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はじめに

～第５８回鳥取しゃんしゃん祭の開催にあたって～

第５８回鳥取しゃんしゃん祭開催案内を送付するにあたり、主催者として一言ご挨拶申
し上げます。

コロナ禍で、一昨年は中止の判断を行い、昨年は布勢運動公園で無観客にて開催しま
した。

祭りに改めて向き合い、祭りのもっている価値を再認識するとともに、今まで祭りに参
加頂いていた皆様からのたくさんの祭りを応援する声を頂きました。

昨年開催後に実施したアンケート結果も参考にし、またコロナ終息にまだ時間を要する
ことを鑑み、本年は布勢運動公園陸上競技場で有観客での開催をめざしてまいります。

来年以降、本来の形である中心市街地で開催するためにも、祭りを止めず、一人でも
多くの皆様に参加頂けるよう工夫と対策を実施し準備していきます。どうか祭りの参加に
対するご検討を頂きますよう、また、昨年同様に祭りを応援して頂きますようよろしくお願
い致します。

鳥取しゃんしゃん祭振興会 スタッフ一同

～参加にあたって～
今年の第５８回鳥取しゃんしゃん祭は、新型コロナウイルス感染症予防対策を講じた上
で様々な参加方法を用意しております。
例年と違う部分がございますので、本要項をお読みいただきご参加をお願いいたします。
また、参加人数等により内容等が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。



８月１３日 前夜祭
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～前夜祭の開催について～
８月１３日を前夜祭として、鳥取市民会館を会場に開催いたします。
この前夜祭では、会場での参加の他、映像での参加方法も用意しております。
新型コロナウイルス感染症等の影響で会場での参加が難しい連の方や、祭りを応援したい！チーム
の魅力を発信したい！という連の方々の思いを一緒に届けたいと思い、新たな試みとして映像での
参加方法を準備しておりますので、本要項をお読みいただき多くの連の方にご参加いただければと
思います。なお、開催内容については変更となる場合がございますので予めご了承ください。

◆前夜祭の参加方法
①会場での参加（詳細Ｐ．５～８）

②映像での参加（詳細Ｐ．９）

◆前夜祭の概要

◆参加人数について
【踊り子】
１０人以上２６人以下
10人以下での参加希望の場合は、事務局へお問い合わせください。
※合同連での参加も可能です。

◆衣装
・衣装（上半身）の色及び形は、統一感のあるものにしてください。
・品位を保ち、祭りの進行に支障をきたす衣装は着用しないでください。

◆観客について
今大会は有観客を予定しておりますが、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、しっかりとし
た感染対策がとれるよう検討していきます。具体的な内容は決定次第、改めてお知らせいたします。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
※踊り子の人数等に応じて各連の関係者を観客として観覧席に入れることを検討しております。

前夜祭 開催概要

開催日 ２０２２年８月１３日（土）

時 間 １３：００～１６：００

会 場 鳥取市民会館 大ホール

参加費 無料

内 容

・傘踊り、すずっこ踊りの演舞となります。（傘踊り・すずっこ踊り合同の演舞可）

・１連あたり、演舞時間を１０分とします。（２曲演舞想定）

・基本的には板付きでの演舞となりますが、フォーメーション移動も可能とします。

楽 曲
・２曲選出してください
・２曲ともしゃんしゃん祭使用楽曲での演舞、または２曲の内１曲を自由曲で演舞す
ることも可能です。※ただし今大会に限る。

その他

・前夜祭、本祭２日間の参加も可能です。ただし、前夜祭は申込連数が多数の場合、
抽選とさせていただく場合がございます。
・有観客開催を予定しております。
※具体的な内容については、改めてお知らせします。

5



◆参加にあたってのルール
以下のルールを守れなかった連を確認した場合、また、他の連とのトラブル等の問題があるなど公序良俗に
反していると振興会が判断した場合は、厳重注意のうえ次年度以降の出場をお断りすることがあります。

