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【開催場所】　各演舞ステージ

■ 開催概要■

【開催名称】　第４４回市民フェスタ高槻まつり

【開催期間】　２０１３年８月４日（日）　※ 雨天決行

2013年　

第44回市民フェスタ高槻まつり

高槻ウェーブ参加要項

彩天
～絆が生み出したるその彩りは天にも到達する～
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「彩天」　～絆が生み出したるその彩りは天にも到達する～

踊り連の代表者の皆様へ

夏の最大のイベント、高槻まつりの今や中心ともなっている高槻ウェーブが産声をあげて
から、早くも13年目になります。立上当初は400名余りの踊り手達であったのが、昨年は
1800名を超す踊り手達でけやき通りを埋め尽くし、巨大なウェーブを巻き起こしながら、
パレードを行うまでになりました。

この高槻ウェーブが誕生したのは、高槻の歴史背景をもとに作り上げられている事を皆さ
んは御存じでしょうか？

卑弥呼が生きたとされている邪馬台国時代に魏の国から譲り受けたとされる青銅鏡数点
が高槻の安満宮山古墳から出土された事で、高槻が海運面で遥か彼方、魏国との大切
な流通伝達の役割を果たしていたのでは…と考えられています。

遥かかなたの魏国まで旅を進めるには、船を造る技術や、海運渡航技術なども大変すぐ
れていて、この高槻が海運の中心拠点であったとも言われております。

こういった歴史的背景を元に、高槻を愛する有志達が集い、西暦2000年に高槻ウェーブ
という楽曲に振付を施し、高槻祭りで披露する様になりました。

私はこの高槻ウェーブの活動を通じて、様々な事を気づかせて頂きました。

友と友の絆の力強さや有難さ、親と子が一緒に過ごす事の大切さ、地域コミュニティーの
方達のボランティア精神の素晴らしさ、この故郷がある事の尊さなど、数え上げればきり
がありません。

そんな大切な気づきを与えてくれた高槻ウェーブを皆さんと御一緒にこれからも存分に
楽しんでいきたいと思っております。
高槻の歴史財産や誇れる文化の継承を目指し、高槻ウェーブがこの高槻、我々の故郷
の新しい文化となる為に皆さんも一緒に活動いたしましょう！！

誇れる故郷　高槻と、子供たちの明るい未来に繋がる　架け橋になるために・・・
高槻ウェーブ！　ちぇいすたじゃー！！

平成２５年３月吉日

第４４回市民フェスタ高槻まつり　高槻ウェーブ
部会長　　浦中　郁文

＜１＞部会長からのご挨拶

≪目　次≫

【第４４回市民フェスタ高槻まつり　「高槻ウェーブ」参加要綱】
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高槻ウェーブは、

①おどりを通じて、世代間、地域住民間でのコミュニケーションを図る
②生み出された繋がりにより地域内教育、郷土愛の育みを図る
③創り上げられたそのかたちを新たな高槻市の文化として育む

ことを目的としています。

その実現の第一歩として、マナーの向上（挨拶をする・ポイ捨てをしない・参加要綱
のルールを守る等）のような基本的なところからの取組みを、練習期間からまつりの当日までを
通して、参加する皆さんにお願いしています。

さらに、“高槻ウェーブ”が終わったあとにも、この大切にしている精神や取組みを、舞子の皆さん
の地元地域へも持ち帰り、広めていただける事を期待しています。

高槻市には豊かな歴史財産が存在します。その歴史のひとつを紐解くと・・・

「魏」と外交関係を結んでいた倭国卑弥呼の時代、邪馬台国の外交ルートとしてその水運に大きな
役割を担い関わった勇敢な人々がこの高槻の地には居たと言う説があります。

その勇敢な人々を祭り上げる。波をこえ目的を果たしていたその勇者達を舞いながら祭り上げる。

そのような歴史的背景に基づいたかたちで、2000年にの「高槻ウェーブ」は、誕生しました。
以降、市民参加型の祭りとして市民一人一人のご協力をいただくことにより、「高槻市」の夏祭りの
メインイベントとして着実に定着して参りました。参加して頂ける、踊り子の皆様の人数も年を重ねる
ごとに増えていき、昨年は55もの踊り連（参加チーム）そして1800名もの踊り子にご参加いただき、
約13万の観客動員ができる祭りにまで成長しました。その「ウェーブ」も今年でいよいよ14年目を
迎える事ができました。

＜２＞実施目的

＜３＞発足経緯と沿革
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■演舞場所として

　高槻ウェーブは祭り当日、４つのステージにて演舞が披露されます。

①みずき通り路上ステージ

　　　【日   　 時】８月４日（日）１６：３０～（予定）
　　　【場   　 所】みずき通り
　　　【形　    式】路上での演舞
　　　【参  加 枠】予定枠がありますので御了承下さい（先着順にエントリー受付）
　　　【注  意 点】隊列目安は、横４列です。スタート時間は事前に指定致します。
　　　【演舞審査】無し

