
①平成鳥取音頭

②しゃんしゃんしゃんぐりら

初心者講習会 創作踊りチェック
（講習会免除連対象）

5月23日（火） 6月13日（火）

講習会 講習会 創作踊りﾁｪｯｸ 講習会 創作踊りﾁｪｯｸ 講習会 創作踊りﾁｪｯｸ 講習会 創作踊りﾁｪｯｸ 創作踊りﾁｪｯｸ

★19：00～21：20 ①18：30～19：50 19：30～19：50 ①18：30～19：50 19：30～19：50 ①18：30～19：50 19：30～19：50 ①18：30～19：50 19：30～19：50 ★20：30～21：30

游魅翔 あすなろ連 2回目　①・② あすなろ連 2回目　①・② 游魅翔 2回目　② アクシス 無 岩美連（①・②）

JCBエクセ アクシス 無 エステートセンター ２回目　①・② ＦＤＫ 無 アスピオス 1回目①・② ＮＴＴ鳥取グループ連（②）

鳥取県情報センター アスピオス 1回目　①・② ＦＤＫ 無 ＯＬＥ！！ガイナーレ鳥取連 無 イオン連 未回答　①・② 我龍天晴（①・②）

NEXT INNOVATION イオン連 未回答　①・② 介護ホーム美咲園 未回答　② 矜持舞人 無 エステートセンター ２回目　①・② 生粋（①・②）

ビバ！遷喬っ子 ＯＬＥ！！ガイナーレ鳥取連 無 クラーク記念国際高等学校 ２回目　② クラーク記念国際高等学校 ２回目　② 介護ホーム美咲園 未回答　② 輝鳳連（①・②）

飛龍 川口グループ連 ２回目　①・② ごうぎん連 2回目　② 国土交通省 ２回目　② 川口グループ連 ２回目　①・② 公立保育・幼稚園連（②）

ごうぎん連 2回目　② 国土交通省 ２回目　② さとに会 2回目　①・② ＪＲ西日本グループ① 1回目　①・② 朱雀（①・②）

さとに会 2回目　①・② ＪＡ鳥取いなば連Ａ 2回目　② ＪＲ西日本グループ① 1回目　①・② ＪＲ西日本グループ② １回目　①・② 砂人（①・②）

JCBエクセ 無 ＪＡ鳥取いなば連Ｂ 2回目　② ＪＲ西日本グループ② 1回目　①・② ＪＡ鳥取いなば連Ａ 2回目　② 体専しゃんしゃん部（②）

ＪＰツーウェイコンタクト 1回目　② ＪＰツーウェイコンタクト 1回目　② ジャパンディスプレイ連 ２回目　①・② ＪＡ鳥取いなば連Ｂ 2回目　② 中病連夏組（②）

獅子楽舞 未回答　①・② 獅子楽舞 未回答　①・② 修立連 無 ジャパンディスプレイ連 ２回目　①・② 鳥取市観光協会連（①・②）

しゃんしゃん湖山っ子倶楽部 無 しゃんしゃん湖山っ子倶楽部 無 じゅんぷう連 2回目　① 修立連 無 鳥取市役所連Ａ（①・②）

じゅんぷう連 2回目　① 城北連 未回答　② 住友生命鳥取支社 未回答　①・② つむぎ 2回目　② 鳥取市役所連Ｂ(①・②）

城北連 未回答　② 青翔開智中学校高等学校 無 青翔開智中学校高等学校 無 鳥取医療生活協同組合にじ組 2回目　② 百花繚乱（①・②）

住友生命鳥取支社 未回答　①・② 中国電力グループとっとり連アッカリー 無 鳥取医療生活協同組合にじ組 2回目　② 鳥取医療生活協同組合はれ組 2回目　② 楓華（①・②）

中国電力グループとっとり連アッカリー 無 中国電力グループとっとり連グランドン 無 鳥取医療生活協同組合はれ組 2回目　② 鳥取市子ども会連合会　稲葉山 無 楽人集（①・②）

中国電力グループとっとり連グランドン 無 鳥取県庁連（Ａ） １回目　② 鳥取県電気工事業工業組合 2回目　①・② 鳥取市子ども会連合会　米里 無 笑嘩家（①・②）

つむぎ 2回目　② 鳥取県庁連（Ｂ） １回目　② 鳥取市子ども会連合会　稲葉山 無 鳥取市社会福祉協議会 １回目　①・②

鳥取県庁連（Ａ） １回目　② 鳥取県電気工事業工業組合 2回目　①・② 鳥取市子ども会連合会　用瀬 無 鳥取市水道局 無

鳥取県庁連（Ｂ） １回目　② 鳥取市子ども会連合会　美保、津ノ井 無 鳥取市社会福祉協議会 １回目　①・② 鳥取社会福祉専門学校 ２回目　①・②

鳥取市子ども会連合会　美保、津ノ井 無 鳥取市子ども会連合会　用瀬 無 鳥取市立病院連 2回目　①・② 鳥取市立病院連 2回目　①・②

鳥取市子ども会連合会　倉田 無 鳥取市子ども会連合会　倉田 無 鳥取ＹＥＧ ２回目　①・② 鳥取ＹＥＧ ２回目　①・②

鳥取市水道局 無 鳥取社会福祉専門学校 ２回目　①・② とりぎん連 1回目　①・② 鳥キッズ 1回目　②

鳥取福祉会 １回目　①・② 鳥取福祉会 １回目　①・② ビバ！遷喬っ子 無 とりぎん連 1回目　①・②

鳥キッズ 1回目　② とりしん連 １回目　①・② 雅 ２回目　①・② 富士通鳥取グループ連 ２回目　②

とりしん連 １回目　①・② 富士通鳥取グループ連 １回目　② 郵便局グループ連 無 雅 ２回目　①・②

飛龍 2回目　①・② Lazoborracho 1回目　①・② Lazoborrancho 1回目①・② ヤマトコンタクトサービス株式会社 2回目　②

ヤマトコンタクトサービス株式会社 2回目　② リコー鳥取グループ連 １回目　② リコー鳥取グループ １回目　② 郵便局グループ連 無

Re;TUES連 ２回目　② Re;TUES連 ２回目　②

若桜こまち連 未回答　①・②

②20：00～21：20 21：00～21：20 ②20：00～21：20 21：00～21：20 ②20：00～21：20 21：00～21：20 ②20：00～21：20 21：00～21：20