◆第５８回大会における新型コロナウイルス感染症対策

前夜祭 開催概要

6

１．人数の規定、締切りの厳守！
特に締切は、運営の進捗に関わるのでご協力をお願いします。

２．踊り関係者以外を、ステージ内に入れない！
踊り参加者は、踊り関係者以外がステージに入らないよう注意喚起してください。

３．飲酒・喫煙禁止！

４．ポイ捨て・ゴミの放置はしない！

５．しゃんしゃん傘・すずっこ以外のものを持って踊らない！
手踊りも含みます。

また、いろどり傘での参加、しゃんしゃん傘及び柄の装飾は禁止です(記名等は可)

６．危険行為はしない！

７．振り付けに片手踊り・ジャンプを取り入れない！（傘踊り）
ただし、片手踊り・・・持ち替え時のみ左手を離しても良いです。

曲が始まるまでは片手でポーズをとっても良いです。
ジャンプ・・・しゃんしゃんしゃんぐりらでは、規制しません。

１．演舞時以外のマスク着用義務
演舞後は呼吸を落ち着かせてから着用すること。

２．かけ声禁止

３．体調管理チェック
出演メンバーについては、本番前２週間前から、毎日体調管理シートなどを使い、
体調管理を行ってください。
また、祭り終了後１週間も毎日、体調管理チェックを行ってください。

４．近距離や大声での会話は控えましょう



◆前夜祭 タイムスケジュール（予定）
※内容については参加連数確定後、決定いたします。

前夜祭 開催概要
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◆演舞曲について
１曲は必ず下記の中から選んでください。
※２曲とも下記楽曲での演舞も可能です。

◆大旗について
・大旗を使用することも可能です。
※危険がないように注意してください。

◆ステージの大きさ
・ステージの大きさは１４．４ｍ×７．２ｍとなります。

◆配列について
・縦、横約２ｍの間隔を空けて配置してください。
・横７名の縦４列を最大とします。

【配列イメージ図】

前夜祭 会場運営について
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14.4ｍ

7.2ｍ

曲 目 時 間

①きなんせ節 ２分５８秒

②平成鳥取音頭 ４分４８秒

③鳥取しゃんしゃん傘踊り ４分４６秒

④しゃんしゃんしゃんぐりら ４分４４秒

⑤よっとっ鳥取（すずっこ踊り） ４分１６秒



◆前夜祭 映像参加について
８月１３日に鳥取市民会館にて開催する前夜祭にて、映像をながします。

◆参加ルール
動画の募集は、個人ではなくチーム・団体からの参加のみとします。
※前夜祭を会場で参加される連はご遠慮ください。

【メッセージのみの場合】
・動画時間 １分以内

【演舞の場合】
・動画時間 ５分以内
・しゃんしゃん傘またはすずっこを持って演舞してください。
・楽曲は、しゃんしゃん祭で使用している楽曲のみ使用可能となります。

◆その他
・演出や動画の編集をしていただいても、そのまま撮影したものでも問題ございません。

・企業連もご参加いただけますが、企業や商品のＰＲ・宣伝の場所ではございませんので、趣旨をご理解いた
だいたうえで、ご参加をお願いします。

◆注意事項
下記内容をご確認ください。
・提出いただいた動画は、当振興会にて事前に内容を確認いたします。

祭りの趣旨に添わない内容や、第三者の権利を侵害する恐れがあることが判明した場合は参加をお断りする
可能性があります。
・提出いただいた動画は、予告なくテロップや連名等を載せたり編集・加工をする場合があります。

・動画の中に、鳥取しゃんしゃん祭使用楽曲以外の市販または既存の曲の使用はしないようお願いいたしま
す。

・提出いただいた動画は提出者に予告なく、テレビ等の報道を目的とするメディア媒体に掲載されたり、当振興
会が祭りの普及振興を目的に使用する場合があります。

・動画内における著作物や肖像（人物・建物等を含む）など、他者が権利を有するものについては、必ず権利
者から事前に許可を得た上で提出してください。

※万が一、著作権や肖像権など、権利者から異議申し立てや権利侵害による訴えがあった場合は、すべて
チームの責任と負担で解決するものとし、主催者は一切関与いたしませんのでご注意ください。