②けやき通りパレード

　　　【日   　 時】８月４日（日）１８：１５～（予定）
　　　【場　    所】けやき通り（南北パレード）
　　　【形　    式】路上でのパレード
　　　【参  加 枠】予定枠がありますので御了承下さい（先着順にエントリー受付）
　　　【注  意 点】隊列目安は、横４列　ルート上に白線とロープにてしきられた区間で列間は、
　　　   　　　　　　2m以内で収めて下さい。スタート時間は、事前に指定致します。

③桃園小学校パフォーマンスステージ

　　　【日   　 時】８月４日（日）１９：００～（予定）
　　　【場   　 所】桃園小学校グランド内特設ステージ
　　　【形   　 式】特設ステージでの演舞
　　　【参  加 枠】予定枠がありますので御了承下さい
　　　【注  意 点】参加チーム数が多い場合は選考による出場になる場合があります
　　　　　　　　　

④総おどり　　～心とこころを結ぶ“ウェーブ”の原点ここにあり～

　　　【日   　 時】８月４日（日）　２０：００～２１：００（予定）
　　　【場   　 所】桃園小学校グランド
　　　【形   　 式】特設ステージでの演舞
　　　【参  加 枠】特に御座いません
　　　【注  意 点】グランド内の観客も参加し、多人数で踊りますのでケガ等に十分注意してください

＜４＞当日演舞内容
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①参加チームの人数 20名以上（推奨50名）
※少人数での参加を希望の方は他チームとの合同チームを編成して

   頂く場合があります。各演舞場ごとに安全管理、タイムスケジュール

   の都合上、人数制限が御座いますことを御了承下さい。

②チームマネージャー 1名選出（必須）
※連絡や会議等を潤滑に実施していくため、各参加チームには代表
   （チームマネージャー）を必ず1名選出して頂きます。

③使用楽曲 高槻波舞（昨年度と同様です）

④装着アイテム 波舞鈴（はぶりん）を必ず腕に付けて下さい（必須）
※参加料金と引き換えに参加者全員に配布される「波舞鈴」を当日

   演舞時に必ず腕に付けて下さい。観客と踊り子の区別、参加者同士

　 のコミュニケーションツールとなっています。

⑤記念アイテム ウェーブタオル（希望者のみ）　500円（税込）
※収益金はまつりの運営費となります。まつり存続のための寄付金と

   しての御購入、御協力をお願い申し上げます。

⑥旗及び小道具の使用 使用する場合は、周囲の安全に十分注意してください
※推進協議会が危険と判断した場合には使用を止めさせて頂きます。

⑦参加費 ●演舞参加費用
   1名200円（参加者全員）
※演舞の参加権利、波舞鈴の購入費となります。

①参加申込み ●高槻まつり公式ホームページ内　専用フォーム　受付
※高槻まつり公式ホームページにあります指定のフォームに必要事項を入れ

   てお申し込み下さい。また、参加申込により知り得た個人情報は、高槻ウェ

   ーブの運営目的以外には使用いたしません。

②参加申込期間 ●２０１３年４月１０日（水）～５月３１日（金）
※所轄との調整により、参加チーム数に上限を設ける可能性があります。参加

   の確定は、申込受付期間後に連絡にてお知らせします。

   （参加申込＝参加確定ではありませんのでご注意下さい。）

③参加料振込先 銀行名：　摂津水都信用金庫　川添支店　（普）０３２３５０６
   （演舞参加費用） 口座名義：高槻まつり振興会　会長中川修一

（タカツキマツリシンコウカイ　カイチョウナカガワシュウイチ）

※振込手数料については、各自ご負担とさせていただきます。

≪注意事項≫
※必ず参加確定の連絡を受けてからお振り込み頂きますようお願い申し上げます。

※お振込の際、必ずチーム名・代表者名が分かるようにお振込み下さい。

※入金の確認に時間を要する場合がありますので、お早めのお振込みをお勧めします

※万が一、参加を辞退および参加人数が減少になっても、参加費の返却は出来ませ

   んので御了承下さい。

④参加料振込期間 ２０１３年６月１０日（月）９：００　～　６月１７日（月）１５：００

＜５＞参加要綱

＜６＞申込方法
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≪補足事項≫

　①連絡手段について
参加申込みの後、事務局とのやり取りは、原則、踊り連代表者からのＥ－ｍａｉｌの　
みとさせて頂きます。なお、Ｅ－ｍａｉｌを送る際は、必ず以下の項目を明記してお
送りください。

　●チーム名 　●代表者名

　②けやき通りパレードについて
けやき通りパレードでは、北コース、南コースとを分けてのパレードと致します。
コース振り分けは参加人数並びにチーム数から決定し、後日ご連絡いたします。

　③振り付けについて
① 会場運営の妨げとなる踊り形式は、禁止です。
② 進んで踊るバージョンに関しては、全チーム統一の踊りでお願いします。（すすむ距
    離に誤差が出ないようにする為）
③ 止まって踊るバージョンでは各チームでアレンジして頂いても構いません。（基本の
　　踊りでもOK）

