 

又は、６月１０日(金)必着で安濃津よさこい実行委員会まで、 

参加申込書１～４をご郵送してください。 

 

＊津まつり大パレードの参加を希望される場合、「津まつり大パレード申込書」 

もFAX、メール添付またはご郵送してください。 

 

２．参加費(運営協力金を含む) 

 

小学校未満チーム                   無料 

 

小学生・中学生・高校生チーム            ２万円 

 

一般チーム                    １０万円 

 
  

   ＊正式なチーム名でご入金願います。万が一に備え、控えを保管して下さい。 

   ＊万が一出場を辞退することになっても、いかなる理由であれ、参加費は返金致     

しません。 

   ＊悪天候や災害、その他の不可抗力により祭りの開催が中止又は規模縮小の場合でも、 

原則として参加費は返却できません。 

   ＊振込時の控えをもって領収書とさせていただきます。ご了承ください。 

    

＊新型コロナウイルス感染が収束せず、開催が困難となる場合について  

・以降、９月１６日までに中止となった場合、全額を返金いたします。  

・９月１７日以降中止判断となった場合、半額を返金いたします。  

・１０月に中止となった場合、返金をいたしません。  

祭り準備のため稼働している業務もありますので、何卒ご理解いただきます 

ようお願い申し上げます。 

中止の判断は実行委員会だけでなく、行政や津まつり実行委員会と連携し判断をいた 

します。 

 

 振込先口座 

  百五銀行 津駅前支店 （普通） ９０７２０３ 

  アノツヨサコイジッコウカイケイ ミヤキヤスミツ 

安濃津よさこい実行会計 宮木康光 

銀行コード ０１５５ 支店コード ５０２ 
            

＊振り込み手数料は、各チームの負担でお願いします。 

   ＊小学生未満、小学生・中学生・高校生、一般のチーム分類規定については、 

１１ページ（参加チーム分類定義について）を参照下さい。 
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３．地方車レンタル料金  

 

小学生・中学生・高校生チーム  １万円 

一般チーム           ５万円 
   全ての参加チームを対象に、レンタル地方車（裁判所前会場のみ）を貸し出します。 

      詳細につきましては、「参加ルール ４．地方車に関して」および「地方車についての注

意事項」をご覧ください。 

 

  ＊地方車レンタル料は９月１６日までに中止となった場合、全額を返金いたします。  

９月１７日以降中止判断となった場合、半額を返金いたします。  

１０月に中止となった場合、返金をいたしません。 

悪天候や災害、その他の不可抗力により祭りの開催が中止の場合でも、 

原則として地方車レンタル料は返却できません。 

 

   ＊ご入金の条件については、参加費と同様です。 

 

４．保険加入証書のコピー  

 

   不慮の事態に備え、レクリエーション保険等に必ず加入し、８月１９日（金）までに保険

加入証書のコピーを事務局まで提出して下さい。 

   学生などで学校の保険が安濃津よさこい参加における事故に適応できる場合はその証明が

できるものを提出して下さい。なお、安濃津よさこい期間中（演舞中を含む）の事故、け

がなどに対しては、安濃津よさこい実行委員会及び各会場では補償できません。 

    

※加入方法が分からない方はFAXにて(059-228-9588 保険担当 前田/FAX専用)に

ご連絡ください。保険加入についてのご相談を受け付けます。 
 

 

 

５．楽曲ＣＤ   

 

チームの楽曲を収録したＣＤです。お城西公園メインステージで使用するＣＤのみの提出で

結構です。８月１９日（金）までに、事務局まで提出して下さい。 

（申込期間中に提出の必要はありません） 

 

 

＜参加申込にあたっての注意事項＞   

以下の事を確認して参加申込をしてください。 

 

１）第２５回安濃津よさこい期間中における当チーム関係者の事故・けがなどに関しては、その

責任を安濃津よさこい実行委員会および安濃津よさこい組織委員会・各会場に追及致しませ

ん。 

 