◆参加申し込み受付期間・提出書類

前夜祭 映像参加について
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提出書類 提出期限

①前夜祭 映像参加申込書 ５月２０日（金）

②動画

「ギガファイル便」などのファイル転送サービスを利用し、メールにて提出また
は鳥取しゃんしゃん祭振興会公式ＬＩＮＥにて提出
解像度：1980×1080ｐｘ データ方式：ＭＰ４

７月８日（金）



８月１４日 一斉傘踊り
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◆一斉傘踊りの概要

◆参加人数・踊り関係者について
【踊り子】
２人以上４５人以下
※中傘・大傘（通常のしゃんしゃん傘より大きなもの）を使用する踊り子がいる場合は、申込書に人数
を記入ください。
※５人以下での参加は合同連とさせていただく場合がございます。

【その他関係者】
５人以下（プラカード・着ぐるみ係などを含める）
・プラカード、着ぐるみ係などは、踊り子と交代できますが、必ず同じ人数で交代してください。

・事務局が用意したタスキを必ず着用してください。着用をしていない方は会場内（トラック内）に入ることはで
きません。（使用後は洗濯して返却してください。）

【給水係】
各連の給水係を踊り子の人数に応じて最大４人以下で設置してください。
・給水係は、踊り子と交代できますが、必ず同じ人数で交代してください。

・事務局が用意したビブスを必ず着用してください。着用をしていない方は会場内（トラック内）に入ることはで
きません。（使用後は洗濯して返却してください。）

◆衣装
・衣装（上半身）の色及び形は、統一感のあるものにしてください。
・品位を保ち、祭りの進行に支障をきたす衣装は着用しないでください。

一斉傘踊り 開催概要

開催日 ２０２２年８月１４日（日）

時 間

①傘踊り（前半グループ） １６：００～１７：１５
②すずっこ踊り １７：３０～１８：２５
③傘踊り（後半グループ） １８：４５～１９：５５

※参加連数によってグループを一つにする可能性がございます。

会 場 ヤマタスポーツパーク 陸上競技場

参加費 有料（Ｐ．２２）

クラス
・クラス分けはしません。

それに伴い、「美」審査及び基本踊りコンテストの開催はしません。

振 付 創作踊りも可能とします。（Ｐ．２０）

その他
・前夜祭、本祭の両日参加も可能です。
・有観客を予定しております。
※具体的な内容については、改めてお知らせします。
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◆観客について
今大会は有観客を予定しておりますが、今後の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、しっかりとし
た感染対策がとれるよう検討していきます。具体的な内容は決定次第、改めてお知らせいたします。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、変更となる場合がございますので、予めご了承くだ
さい。
※踊り子の人数に応じて各連の関係者を観客としてスタンド席に入れることを検討しております。

◆プラカード・幟旗等について
・連の名称が分かるもの（プラカード、幟旗等）を用意してください。（今大会は希望連に限る）
・２メートル以内のサイズ（下記図↔間）とし、進行に支障をきたさないものにしてください。

・大旗（ポール等の持ち手があり、振ることのできる旗）の使用は、旗のサイズにかかわらず禁止しま
す。ただし、指定の場所で振る旗の使用が可能です。

◆大旗（振る旗）の使用について
・指定された場所で、大旗を振ることが可能です。
・振る旗（大旗）を使用する場合は、名簿に氏名をご記入ください。

※配置図については、Ｐ．１４をご確認ください。

◆給水について
・給水係を最大４人以下で設置し、各連で飲み物を準備してください。（水またはお茶のみ）
・給水係は、自連の動きに合わせて移動してください。
・給水を行う場合は、必ず踊り子が給水係がいる場所へ移動し、給水を行ってください。
・台車の利用が可能です。
※リヤカーのようなタイヤが大きいものは、利用できませんのでご注意ください。
※配置図については、Ｐ．１４をご確認ください。

