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第23回うらじゃ実行委員会委員長

☀ “うらじゃ”心得十箇条を理解し、岡山の街・人・環境を大切にする
我々の郷土である岡山の温羅伝承を基に、「共生と融和」をコンセプトに “うらじゃ”はまちづくり

の一環として生まれたまつりです。

“うらじゃ”に携わるすべての人々が、郷土愛や人と人とのつながりを大切にする心を育み、そし

て「まちのために行動を起こせる人」「感謝と思いやりを持てる人」に成長して欲しいと思っていま

す。そして、“うらじゃ”での経験や身につけた事を日常に活かし、“うらじゃ”にかかわらず、この

精神や取組みを大切にする人を増やし、皆様でその輪をどんどんつなげていきましょう。

☀ 自己自律で責任を持った行動を心掛ける
街の人すべてがうらじゃを歓迎しているわけではありませんし、「参加者が主役」というわけでも

ありません。よりうらじゃが愛され、「うらじゃを見習おう」と言われるような行動を心掛けましょう。

☀ 時間を守る。社会常識、一般マナーとルールが守る
特に、うらじゃに関係のない一般の方への配慮を忘れない
練習でのスペースのとり方や、音声の大きさ、迷惑駐車など。

うらじゃ当日の移動の仕方、休憩の仕方、集合時間厳守、待機の仕方など。

自分だけがいい思いをしている名案は、周りの人たちへの迷惑案ではありませんか？

☀ うらじゃ運営本部、誘導員、警備員などの係員の指示に素直に従う
自分なりに考えて行動していても、運営者側の考えと異なる場合もあります。

この場合は運営者側の判断、指示に従いましょう。

☀ 他の踊り連の踊り子との挨拶、裏方さんへの挨拶を積極的にしよう
ルールで挨拶するわけではないですが、挨拶を心掛けましょう♪

うらじゃの楽しさと感動が倍増するでしょう。

2016年「もんげー鬼志快晴！」参加要項
今年のうらじゃのテーマは　　～幹～

うらじゃの参加資格とルール

今年のうらじゃ、テーマは“幹”

「うらじゃ」が、ひとに、まちに、今以上に広く大きな影響を与えるためには、

その「幹」が立派なものでなくてはなりません。「うらじゃ」が地域振興のまつり

としてより大きなものに発展すべく、太く大きな幹になるよう邁進して参ります。

 

＜”うらじゃ”心得十箇条＞ 
  一、「誇り」をもつ    岡山人としての誇りを持つべし 
  二、「歴史・文化」を学ぶ  地域の歴史・文化を学ぶべし 
  三、「先人」に習う  先人の尊い教えと行動に触れ、それに習うべし 
  四、「和」を学ぶ  人の和、地域の和づくりに積極的に参加すべし 
  五、「自責他尊」  自らの責任を自覚し、他者を尊ぶべし 
  六、「思いやりの心」   自らの欲するものを他に施すべし 
  七、「家庭」を大切にする  親に孝養を尽くし、子に愛を授くべし 
  八、「自然」と親しむ   自然に対する畏敬と共生の心を持つべし 
  九、「仲間」を信じる   自分一人ではない。仲間を信じて行動すべし 
  十、「動く」       私が動けば仲間が動き、地域が日本が動く 



