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いつも長州とことん総踊りを盛り上げて頂き誠にありがとうございます。 

さて、封建的な長州の里（萩）に土佐の異文化を移植したのが 12 年前、移植後 2

年 3 年は嵐、移植した苗が倒れないようみんなで添木をしたり支柱を立てたりして

支え、4 年 5 年するとその苗からつぼみが見えるように（県大会・国民文化祭）な

り、一昨年は 10 回目という節目の大会でりっぱな満開の花を咲かせることができま

した。これも皆様方一人ひとりのご支援・協力があってのことだと深く感謝いたし

ています。 

10 年頑張ってみようとみんなで力を振り絞った大会、無事目標を達成したことで

少し安堵、11 回目の大会に向け踏み出すことに躊躇しましたが、多くの踊子の皆さ

んから、「萩には是非行きたい」「萩の祭が好き毎年楽しみにしている」「今年も是非

やってほしい」…との叱咤激励の声をいただき、萩の仲間たちも「本当に萩の祭り

が好きなものだけで良いからもう一度頑張ってみよう!」と新たなスタートを切りま

した。そして、今年は 2 順目の県大会を萩市で引き受けることとなりました。 

つきましては、総決算の意気込みで踊り子の皆さんの受け入れを致す覚悟でいま

すので、萩が好きな踊子の皆さんのご参加をお待ちしています。 

なお、例年日曜日に開催していましたが、今年は、会場準備の関係上土曜日開催

となりますのでお間違いないようにお願いします。萩ふるさとまつりは土・日両日

開催します。 
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第 12 回長州とことん総踊り in 萩＆よさこい山口県大会開催要領 

 

１、テ ー マ  「見るも、踊るも、あなたが主役！」 

 

２、趣  旨 

    「よさこい踊り」は若者を中心に全国的なブームとして広がっており、県内でも多 

くの地域で地域興しの起爆剤として各種大会が開催されるようになりました。 

維新の地萩においても、地域イベントや長州とことん総踊りなどよさこい踊りによる

交流行事が年々盛んに開催されるようになりました。特に一昨年は、東日本大震災、

今年は山口・島根豪雨災害とかって日本人が経験したことのないような大災害にみま

われ、日本全体が冷えきってしまいました。今私達にできることは、よさこい人の元

気を結集し、まず復興につながる元気を発信することだと考えています。 

つきましては、萩の元気・山口県の元気を、被災地より発信する「第 12 回長州

とことん総踊り in 萩＆よさこい山口県大会を開催します。 

 

３、日  時    平成 25 年１１月 9 日（土） 

               ９時 00 分～ 受 付 

               9 時３0 分～ 開会行事 

               9 時 40 分～ 演舞開始 （小雨決行） 

               注)参加チーム数により時間変更あり 

 

４、会  場    萩市役所前駐車場（メイン会場）・市役所横サブ会場・中央公園 

 

５、主  催    長州とことん総踊り実行委員会・山口県よさこい連絡協議会 

 

７、主  管  萩・阿武よさこい連絡協議会 

 

８、後  援  萩市、萩市教育委員会他、 

 

９、行事内容 

      (１) よさこい踊り 

       (２) よさこい踊りコンテスト 

 

10、踊り形式  ステージ形式  

 

11、そ の 他 

            ・踊り(団体)の募集は、一括して募集する。  

・申込み締切は、10 月１１日（金）必着とする。 

※申込み締切後の受付はできませんのでご了承下さい。 

・大会会場に、山口島根豪雨災害義援金箱を設置しますのでご協力下さい。 

 なお、義援金は今回被災しました地域の子ども達に本を贈ります。 

・大会参加要項は別紙に定める。 



第 12 回長州とことん総踊り in 萩＆よさこい山口県大会 

                             参 加 要 項 

 

○応募基準  ・手に鳴子を持つこと。 

              ・原則１チーム１０名以上とする(10 名以下は相談下さい)。 

 

○楽 曲      ・楽曲は自由とするが、その演舞時間は口上を含めて、６分以内（時間厳

守）とします。 

       ・楽曲はＭＤとし、１本に１曲とすること。１チーム予備を含め２本のＭ        

Ｄを用意し、当日各会場手持ちで廻ることとします。 

       ・ＭＤ本体及びケースに、チーム名・楽曲タイトル・音出しのきっかけを        

明記下さい。  

・ＭＤの録音状況を事前に確認下さい。ＭＤはＬＰモードは対応できませ 

ん普通モードでお願いします。 

                

○参加チーム募集〆切 

               ・平成２５年１０月１１日（金）必着とする。 
         申し込みは、申込み用紙・チーム写真が揃った時点とする。 

                 ※申込み締切後の受付はできませんのでご了承下さい。 

 