一斉傘踊り 開催概要
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台 車 リヤカー



◆会場イメージ図
・・・踊り子 ・・・給水係

・・・大旗（振る旗）

一斉傘踊り 開催概要
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給水係の方は、踊り子のコースに入らないように
ご注意ください。



◆８月１４日 タイムスケジュール（予定） ※内容については参加連確定後、決定いたします。

一斉傘踊り 開催概要
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◆参加にあたってのルール
以下のルールを守れなかった連を確認した場合、また、他の連とのトラブル等の問題があるなど公序良俗に
反していると振興会が判断した場合は、厳重注意のうえ次年度以降の出場をお断りすることがあります。

◆第５８回大会における新型コロナウイルス感染症対策
※運営スタッフ及び観客もコロナ対策をしっかり実施します。

一斉傘踊り 開催概要

１．演舞時以外のマスク着用義務
演舞後は呼吸を落ち着かせてから着用すること。

２．かけ声禁止

３．体調管理チェック
出演メンバーについては、本番前２週間前から、毎日体調管理シートなどを使い、
体調管理を行ってください。
また、祭り終了後１週間も毎日、体調管理チェックを行ってください。

４．近距離や大声での会話は控えましょう

１．人数の規定、締切りの厳守！
特に締切は、運営の進捗に関わるのでご協力をお願いします。

２．踊り関係者以外を、コース内に入れない！
踊り参加者は、踊り関係者以外がコースに入らないよう注意喚起してください。

３．飲酒・喫煙禁止！
陸上競技場内に持ち込める飲料は「水」・「お茶」のみとなります。

４．ポイ捨て・ゴミの放置はしない！

５．しゃんしゃん傘以外のものを持って踊らない！
手踊りも含みます。

また、いろどり傘での参加、しゃんしゃん傘及び柄の装飾は禁止です(記名等は可)

６．危険行為はしない！

７．振り付けに片手踊り・ジャンプを取り入れない！
ただし、片手踊り・・・持ち替え時のみ左手を離しても良いです。

曲が始まるまでは片手でポーズをとっても良いです。
ジャンプ・・・しゃんしゃんしゃんぐりらでは、規制しません。

８．前後の連に迷惑をかけない！
踊り終了後に、連の中心や後方に集まることは禁止します。
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◆代表者会議
参加要項等の確認を行う、会議となります。

◆初心者講習会
初心者講習会を希望される連の方は、初心者講習会申込書を提出してください。

◆創作踊りチェックについて （創作踊りの無い連はチェックの必要はありません）
創作踊りのある全ての連を対象に、創作踊りチェックを行います。

一斉傘踊り 運営について

日 時 希望連と指導者で日程を調整し、決定します。

対 象
参加が３回未満の連または初心者講習会を希望する連（希望連多数の場合は過
去の出場回数が少ない連を優先）

内 容

・踊りの指導（基本の６ヵ所を重点的に、傘踊りの全工程を指導）
・前奏からの前進と踊りの進行（全４曲、全て基本踊りの振り付け）
・前後の間隔、横の間隔

※創作踊りがある連は、創作踊りチェックも同日に行います。

指導者
・踊り検討チーム員のしゃんしゃん傘踊り検定１級保持者が、希望連のところへ指
導を行いに伺います。（指導者の指名はできません）
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会議名 一斉傘踊り代表者会議