オアシス浜坂砂丘連 無 オアシス浜坂砂丘連 無 暁 2回目　①・② 暁 2回目　①・②

尾﨑病院 2回目　①・② 桜道里 1回目　①・② 因州傘舞維新會怒涛玉 2回目　①・② 因州傘舞維新會怒涛玉 2回目　①・②

矜持舞人 無 シュシュ連 未回答　② 桜道里 1回目　①・② 尾﨑病院 2回目　①・②

笑舞連 未回答　② 笑舞連 未回答　② 元気組 １回目　② 元気組 １回目　②

真傘坊豪ノ虎 2回目　①・② 真傘坊豪ノ虎 2回目　①・② 公立鳥取環境大学Ａ連 未回答　①・② 公立鳥取環境大学Ａ連 未回答　①・②

末恒っ子傘踊りクラブ 1回目①・② ダイヤモンド電機(株)連 無 公立鳥取環境大学Ｂ連 未回答　①・② 公立鳥取環境大学Ｂ連 未回答　①・②

ダイヤモンド電機(株)連 無 立五一区町内会 無 中病連祭組 2回目　② シュシュ連 未回答　②

鳥取医療センター連 無 中病連祭組 2回目　② 鳥取医療センター連 無 末恒っ子傘踊りクラブ 1回目　①・②

鳥取県情報センター 無 中ノ郷しょうから連 ２回目　② 鳥取駅南STEPPERS ２回目　①・② 立五一区町内会 無

鳥取県女子体育連盟”繫” ２回目　①・② 中ノ郷やんちゃ連 ２回目　② 鳥取県女子体育連盟”繫” ２回目　①・② 鳥取駅南STEPPERS ２回目　①・②

鳥取県東部中小企業青年中央会 １回目　② 認定こども園さくら幼稚園さくら保育園 1回目　①・② 鳥取県東部中小企業青年中央会 １回目　② 鳥取市医療看護専門学校 未回答　②

鳥取市医療看護専門学校 未回答　② NEXT INOVVATION 無 鳥取市子ども会連合会　河原 無 鳥取市子ども会連合会　久松 無

鳥取市子ども会連合会　久松 無 ぷよぷよ連 2回目　①・② 鳥取市子ども会連合会　美保南 無 鳥取市子ども会連合会　美保南 無

鳥取市子ども会連合会　河原 無 まさみつ 2回目　② 鳥取市子ども会連合会　大正 無 鳥取大学International踊り子隊 1回目　②

鳥取市子ども会連合会　大正 無 祭り屋鳳一跳 1回目　①・② 鳥取市子ども会連合会　米里 無 美容組合とっとり ２回目　①・②

鳥大土木連 無 斑衆 1回目　①・② 鳥取大学International踊り子隊 1回目　② ぷよぷよ連 2回目　①・②

日赤元気連 ２回目　①・② やずっ子連 1回目①・② 鳥大土木連 無 やずっ子連 1回目　①・②

認定こども園さくら幼稚園さくら保育園 1回目　①・② 陽喜連 １回目（未回答） 中ノ郷しょうから連 ２回目　② 夢こみち紡 2回目　①・②

斑衆 1回目　①・② 若葉台連Ａ 無 中ノ郷やんちゃ連 ２回目　② 若桜こまち連 未回答　①・②

陽喜連 １回目（未回答） 若葉台連Ｂ 無 日赤元気連 ２回目　①・② 若葉台連Ａ 無

美容組合とっとり ２回目　①・② 若葉台連Ｂ 無

まさみつ 2回目　②

祭り屋鳳一跳 1回目　①・②

夢こみち紡 2回目　①・②

講習場所　： 鳥取産業体育館　大体育館

※10分前には受付を済ませて下さい。

講習時間　： ①傘踊り講習会 　18：30～19：30

　 創作踊りﾁｪｯｸ　19：30～19：50（創作踊りのある連のみ必須）

②傘踊り講習会　 20:00～21：00

　 創作踊りﾁｪｯｸ　21：00～21：20（創作踊りのある連のみ必須）

持 参 品 　： しゃんしゃん傘、体育館用運動靴

注意事項　： 踊り講習会には、指導できる立場の人が２名参加すること。（２名以上の参加はご遠慮ください。）

※２名の内、１名が参加できなくなった場合は、２名で参加できる日程に変更すること。（1名のみの場合は欠席とみなします。）

※講習会に出席しなかった連は、一斉傘踊りには参加できません。（途中退場した場合は、欠席とみなします。）

※講習会の日にちを変更する場合は、必ず事前に連絡すること。

しゃんしゃん傘踊り講習会・創作踊りチェック　日程表　5.24現在）
創作踊りチェック実施日表記

5月25日（木） 5月29日（月） 5月30日（火） 6月2日（金）

通常講習会