○参加申し込み方法 

               ・別紙申込書によりお申し込み下さい。 

 〒７５９－３４１１ 

                          萩市大字須佐４５７０－１ 
              萩市須佐公民館内 

長州とことん総踊り実行委員会事務局 

                                  吉 田  満 宛て 

                                    ＦＡＸ ０８３８７－６－２０３０ 

携 帯 ０９０－８０６６－３０１６ 
e-mall  5172@city.hagi.lg.jp 

 

○参加料      ・１チーム １０，０００円 

 

○参加費   ・当日会場で受け付けます。 

 

○昼 食   ふるさと祭り同時開催中です、演舞の合間を見て、ふるさとまつり会場内

でお召し上がり下さい。 
 
○写真・チームコメントの提出 

               大会パンフを作成予定です。各チーム写真（集合写真等）１枚及びチーム       

コメント（８０字以内）を１０月１１日（金）必着でお願いします。 
        写真は、データーで頂けると在り難いです。E-mall で受付中。 



○賞及び審査  長州とことん総踊り・・・各チーム 3 票の票を投じて頂きとことん大賞

を選びます。 

        よさこい県大会 ・・・ メイン会場で審査員の票でグランプリを選び

ます。（県連加入チームのみ） 

 

○プラカード   各チームであるものをご持参下さい。 

 

○駐車場       各種行事が重なっているため、駐車場の数が少なくなっています、出来る             
だけチーム内で乗り合わせの上ご参加下さい。 

             バス・マイクロバスで参加されるチームは、一旦市役所前で踊り子さんを降

ろし、バスはウェルネスパーク駐車場へお回し下さい。 

 

○控 室       行事が複層していますので、控室はありません。貴重品は、各自で管理 
さい。 

 

○その他    会場案内等の詳細については、後日参加チームに連絡いたします。 

               ・問い合わせ先 

 〒７５９－３４１１ 

                          萩市大字須佐４５７０－１ 
              萩市須佐公民館内 

長州とことん総踊り実行委員会事務局 

                                  吉 田  満 宛て 

                                    ＦＡＸ ０８３８７－６－２０３０ 
携 帯 ０９０－８０６６－３０１６ 
e-mall  5172@city.hagi.lg.jp 

 
 
＊ＭＤ添付ラベル様式                  

 

チーム名 

 ●総踊り曲「とことん祭りだ！」楽曲・振付け 

        本大会のテーマ曲である、「トコトンヤレ節」は日本最

初の流行歌、長州の曲と言われています。 
作詞作曲は、幕末の志士、大村益次郎・品川弥次郎です。

この曲に合わせて、当日はとことん踊りましょう!! 
「とことん祭りだ」の楽曲・振り付けＤＶＤあります。希

望のチームは、お申し出下さい。 
楽曲に制限はありませんので自由にお使い下さい。 
 

 

楽 曲 名 

 

 

音出しの 

きっかけ 

 

 



2013年  月　 日　

代表者氏名

フリガナ チーム所在地

チーム名
都  道
府  県

フリガナ 住所　　〒 －

氏名

連絡先名 携帯電話

連絡先電話
携帯メール
アドレス

連絡先FAX E-mail

フリガナ 住所　〒 －

当　日　の
担　当　者

氏名

連絡先名 携帯電話

連絡先電話
携帯メール
アドレス

連絡先FAX E-mail

参加予定人数 名 （現在 名）

□バ　ス （大 型 台、中型 台）

□その他 台）

よさこい山口
県連加入有無

・加入中　　　　　　　　・未加入

曲　　名

曲の長さ 分 秒
・メンバー構成や名前の由来、アピールしたい点など、80字以内でまとめて下さい

曲だしの
きっかけ

総踊り曲希望

その他

（ 楽曲 ・ 振付DVD ）    □あ　る　　　　□な　い　　　　　　□送付希望　　　　　　

＊出来るだけ乗り合わせでお願いします。　

※チーム写真（集合写真等）１枚添付下さい。　出来ればメールで

代　表　者

チームコメント
（ステージＭＣ・パ
ンフレット用）

楽曲について

代表者と同一の
場合は、氏名欄
に同上とご記入

下さい

交通手段 台、マイクロバス

第12回長州とことん総踊りｉｎ萩＆よさこい山口県大会申込書

『長州とことん総踊りｉｎ萩』実行委員会　御中

※読める字でお願いします。

勤務先・自宅・その他

提出期限  2013年10月11日（金）必着

※読める字でお願いします。

※読める字でお願いします。

※読める字でお願いします。

（自家用車

勤務先・自宅・その他

■を付けてください。
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