日 時 ２０２２年６月１０日（金） １９時～２０時３０分

会 場 とりぎん文化会館 第１会議室

注意事項 原則代表者１名で出席

その他

・会場への参加が難しい方は、当日zoomでの配信を行いますのでそちらをご

利用ください。（案内は、改めて送付します）

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、開催方法が変更となる場

合がございます。変更となった場合は、参加連の皆様へご連絡いたします。

チェック内容

①前奏から前に進む振り付けになっているか
②禁止事項に該当する振り付け（危険行為を含む）になっていないか
③適正距離を進んでいるか

※前奏の間は必ず常に前進することとし、停滞や後退する振り付け（フォー

メーション変更によるものも含む）は禁止とします。

ただし、停滞する振り付けに関しては、歌い出し(踊り出し)以降、進行の妨げ

にならない程度であれば、取り入れ可能。

チェック方法 動画を提出していただき、チェックを行います。

提出について

・演舞は２名で行っていただき、各楽曲最後まで演舞してください。

・ギガファイル便などのファイル転送サービスを利用しメールにて提出、また

は鳥取しゃんしゃん祭振興会公式ＬＩＮＥにて提出してください。

※提出期限はＰ．２２をご確認ください。



一斉傘踊り 運営について

◆踊りのポイント
きなんせ節、鳥取しゃんしゃん傘踊りの習得すべき６か所のポイントです。
鳥取しゃんしゃん祭公式ホームページに、踊り方のポイントを紹介しています。
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一斉傘踊り 運営について
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◆一斉傘踊りの進行について
≪曲目、曲順、進行距離等≫ ※進行距離の確認を事前に行ってください。

≪踊りの進行≫
・前奏から前進してください。
・前の連との間隔が大幅に開いた場合は、歩幅を広くして前進しながら間隔をつめてください。
・踊り終了後に連の中心や、後方に集まることを禁止します。
・曲終了後は次のスタート位置に到達してから休憩してください。
・フィナーレは、踊り子全員がきなんせ節をスタンド席側を向いて板付で踊ります。

≪創作踊り≫
・創作踊りは、前奏から前に進む振り付けにしてください。
※事前にチェックを行います（Ｐ.１７）
・創作踊りを持っていない連は、基本踊りの振り付けで踊ってください。
※平成鳥取音頭は、鳥取しゃんしゃん傘踊りの振り付け
※しゃんしゃんしゃんぐりらは、きなんせ節の振り付け

◆連の配列について
・１連あたりの長さを最大２０ｍとします。（人数に応じて１０ｍ、５ｍに変動します）
・連と連の間を５ｍとします。

≪踊り子≫
・縦２ｍ、横３ｍの間隔を空けて配置してください。

≪その他関係者（プラカード、幟旗など）≫
・その他関係者は必ず連の前へ配置してください。
・撮影を行う場合は、内側（進行方向 左側）で行って下さい。
※進行の妨げ及び他の連に危険がないようにして下さい。

≪配列イメージ図≫
※給水係は、踊り子のコースの外側を移動してください。

一斉傘踊り 運営について

曲目（曲順）
①～④の繰り返し

時間
進行距離

第１部 第２部

①きなんせ節 （基本踊り） ２分５８秒 ２０ｍ ４０ｍ

②平成鳥取音頭 （創作踊り） ４分４８秒 ４０ｍ ６０ｍ

③鳥取しゃんしゃん傘踊り （基本踊り） ４分４６秒 ３０ｍ ５０ｍ

④しゃんしゃんしゃんぐりら （創作踊り） ４分４４秒 ４０ｍ ６０ｍ
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参加申込等について



◆参加連申し込み受付期間
２０２２年４月２０日（水）～５月２０日（金）必着
※受付期間過ぎてからのお申し込みはお受けできません。

※参加申し込み後、出演を辞退することも可能ですので、様々な理由で受付期間内に結論が出ない連は、申

込をしておいてください。参加申し込み後、出演を辞退する場合は事務局へご連絡ください。

※人数変更や、人事異動等で書類の提出期限を過ぎる場合は、必ず事務局にご連絡ください。

（人数変更連絡締切日は６月２８日（火）までとします。）

※名簿に記載のない参加者は、参加及び保険加入ができません。

◆申し込み方法
提出書類を、いずれかの方法で期日までに提出してください。

①書面での申し込み
一斉傘踊り参加連申込書等に必要事項を明記の上、郵送、FAXまたは事務局へ持参によりお申し込みくださ

い。（一斉傘踊り参加連申込書等は公式ホームページからもダウンロードできます。）

②公式ホームページからの申し込み
公式ホームページ（http://tottori-shanshan.jp/）「祭りに参加する」にアクセスし、参加申し込みフォームよりお