　立ち上げの経緯
単なるお祭り騒ぎではなく、「街づくり人づくりのため」をコンセプトにしているうらじゃ。

わりとクールで、わりと他人の視線を気にする県民性さえも熱くさせるうらじゃ。

全国の踊り子やよさこいの観客からも「岡山さんって元気で楽しいですね」と言われたうらじゃ。

魅力と可能性を持ち合わせた祭りに、多くの人に参加して欲しいという思いから立ち上げました。

　位置づけ
うらじゃの成長の一方で、参加踊り連のレベルが年々上がってきて敷居が高くなりつつあります。

そこで、「誰もが気軽に参加できる」といううらじゃ本来の魅力を引き継いでいく踊り連の必要性から、

鬼志快晴はその役割を担うことにしました。

とりあえず当日だけでもうらじゃに参加したい人は、原曲＋基本踊りの『うら魂』、

練習も含めてのうらじゃを楽しみたい人は、原曲＋ほぼ基本踊りの『チームシモデン』、

原曲＋基本踊りから一歩踏み出したい人は、アレンジ原曲＋オリジナル踊りの『鬼志快晴』、

という位置づけです。（もちろん他にも同じ思いの踊り連はあります。）

「うらじゃに出たい人にはあきらめずに出てもらいたい」というのが共通の思いです。

　運営方針
うらじゃをうらじゃとして育てる♪

うらじゃが「よさこい」の枝としてではなく、「うらじゃ」という木として育つべく、岡山らしい独創性を

追求します。そのためにも『うらじゃ原曲』を損なわぬようにし、基本踊りやうらじゃ音頭、総踊りという

独自色を活かして宴舞します。

演舞ではなく宴舞♪

踊りに自信のない人も、諸事情で練習に参加できない人も、県外から参加したい人も、

気軽に気楽にみんなで楽しめるようにあえて踊りをきっちり揃えません。

知らない者同士でも手をつなぎあい、笑顔を交わし合って伸び伸び踊る総踊り。

“舞を演じる”ように動きは揃っていなくても、“宴（うたげ）のように思い思いに舞う”気持ちが揃って

います。そんな総踊りのような宴舞を通じて、踊り子同士の、踊り子と観客の心がひとつになること

を目指します。

互いの気持ちを高め合い、観る者の気持ちをも舞い踊らせましょう。

参加費は安く♪

1万円以上、２万円以上という参加費の踊り連も少なくないなか、

家族で、仲間で、みんなで誘い合って参加できるよう、「参加費は安く」をモットーにしています。

参加者にあわせて変化♪

メンバーをイメージしながら振付や運営方法を考えていますが、いろいろな人が集まり、毎年メンバ

ーの入れ替わりもあり、踊りの技術差などもあって最初のイメージ通りにいったことはありません。

そのため、演出にいろいろと修正を加えながら進行していきます。

せっかく覚えた振付が変わったりもしますが、個人ではなく、全体で最高の宴舞ができることを考え

て運営しているので、ご理解ご協力お願いします♪

岡山県PRｷｬｯﾁ「もんげー岡山！」を応援するぞ
岡山県が足かけ３年推し続けているＰＲキャッチコピー
「もんげー岡山！」。
今年はＰＲ曲、ＰＲダンスまで作ったみたいだけど、
うらじゃで援護射撃するぞー！（撃ち落としたりしてww）
今年の鬼志快晴は新曲「もんげーうらじゃ！」で
隠れ観光大使たもんだ♪

鬼志快晴とは！？

さぁ～て、今年の“もんげー鬼志快晴！”は！？



☀ 年齢・性別問いません
未成年者（高校生以下の学生等）が応募される場合は保護者の同意が必要です。

これは鬼志快晴だけでなく、“うらじゃ”の共通ルールです。

危険防止のために保護者も一緒に踊り子参加をお願いする場合もがあります。

☀ 連絡用のメールアドレスは必須です
仲介者への負担もありますし、仲介者に回答が揃わないとこちらへの回答が来ないため、数人
分の回答が未回収になって判断が遅れ、みなさんへの対応も遅れます。
メールでの連絡、直接の連絡に不都合がある場合はご相談ください。