２）当チーム及び踊り子は、安濃津よさこい実行委員会および安濃津よさこい組織委員会が安濃

津よさこいの普及振興のために使用する場合において、肖像権、著作権等を主張致しません。 
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第２５回安濃津よさこい  参加ルール 

 

１．安濃津よさこいの２大原則  
 

  ①「手に鳴子をもって踊ること」 

  ②「曲の中にチームの地元民謡のフレーズを入れること」 

 

２．音楽・演舞時間に関して  

 
   ＊演舞時間は、４分３０秒以内とします。この演舞時間には、準備時間＜太鼓などの搬入

搬出等＞・掛け声・音楽演奏など始めから終わりまですべてを含みます。（時間厳守、

４分３０秒を超えた場合は演舞中止、またはスタッフの指示に従っていただきます。ま

た、審査チームの場合は減点となります。） 

 

＊演舞時間とは、具体的にはステージ形式の場合、司会者の「どうぞ」から最後の人が退

場するまで、パレード形式の場合、スターターの合図から最後の人がエンドラインを超

えるまでです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊オリジナルの制作曲ではなく、市販されている既製の音楽を使用する場合は、著    

作権上の使用手続きを済ませた上でご参加下さい。 

 

＊曲の選定には演舞時間４分３０秒の枠を超えないよう、注意して選定してください。 

 

３．踊りに関して  

 
   ＊１チームの踊り子数は、２０名以上、１５０名以下でお願いします。 

     注）２０名以下での参加希望の場合は、事務局までご相談ください。 

 

＊踊りの形式は、パレード形式とステージ形式があります。 

 

＊大旗について 

 

使用可能会場 

お城西公園会場、裁判所前会場、津駅前会場、郵便局前会場、 

フェニックス会場 

使用不可会場 

大パレード（裁判所前、郵便局前含む） 

 

＊大パレードについては、観覧席や沿道の観客にふれる、または車道にはみ出すような道

具は、大旗に限らず使用不可です。 

＊ステージサイズ、パレードコースについては、参加チームガイダンスで発表します。 

４分３０秒 

司会者の「どうぞ」 

スターターの合図 

最後の人が退場 

        エンドラインを超える 

※片付けの人も該当 
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留意事項 

・旗については、大きさの制限を設けません。旗持ちの方の技量にあった大きさにしてください。 

・強風や会場の状況をみて、自己判断で中止等ができる体制を整えておいてください。 

・安全を最優先とし、会場担当者より中止等の指示が出た場合は、ご協力ください。 

・「演舞時間４分３０秒以内」に支障をきたさないよう、ご注意願います。 

 

    

４．地方車に関して  
 

   ＊通常、安濃津よさこいに参加するには地方車が必要です。（小学校未満チームでお城西

公園会場等、ステージ演舞のみのチームは必要なし） 

 

＊全ての参加チームを対象に、レンタル料金をお支払いいただくことでレンタル地方車（裁

判所前会場のみ）を貸し出します。 

 

＊レンタル地方車にはチーム独自の装飾をすることはできません。 

 

＊演舞時、レンタル地方車にチームの荷物等を載せることはできません。 

 

＊自チームで制作したオリジナル地方車の使用も可能です（この場合レンタル料金はかか

りません）。 

 

   ＊オリジナル地方車にトラブル等が生じ、パレードに利用できなくなった場合、レンタル

地方車を貸し出しますが、その場合はレンタル料金をお支払いいただくことになります。

（後日お振り込み対応） 

 

   ＊オリジナル地方車を使用するチームは、昨年同様、津警察に通行禁止道路通行許可を申

請する必要があります。申請方法については、時期になりましたら津まつり実行委員会

または安濃津よさこい実行委員会よりご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方車についての注意事項 
 

＊地方車として使用できる車両は次のように制限します。 

 ・旧普通自動車免許（中型車（8t）限定免許）で運転できる車両 

・地方車は１チームにつき１車両で、踊り子の先頭を走行 

・車検証による車長が９ｍ以内、幅員が２.５ｍ以内、高さ３.８ｍ以内の貨物自動車 

 