申し込みください。

ただし、名簿および参加連の紹介文については、申し込み完了後、受付完了メールに記載のURLより用紙をダ

ウンロード、必要事項を明記の上、Eメール、郵送、FAXまたは事務局へ持参により提出してください。

◆参加費
参加連ごとに取りまとめ、期日までに下記口座へお振込みください。

【注意事項】
・振込手数料はご負担ください。

・１３日のみに参加の方からは徴収しません。

・締切日（６月２８日）以降の人数変更に伴う参加費の変更はお受けできません。

・大旗を持つことで演舞とみなす場合は、参加費を支払ってください。

・悪天候で祭りが中止となった場合や体調不良等で当日、参加しなかった場合は参加費は返金しません。

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で祭りが中止となった場合は、参加費を返金いたします。

その際は改めて、ご連絡いたします。

参加申込等について
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金 額
大人（高校生以上） ３００円×踊り子の人数
子供（中学生以下） １５０円×踊り子の人数

期 日 ２０２２年７月１日（金）～２０２２年７月２９日（金）

振込先
鳥取銀行 鳥取市役所支店 普通0004646

トットリシャンシャンマツリシンコウカイ

提出書類 提出期限

①前夜祭参加連申込書、一斉傘踊り参加連申込書、初心者講習
会申込書（希望連のみ）

５月２０日（金） 必着

②名簿（踊り子・その他関係者）、参加連紹介文、写真
創作踊りチェック用動画（創作踊りが無い連は提出不要）

６月１０日（金） 必着

③前夜祭 動画（映像参加連のみ） ７月 ８日（金） 必着



◆祭り中止基準について
７月３１日以降に、全県もしくは東部地区に鳥取県版新型コロナ警報の「特別警報」が発令された場合は、前

夜祭及び一斉傘踊りは開催中止とします。

※上記中止基準は本要項発行段階のものです。新型コロナウイルス感染症に関する対応が変更さ

れた際は、基準を見直す場合もあります。

◆雨天時について
当日が雨天の場合は、一斉傘踊りは中止とします。（前夜祭は雨天の場合でも実施します）

なお、一斉傘踊りの開催については、１４日の午前１０時に決定し、鳥取しゃんしゃん祭振興会ホームページ、

Facebook及び専用電話回線（０１８０-９９-３０７７ ）でお知らせします。

◆出演規制について
以下の内容に該当される方は、出演を不可とさせていただきます。

①３７．５℃以上の発熱がある方 ※入場時に検温をします。

②強いだるさ、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻水、鼻閉、味覚・嗅覚障害、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、

嘔気、嘔吐がある方

③２週間以内に新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との接触がある方

④２週間以内に行政からの制限や観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴（濃厚接触）がある方

※新型コロナウイルス感染症に関する情報は日々変化しているため、変更になる場合がございます。

◆参加者の体調管理について
参加者の体調管理は、各連で徹底してください。体調の思わしくない方には、早めに踊りを抜けて休憩をしても

らうなど、熱中症対策にご協力ください。

◆その他
・更衣室及び控室等はありません。

・祭りについての詳細事項等は、決定次第資料送付または代表者会議で説明します。

・ゴミは、全て各連で責任をもって持ち帰ってください。

・演舞中に発生した、しゃんしゃん傘の修理は、踊りの進行を妨げないよう連の外で行ってください。

・未成年者が参加する場合は、保護者の承諾を得たうえで参加してください。

・各連及び参加者は、祭り期間中に撮影された写真及び映像を当祭りの普及振興や宣伝のために使用する

場合は自由に使うことに同意するものとさせていただきます。

参加申込等について
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◆問い合わせ先
(書類の提出や、ご不明点のお問い合わせ先は以下のとおりです。)

〒680-0833 鳥取市末広温泉町160 日交本通りビル2階
鳥取しゃんしゃん祭振興会 事務局
TEL：0857-20-3210 FAX：0857-29-1000

Email: info@tottori-shanshan.jp   HP: http://tottori-shanshan.jp