☀ 練習、打ち合わせ等の出欠確認の回答は〆切厳守
全員の回答が揃わなければ準備が止まってしまい、スケジュールが狂ってしまいます。

また、みんなへの決定事項連絡も遅れ、みんなにも迷惑が掛かります。

「迷っています」「いつ頃にはわかりそうです」という回答でもあれば臨機応変に対応できるので、

必ず〆切までに回答しましょう。（相談事は早めに回答いただけるとさらに助かります♪）

☀ “うらじゃ”をみんなで本気で盛り上げて思いっきり楽しもう！
仲間がいて、観客がいて、裏方さんがいるからこそ、自分が楽しませていただけていることを

忘れずに。宴舞中も仲間同士、観客のみなさんとのコミュニケーションを大切に・・・というより、
それが一番の面白さ♪

☀ 多くの方のご支援・ご協力があって成り立っているお祭りです。
そのことに気付ける心の目と、感謝する気持ちを養いましょう。
何ヶ月も前からたくさんのボランティアの方々が、仕事帰りに集まって準備をしています。

当日も我々よりはるかに早い時間から準備を始め、我々が帰った後に後片づけをしてくださっ

ている大勢の裏方さんがいます。仕事で来ている警察官や警備員、看護の方々もいます。
「好きでやってる」「仕事だから当たり前」と思ってしまえば感謝の気持ちもわかないでしょう。
感謝する気持ちはみんな持っていると思うので、「気づける心の目」を養いましょう。

☀ 団体行動、協調性、自主性を意識した言動を常に心掛ける
うらじゃの思い、鬼志快晴の思いに共感協調し、学ぶ気持ちを持てることは必須条件です。

一般的には参加者が踊り連にあわせますが、出演困難な人もあえて歓迎しているので「踊り

連が参加者にあわせて常に変化する特異な踊り連」です。とはいえ、個々に対応しているの

ではなく、全体を一と見て「最もいい運営」を考えています。

そんな特異な踊り連なので、みんながお互いを理解しあい、協力しあわなければ成り立たない

ことをご理解ください。思いやりの心と「みんなでいい連にしよう」という気持ちで、“最高にかっ

ちょええ踊り連”にしましょう♪

【うらじゃ本祭について】
 ☀ 日時 ８月７日（日）　　１０時開会～２１時閉会予定

※うらじゃは６日（土）も開催しますが、鬼志快晴は参加しません。
 ☀ 集合 ８時半頃　場所未定
 ☀ 演舞予定

市役所筋パレード、下石井公園演舞場、表町パレードは演舞時間事前発表。
その他演舞場は当日エントリーして回るので、時間未定
２０～２１時は観客と踊り子が入り乱れての名物総踊り！
ここで燃え尽きましょー♪

鬼志快晴の参加資格とルール

詳細について

上記の参加資格などにご理解ご協力いただけない場合
は 
参加をご遠慮ください。 



【公式練習について】
☀ 日時 ほぼ毎週　土：19:00～21:00　　日：18:30～20:30　予定

その他時間帯についても、必要や要望により開催します。
☀ 場所 倉敷マスカットスタジアム周辺

※練習スケジュール等の詳細は随時代表から一斉送信されます。
※練習に参加できない方は動画を参考にしていただきます。

自主練習を必ずお願いします。

集合、各自ストレッチ等
開始時間 練習開始 20分毎に5分休憩目安（給水）

状況に応じて適宜休憩
練習中は超本気！！そして休憩中は思いっきりリラックス♪
メリハリのある充実した練習にしましょう！！

1時間経過 連絡事項通達など
終了15分前 今日のまとめ、動画撮影、クールダウン
終了 駐車場閉場時間に注意しましょう

【参加費について】
法被の後ろはこんな感じ･･･

（内訳）
うらじゃ個人登録料（実費保険込） 円
運営費（踊り連登録料など人数割り） 1500～2000 円

６月６日最終登録人数確定後、確定。
法被レンタル代 円

※着用できないお子様は不要。別途実費
人数確定の６月６日以降、集金させていただきます。
返金につきましては、運営費部分の一部は極力対応させていただきますが、
一切対応できない場合もありますので、ご了承ください。