安濃津よさこいの参加ルールは２大原則のみです。 

まつりを円滑に運営する為に、演舞時間や人数の制限は設けますが、

それ以外については、すべて各チームのモラルにおまかせします。 
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＊地方車として使用できない車両は以下の通りです。 

・最大積載量が５.０トン以上（車両総重量８．０トン以上）の車両/トレーラー・けん

引車・トラクター等/乗車定員が１１名以上の車両/貨物自動車であっても車長が９ｍ

を越える車両 

    

＊制限外積載について 

    上記車両に装飾などをする場合は、基本的に次の法律の枠内で制作して下さい。 

◎道路交通法施行令 第２２条 

・乗車人員 ～ 自動車車検証に記載された乗車定員とします。 

・重 量  ～ 自動車車検証に記載された最大積載重量とします。 

・長 さ  ～ 自動車の長さにその１０分の１を加えたものとします。 

・ 幅   ～ 自動車の幅とします。 

    ・高 さ  ～ 地上から３.８ｍ以内とします。 

    

＊音量について 

地方車の音量は、会場担当者が不適当と判断した場合は、参加者証着用者または音響オ

ペレータに改善を指示します。指示に対応しない場合は、演舞中止の指示や、以降の演

舞を認めないことがあります。 

 

   ＊以下はすべて「違反」となり、検挙の対象となります。 

    ・交通規制外で地方車の荷台に人が乗ることは違反です。 

     （あくまでも交通規制が実施されている場所のみ荷台乗車が特別に許可されていま

す。） 

    ・会場間の移動中、ナンバー(前後・特に後部)が隠れて見えないのは違反です。 

     後ろ側のあおりは、下までおろさないようにしてください。 

 

＊レンタル地方車 

・レンタル地方車とは、主催者側で用意、あるいは主催者側から協力チームを通じて用

意する地方車をいいます。 

・レンタル地方車には、チーム独自の装飾をすることはできません。 

・レンタル地方車は、全参加チームを対象に希望するチームに対して有料（裁判所前会

場のみ）にて貸出します。 

・レンタル地方車のドライバー・オペレーターは、主催者側で用意、あるいは主催者側

から協力チームを通じて用意いたします。 

・申込書においてレンタル地方車、チームオリジナル地方車を選択していただきます。 

（小学校未満チームでお城西公園会場等、ステージ演舞のみのチームは必要なしを選 

択。） 

・レンタル地方車の貸出を受けるチームは、参加費と合わせてレンタル料金をお振込く

ださい。 

 

※地方車の制作・運行については、上記制限を超える場合必ずチーム所轄警察署の許可を

得てください。不明な点についてはチーム所轄警察署にお問合せ下さい。 
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審査について 
 

第２５回安濃津よさこいの審査を以下のように実施いたします。 

 

審査では“もっとも観る人の心を動かし感動を共有できたチーム”

として「安濃津よさこい大賞」を選出します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．審査を受けるための「安濃津よさこい」参加条件 

①｢安濃津よさこい｣開催期間となる 2日間両日参加できること 

②一次審査においてパレード形式の演舞が可能なこと 

③オリジナルの制作曲のみ、既製の音楽（著作権が消滅したものは除く）が一部でもある場

合は対象外 ※地元民謡は除く 

 

２．ブロックについて 

  ブロックを５つに分け、抽選によって各ブロックのチーム構成を決定します。 

  なお、昨年度上位チームが１ブロックに偏ることを回避するため、昨年度上位５チームについて

は別抽選を実施します。 

 

３．審査日程 

① 一次審査 令和４年１０月８日（土)（予定） 

・裁判所前会場 

・必ずパレード形式の演舞をしていただきます。 

 ※審査を希望しないチームはパレード形式の演舞、固定演舞どちらでも可能です。 

 

②  セミファイナルステージ 令和４年１０月９日（日)（予定） 

・お城西公園会場ステージ 

・ステージ形式 

 

③  ファイナルステージ 令和４年１０月９日（日)（予定） 

・お城西公園会場ステージ 

・ステージ形式 

 

 

 

 

 

一次審査（予選会）を実施します 

ファイナルステージ 

10/9(日) 