　④衣装について
① 原則自由ですが、公序良俗に反しないもの、高槻まつりの雰囲気を著しく害さない
    ものにして下さい
② 全ての会場において、裸（上半身のみも含む）は禁じます。

　⑤保険について
① 高槻まつり振興会にて、イベント保険の加入をしております。参加チームには、保険
    加入の為の名簿を提出して頂きます。
② まつり振興会での加入保険については事故、災害などに関して責任を負えない場合
　　がございます
③ 高槻まつり振興会加入のイベント保険の内容については事務局までお問い合わせく
　　ださい。万一の場合を考えた場合、各チームでも団体レクリェーション保険の加入を
　　お勧めいたします

　⑥チーム及び舞子の肖像権取り扱いについて
参加チームの肖像権及び著作権は、２次使用も含め、全て高槻まつり振興会に帰属する
ものとします

＜７＞－１　補足事項ならびに注意事項
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≪注意事項≫

①火気を伴う演出は一切禁止します

②清掃の必要を伴う散布や花吹雪などは禁止します

③旗および小道具等を使用する際は観客に十分注意して下さい。また、過度に使用し
　た場合、演舞をお断りします

④各チームは自己自律で責任を持って下さい

⑤チームの代表者はルール及び注意事項をメンバーに守るよう徹底して下さい

⑥会場では運営本部、誘導員、警備員などの係員に従って下さい

⑦各チームは、各会場集合時間を厳守して下さい。棄権とみなす場合もあります

⑧当日は体調管理に十分気をつけ、こまめな水分補給などを行って下さい

⑨演舞中、又は演舞後に事故及び体調不良な舞子がいる場合には近くの係員にお知
　 らせ下さい

⑩未成年者の舞子は必ず保護者及び学校の承諾を受けたうえで参加させて下さい

⑪未成年者の喫煙・飲酒は絶対させないように注意を払って下さい

⑫非常時、演舞を中止させる場合もありますのでご了承下さい

⑬各参加者の荷物、貴重品は自己管理して下さい。万一、盗難・紛失にあっても主催
　 者側は責任を負えませんので注意下さい

⑭公共施設等では、他の利用者の迷惑になるような練習等の行為はしないでください

⑮ゴミ、たばこのポイ捨てをしないで下さい

⑯ゴミの分別にご協力下さい

⑰移動中、来街者に迷惑をかけないように気をつけて下さい

⑱他のチームの応援の際も、他の方の迷惑にならないように気をつけて下さい

⑲当日は係員の指示に従い、勝手な判断で行動しないようにして下さい

以上、ご協力のほど宜しくお願い致します

＜７＞－２　補足事項ならびに注意事項
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Q）高槻ウェーブに参加できるのは高槻市民だけでしょうか？
A)どなたでも参加できます。

Q)参加するにあたり年齢制限はありますか？
A)年齢制限はありません。

Q)1人でも参加できますか？
A)基本はチームごとですが、参加できそうなチームを紹介する事もできます。

Q）チームの人数が少数でも参加できますか？
A)基本的には20名前後の人数を推奨しますが、相談に応じる事も出来ます。

Q)チームの人数が50名をこえるのですが参加できますか？
A)チームを分けるなどして対応できますので御相談下さい。

Q)踊った経験がなくても参加できますか？
A)初心者でも問題ありません。楽しんで下さい。

Q)踊りはどうやって覚えたらよいですか？
A)全体練習を行いますのでその時に覚えて下さい。

Q)ウェーブタオルは必ず購入しなければなりませんか？
A)希望者のみの購入となります。

Q）波舞鈴（はぶりん）以外に小道具を使用してもいいですか？
A)周囲の安全が確保できる範囲であれば使用可能ですが、協議会が危険と判断
    した場合、使用を止めさせて頂く場合がありますので御了承下さい。

Q)子供も参加費が必要ですか？
A)必要となります。

Q)パフォーマンスステージへの希望を出したいのですが希望すると出演できるのですか？
A)申込者が多数となった場合、協議会での選出となります。選考に漏れた
    場合は確定の御連絡の際にお伝え致します。

Q)参加申込期間を過ぎた場合、申込はおこなえませんか？
A)期間内のみの受付とさせていただきます。

Q)参加料振込期間内に振込が行えない場合はどうなりますか？
A)キャンセル扱いとさせていただきます。

Q)参加申込、参加料振込を行った後の人数の減少やキャンセルはどうなりますか？
A)参加費の返却はできません。

＜８＞よくある質問（Q&A）
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第４4回市民フェスタ高槻まつり　高槻まつり振興会

〒５６９－００７７　高槻市野見町２－３３（高槻市民会館内）

電　話 ：  ０７２－６７４－７３７５

ＦＡＸ  ：　０７２－６７４－７３７６

E-mail ：　info@takatsuki-matsuri.org

公式URL :  http://www/takatsuki-matsuri.org

業務時間：　月曜日　～　金曜日（祝日を除く）
　　　　　　　 10：00～17：00

＜9＞お問合せ先
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