※参加費以外の自己負担金について※
１、Ｔシャツ、ズボン、靴

・ オリジナルＴシャツ・・・希望者のみ（金額は作成枚数によって変動）
※ズボン、靴は自由ですが色は黒でお願いします。

(推奨)･･･ニッカポッカ、地下足袋
２、ヘアーメイク代（各自でお願いします。連でも対応しますが、実費分いただきます）
３、楽曲ＣＤ、振付動画ＤＶＤなど、必要な場合は実費販売いたします。
４、練習時の会場使用代（有料会場を使用する場合のみ）
５、打ち上げ、親睦会の参加費（ほとんどありませんが。笑）
６、練習を対象とする保険

うらじゃ当日は団体レクリエーションに加入しています（熱中症にも適用）が、
練習は非適用です。参加費節減のために踊り連として保険加入していませんので、
必要な方は個人でのご加入をお願いします。
踊り連としては責任を負えませんので、そのことに関してご了承いただけない場
合は参加をご遠慮ください。

７、オリジナル法被はレンタルなので返却時にはクリーニングをお願いします。
来年も続ける場合は自己管理になるので、クリーニングは不要です。

８、その他必要により
追加の演出のための小道具購入をお願いする場合があります。

【当日の遅参・中抜け・早退について】
欠かせない用事が入ったり、体力に不安があったり予期せぬ体調不良になったり・・・。
柔軟に対応しますが、立ち位置の都合などもあるので早めにご相談ください。
なお、参加費の返金はできませんのでご了承ください。