お城西公園ステージ 

(全 11チーム) 

一次審査 

10/8(土) 

裁判所前会場 

 

各ブロック上位 2 チ

ーム(全 10 チーム) 

 

賞 

決 

定 

セミファイナルステージ 

10/9(日) 

お城西公園ステージ 

(全 5チーム) 

各ブロック 3位チーム 
セミファイナル 1 位チームが

ファイナルステージに進出！ 
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４．審査結果発表 

  １０月９日（日)、お城西公園会場にて行います。審査を受ける各チームの責任者は必ず連絡

の取れるようにしておいて下さい。 

５．審査員 

  審査員は、各地まつり主催者側の来賓、各地チーム・振付等よさこい関係者、またマスコミ

各社等の方に現在依頼中です。 

   

 

６．賞の設定（予定） 

 

  ・安濃津よさこい大賞        （第１位）     １チーム 

  ・準安濃津よさこい大賞          （第２位）     １チーム 

  ・その他の賞 

・津市長賞                       １チーム 

・三重県知事賞                  １チーム 

・津商工会議所会頭賞                １チーム 

     ・高知県知事賞                      １チーム 

     ・ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り組織委員会賞        １チーム 

・（公財）にっぽんど真ん中祭り文化財団賞     １チーム 

・日本航空賞                   １チーム 

・キリンビール賞                 １チーム 

・富士通賞                    １チーム 

・安濃津よさこい奨励賞                     数チーム 

 

７．審査基準・採点方法 

 

審査基準 

  心動かされ、感動を共有できる演舞・表現であったか。 
 

審査方法について 

・審査員が各チームに１～１０点の得点を付けると同時に、ブロック内の１～３位を選出し

ます。 

・得点の合計《総得点》と順位をポイント換算した《順位ポイント》を合算した《総合点》

により、一次審査の場合はファイナルステージ進出チームを、ファイナルステージの場合は、

「安濃津よさこい大賞」以下、各賞を決定します。 

・一次審査、ファイナルとも同様の審査方法です。 

 

チーム●● 審査員A 審査員B 審査員C 審査員D 審査員E 審査員F 合計 

得点 6 7 5 6 8 7 39 

順位ポイント(順位)  2(2位)   3(1位) 3(1位) 8 

  チーム得点 47 

 

同点の場合 

・順位ポイントの内訳を比較し、１位の数が多いチームを選出します。 

（１位が同数なら２位の数、３位の数と順々に比較します。） 
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・以上の作業で決定しない場合は、審査員の審議で順位を決定します。 

演舞時間のタイムオーバーに対する減点について 

・タイムオーバーは減点とします 

＋３０秒未満  －１点 

＋３０秒～＋１分  －２点 

＋１分以上  審査対象から外す 

  演舞時間については、P.6「第21回安濃津よさこい参加ルール ２．音楽・演舞時間に関して」

をご参照ください。 

 

＊審査を希望する場合は、申込書内の審査希望の有無に必ず記入してください。 

 

 

 

 

 

参加チーム分類定義について 

 

 ①小学校未満、小学校・中学校・高校チームとは？  
 

   定義：｢チーム名｣、｢衣装｣、｢地方車｣、｢旗｣のいずれにおいても、企業名もしくは商品

名が入っておらず、踊り子の構成のうち８０％以上が該当する会・学校の児童、生徒の

場合を小学校未満、小学校・中学校・高校チームとみなします。 

 

   例外規定：父兄などが経営する企業などから有形無形の応援を得ている場合、その御

礼広告として地方車等に、社名・商品名告知を行うことは可能です。（ただし、その際

は、一社あたりの広告面積は、９００ｍｍ × ２００ｍｍを越えて看板告知することは

出来ません。） 

 

 

 ②一般チームとは？  
 

   定義：企業チーム、各種団体チーム等、上記の「小学校未満､小学校・中学校・高校チ

ーム」に属さない、一般のチームを一般チームとみなします。 
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本年度のスケジュール調整について-重要項目です 

 
本年度のスケジュールについての希望参加区分は下記の４項目です。 

 

①土曜日 

②日曜日 

③津まつり大パレード 

 ※津まつり大パレードは津まつり実行委員会主催の催しであり、参加希望チーム数が制限

枠を超えた場合､抽選を行います。また、津まつり大パレードに参加するためには自前の

地方車を用意する必要があります。 

 ※大パレードの参加を希望するチームは、別途開催される代表者会議（平日２回程度）へ

の参加が必須となります。 

 ※大パレード参加チームには、昨年同様、警備スタッフの派遣をお願いします。 

④審査を受ける・審査を受けない 

 ※一次審査を実施しますので、土日両日とも終日参加可能なチームが審査対象となります。 

 

本年度のスケジュール調整の流れ 
 

１．原則として開催期間となる 2 日間両日共に全チーム抽選方式でスケジュールを決定します。

ただし、特別な事情を持つチームについては別途調整します。 

※特別な事情とは、祭り開催期間中に演舞可能な時間帯が2時間程度しかない場合等をいい

ます。 

※抽選は８月開催予定の参加チームガイダンスにて行います。 

 

２．原則としてキャンセルは受け付けません。 

不可避な事由により演舞が不可能な場合は、理由を添えて期間内（ガイダンス後１週間

～7日間/予定）にFAX又はE-mailにてご連絡下さい。 

実行委員会にて審査され、受理された場合についてはキャンセルを受け付けます。なお、

「他会場で演舞を希望する」ことを理由とするキャンセルは認められません。 

 

３．スケジュールの組立にあたって､原則チームからの申出による特別措置は行いません。 

 

４．安濃津よさこい当日の進行状況等により、スケジュールを予告なしに変更する場合があ

ります。 

 

※年々、参加するチームが増えております。スケジュールの組立を円滑に進めるために、キ

ャンセルの受付にあたっては、その理由について実行委員会で審査を実施しております。

なるべく多くの会場にてご演舞いただき、練習の成果を一人でも多くの観客に見せていた

だきたいと願います。 

この趣旨と第２５回安濃津よさこいの円滑な運営、そして津まつりの更なる発展にご理解

を頂き、何卒ご協力をお願いいたします。 
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          第２５回安濃津よさこい 参加申込書－１ 

 

安濃津よさこい実行委員会並びに安濃津よさこい組織委員会の注意事項を守り、第25回 

安濃津よさこいに参加します。 

 

〒514-0027 津市大門7-15 

津センターパレス3階 

津市市民活動センター内 

安濃津よさこい実行委員会  宛 

                        令和４年    月    日 

 

                      申込者氏名                     印 

ふりがな  

チーム名  

参加数・区分  一般チーム     小学・中学・高校チーム  小学校未満チーム    

（Ｏで囲って下さい）             

 参加者数       名   

参加回数  

今回を含めて           回目 

チーム所在地(県・市町村) 

 

代表者名 ふりがな TEL(    )     － 

 

 

氏名 

★必須 

FAX(      )       － 

携帯 

     ＜アパート・マンション名・部屋番号（あるいは会社名）まで必ずご記入ください＞ 

 住所 〒 

 

担当者名 

＊直接チームを担当

される方を記入 

ふりがな TEL(    )     － 

 

氏名 

FAX(      )       － 

★必須 

携帯    

緊急連絡先 

＊上記担当者と連絡

がつかない場合の連

絡先 

ふりがな ★必須 

携帯   

氏名 

連絡用 

E-mailアドレス 

＜携帯電話用のアドレス不可。パソコン用のメールアドレスを記入してください。＞ 

★必須            ＠ 

＊代表者のＦＡＸ、担当者・緊急連絡先の携帯、連絡用E-mailアドレスは連絡の都合上、必ず記入して下さい。 

＊Yahoo、Hotmail等のフリーのメールアドレスを使うことは、メールが遅れて届く場合がありますので、おすす

めできません。やむなくご利用になる場合は、 迷惑メール等の設定を@anotsu-yosakoi.comからのメールが届

く設定にして下さい。 

＊ご記入いただいた個人情報は、安濃津よさこいの実施・運営、安濃津よさこい組織委員会および安濃津よさこ

い実行委員会からの連絡や情報提供のために利用させていただきます。 
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第２５回安濃津よさこい 参加申込書－２ 
                                                ＊必ず記入してください    
 