【その他】
鬼志快晴のブログがありますので書き込み大歓迎です♪
『鬼志快晴』 http://uraja-go-go.seesaa.net/

30分前

3500～4000 円／人 予定

1,000

1,000

基本的なタイムスケジュール 

http://uraja-go-go.seesaa.net/


本祭と貴踊り連の趣旨に賛同し、参加資格およびルールについても理解し、ルールとマナーを遵守する

ことを約束し参加申し込みします。なお、あらゆる活動中および活動場所への往復中の過失・被害・損害

賠償など、本祭関係者・参加踊り連に対して一切責任を問いません。

１．参加申し込みます。

２．参加可否は未定ですが、本登録をお願いします。

３．参加可否は未定なので、仮登録をお願いします。
※ ２の場合は、参加費をいただきますが、申し込み人数が定員を超えても参加できます。

３の場合は、参加費は参加確定後で構いませんが、定員に達した場合は参加できなくなります。

（定員に近くなった場合はお知らせします。）

未成年参加者の保護者同意誓約欄 ※保護者の同意は “うらじゃ”の設定ルールです

参加申込者の本祭及び事前練習への参加を承諾します。保護者の保護責任の下で参加しますので、あらゆる活動中及び

活動場所への往復中の過失・被害・損害賠償など、本祭・参加踊り連に対して一切責任を問うことがないことを誓約します。

同意誓約者署名 ㊞ 続柄

同意誓約者住所

緊急時連絡先

※記入いただいた個人情報はうらじゃ本部への登録及び「鬼志快晴」活動以外は使用・公開しません

０８０－０５５６－８０８０ 通常は使用しません

１、ガラケーメール

２、スマホメール アドレス（ cocoro8080@ezweb.ne.jp ）

３、パソコンメール アドレス（ ）

４、ＬＩＮＥ ＩＤ　　（ daregaurajaja ）

１、ガラケー ２、スマホ ３、パソコン（ＤＶＤ・ブルーレイ）

４、タブレット ５、ＤＶＤデッキ ６．ブルーレイデッキ

１、初めて （見たことはある・全然知らない） ２、有 （ ）回目

１、体育系 ２、文科系 ２、なし

岡山（岡山ドーム） ・ 倉敷（マスカットスタジアム他）

土

日

１、朝１番の演舞から最後の総踊りまで丸1日参加

午前中はむり

8:30～10:00 メイク・ヘアセット

10:00～19:00 各演舞場、市役所筋パレード、表町パレード（予定）

20:00～21:00 総踊り

20:0012:00

夜

本祭当日の
参加可能時間帯

夕方
8:00 16:00

主
な
予
定

午前 午後
10:00 14:00 18:00

２、下記時間帯のみ参加します　※可能な時間帯に線を引いてください

８、会計６、化粧
20:00

兼務大歓迎

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00

8月2日

役 割 希 望

主な練習参加
可能時間
（土日）

携 帯 電 話

練 習 参 加
可 能 地 区

５、煽り

氏 名 　　　　　鬼志快　晴一

　　　　キシカイ　セイイチフ リ ガ ナ

女・年齢 男

７、衣装

3

18:00

団体活動経験

動画視聴環境

可能な連絡手段

　　　　　　２５　歳　　　　本祭当日

２、旗１、踊り子 ４、撮影３、マネージャー

うらじゃ参加経験

　「2016年 もんげー鬼志快晴！」参加申込書　

性別

記入例 

mailto:daihyoro@gmail.com
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本祭と貴踊り連の趣旨に賛同し、参加資格およびルールについても理解し、ルールとマナーを遵守する

ことを約束し参加申し込みします。なお、あらゆる活動中および活動場所への往復中の過失・被害・損害

賠償など、本祭関係者・参加踊り連に対して一切責任を問いません。

１．参加申し込みます。

２．参加可否は未定ですが、本登録をお願いします。

３．参加可否は未定なので、仮登録をお願いします。
※ ２の場合は、参加費をいただきますが、申し込み人数が定員を超えても参加できます。

３の場合は、参加費は参加確定後で構いませんが、定員に達した場合は参加できなくなります。

（定員に近くなった場合はお知らせします。）

未成年参加者の保護者同意誓約欄 ※保護者の同意は “うらじゃ”の設定ルールです

参加申込者の本祭及び事前練習への参加を承諾します。保護者の保護責任の下で参加しますので、あらゆる活動中及び

活動場所への往復中の過失・被害・損害賠償など、本祭・参加踊り連に対して一切責任を問うことがないことを誓約します。

同意誓約者署名 ㊞ 続柄

同意誓約者住所

緊急時連絡先

※記入いただいた個人情報はうらじゃ本部への登録及び「鬼志快晴」活動以外は使用しません

通常は使用しません

１、ガラケーメール

２、スマホメール アドレス（ ）

３、パソコンメール アドレス（ ）

４、ＬＩＮＥ ＩＤ　　（ ）

１、ガラケー ２、スマホ ３、パソコン（ＤＶＤ・ブルーレイ）

４、タブレット ５、ＤＶＤデッキ ６．ブルーレイデッキ

１、初めて （見たことはある・全然知らない） ２、有 （ ）回目

１、体育系 ２、文科系 ２、なし

岡山（岡山ドーム） ・ 倉敷（マスカットスタジアム他）

土

日

１、朝１番の演舞から最後の総踊りまで丸1日参加

8:30～10:00 メイク・ヘアセット

10:00～19:00 各演舞場、市役所筋パレード、表町パレード（予定）

20:00～21:00 総踊り

「2016年 もんげー鬼志快晴！」参加申込書　

本祭当日の
参加可能時間帯

主な練習参加
可能時間
（土日）

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

8月2日

主
な
予
定

２、下記時間帯のみ参加します　※可能な時間帯に線を引いてください

午前 午後 夕方 夜
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

携 帯 電 話

可能な連絡手段

動画視聴環境

うらじゃ参加経験

団体活動経験
練 習 参 加
可 能 地 区

役 割 希 望
１、踊り子 ２、旗 ３、マネージャー ４、撮影

兼務大歓迎 ５、煽り ６、化粧 ７、衣装 ８、会計

・

フ リ ガ ナ

氏 名

年齢 　　　　　　　歳　　　　本祭当日 性別 男 女