                                      チーム名             
 

（注!! 余白部分には何も記入しないで下さい。記入していただいてもスケジュール等には反映いたしません！） 

 

■ 参加を希望する項目に○をつけてください。 

   

（   ）土曜日 

  （   ）日曜日 

  （   ）津まつり大パレード＊ 

 

＊津まつり大パレードは津まつり実行委員会主催の催しであり、参加希望チーム数が制限枠を

超えた場合､抽選を行います。 

＊参加を希望する場合、別途「津まつり大パレード参加申込書」をご提出ください。 

 

■ 地方車の選択 → ○をつけてください。 

   

（   ）チームオリジナル地方車 

  （   ）レンタル地方車 

  （   ）必要なし ※ステージ演舞参加のみ 

     

 ＊津まつり大パレードに参加するチームはオリジナル地方車が必ず必要です。 

 

■ オリジナル地方車使用日 → ○をつけてください。 

  （上記チームオリジナル地方車有の場合のみ） 

 

（   ）土曜日 

  （   ）日曜日 

  （   ）津まつり大パレード 

    （   ）一次審査のみ 

 

■ 審査について → ○をつけてください 

 

  （   ）審査を希望する  

    （   ）審査を希望しない 

 

 

   ★タイムスケジュール等作成上、必ずすべての項目を記入してください。 

 

 

 

＜参加するにあたっての約束事項＞ 

＊第25回安濃津よさこい期間中の当チーム関係者の事故・けが等に関しては、その責任

を安濃津よさこい実行委員会・安濃津よさこい組織委員会・各会場に追及しません。 

＊当チーム及び踊り子は、安濃津よさこい組織委員会がこの催しの普及振興のために使 

 用する場合において、肖像権・著作権（音楽著作物を含む）等を主張しません。 

 



 15 

第２５回安濃津よさこい 参加申込書－３ 
                                               ＊必ず記入してください 

 

                                     チーム名             

                                                           
このページは、貴チームのPRのための資料です。当安濃津よさこいへマスコミ等から情報を求め

られた際、及び津まつりガイドブックに記載させていただく際にその参考資料とさせていただき

ます。 

 

 チーム結成年月 西暦    年  月 参加回数             回目 

 団体メンバー数         人 今回の参加メンバー数        人 

過去に参加したまつり・催し等、受賞歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 チームの紹介文 

（踊り･衣装･楽曲等の特色､アピールポイントなどを１００文字以内でお書き下さい） 
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第２５回安濃津よさこい 参加申込書－４ 

 

 

新型コロナウイルス感染症により開催が困難となった場合の参加費

返却口座情報 

 

銀行の場合 

 

銀行名  

支店名  

預金種別  

口座番号  

口座人名義  

 

ゆうちょ銀行の場合 

 

預金種目  

店名 （3ケタの漢数字） 

口座番号  

フリガナ  

口座人名義  

 

 

※返金は振込手数料を差し引いた金額となります。 
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FAX質問用紙 

 

 

 

安濃津よさこい実行委員会 行 ＦＡＸ番号０５９－２３４－０８８４ 
 

 チーム名: 

 お 名 前: 

 日付 

  令和４年  月  日 

 返信先FAX番号: 

 質問（こちらにご質問の内容をお書きください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答（こちらには、何も書き込まないでください） 

 ＊まず、このページのコピーを取り、コピーに質問事項を記入しFAXするようにしてください。 

 ＊質問内容によっては、回答に時間を要する場合もありますので、すぐに返信がないという理由

で繰り返しのFAXはお控えください。 

 ＊ご記入いただいた個人情報は、安濃津よさこいの実施・運営、安濃津よさこい組織委員会およ

び安濃津よさこい実行委員会からの連絡や情報提供のために利用させていただきます。 


