
2018 SPRING

募集要項募集要項

日本
桜の名所
100 選地

日立さくらまつり・パティオ日立の春まつり 同時開催

子どもが主役！満開の桜の下、心と体が舞踊る！

日立シビックセンターお問
合せ

茨城県日立市幸町1-21-1　TEL 0294-24-7711
http://www.civic.jphttp://www.civic.jp

会場：日立シビックセンター新都市広場、平和通りほか

主催：公益財団法人日立市民科学文化財団

 9:00-18:00

グランプリコンテスト、桜並木ダンスパフォーマンスなど

都市空間で! 桜並木で! 1,000人の踊り子大集合!!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 12:30-17:15

H i - 杯 (ユニットコンテスト) など

桜並木で選ばれし精鋭たちがダンスバトル!!8日（日）

4月7日（土）
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１．ひたち舞祭Ｇ Ｐ
グランプリ

開催概要 

日時：平成３０年４月７日(土)  9:00～18:00 ※時間は全て予定 【悪天時は中止】 
 

（１）『Hi
ハイ

-tachi
タ ッ チ

 G P
グランプリ

 2018』  

【内容】開会式／チーム演舞(ＧＰコンテスト)／ＧＰコンテスト 2018／表彰式／総踊り などを予定 

【時間】9:00～18:00 

【場所】日立シビックセンター新都市広場 

【Hi-tachi GP 2018 チーム要件】 

・ 各地舞祭曲及びチームオリジナル曲を踊る全てのチーム 

・ 原則として踊り子 10名以上のチーム（10人に満たない場合はご相談ください） 

・ １人の踊り子がエントリーできるのは、１チームのみ 

・ 随行スタッフが同行し、自主的に行動できること 

・ 審査を希望しない場合でも新都市広場内で演舞できます。 

 

 
 

 

 

 

 

【ダンスエリア寸法】間口 20ｍ×奥行 10ｍ（コンクリートの地面上） 

＊ 間口・奥行とも延長はできません。 

＊ 場当たりが必要な市外のチームは、当日に行います。 

＊ 市内のチームの場当たりは、前日までに済ませておいてください。当日は場当たりを行えま

せん。 

 

（２）『YOU
ユ ー

! ME
ミ ー

! ON
オ ン

! S t
ストリート

.』 

【内容】チーム演舞／総踊りを予定 

【時間】12:00～16:00 

【場所】平和通り（日立駅前～四面歩道橋間） 

【ダンスエリア寸法】間口 8ｍ×奥行 25ｍ（アスファルトの車道上、歩行者天国） 

【略図】 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

【Hi-tachi GP 2018最大エントリー数：６０チーム】 

開演から終演までの限られた時間の中で円滑に運営できるよう最大エントリー数を設けました。 

応募が 60チームを超えた場合、 

①審査を希望しないチーム 

②踊り子の半数以上が高校生以上で、人数が 10名未満 

③人数がより少ないチーム 

の順で、昼食の休憩時間での演舞とさせていただきます。何とぞ、ご了承ください。 

【演舞構成にあたってのお願い】 

三方から観客に見られる状況になりますが、ステージ Aは四面歩道橋側、ステージ Bは日立駅側を正面と定めます。 

その上で、できるだけ横側のお客さんを意識した構成や、パレードなどの演出は自由とします。 

奥行きについては、少人数、多人数のチーム、またはパレード演舞をする、などの場合、伸縮が可能です。 
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２．ひたち舞祭Hi
ハイ

-杯
はい

 2018開催概要 

日時：平成３０年４月８日(日)  12:30～17:15 ※時間は全て予定 【悪天時は中止】 

 

（１）『Hi-杯 2018 1st Round』  

【内容】ダンス技術の向上と、チームリーダーの育成を目的として、少数精鋭ユニットで演舞します。 

複数のステージに分かれてコンテストを行い、上位ユニットが次のステージに進出します。 

【時間】12:30～15:45 

【場所】平和通り（日立駅前～四面歩道橋間）※ステージ数は参加ユニット数により変動します。 

【Hi-杯 2018 ユニット要件】 

・ １人の踊り子がエントリーできるのは、１ユニットのみ 

・ 踊り子３名以上で、間口 7.2ｍ×奥行 3.6ｍのダンスエリア（Final では高さ 90cmのステージに 

なります）で踊れる小規模ユニット 

・ 対象年齢：全員が新３年生以上、上限なし（H30.4.8現在） 

・ 各地舞祭曲及びチームオリジナル曲を踊るユニット 

・ Hi-杯当日に参加できる人数が規定人数を下回ってしまった場合でも演舞可能です。ただし、 

審査対象外とします。 

【ダンスエリア寸法】間口 7.2ｍ×奥行 3.6ｍ（アスファルトの車道上。歩行者天国） 

 

【略図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）『Hi-杯 2018 Final Round』 

【内容】1st Round で勝ち上がったユニットによる演舞／表彰式 などを予定 

【時間】16:00～17:15 

【場所】イトーヨーカドー日立店山側入口前（パティオ日立の春まつり会場内） 

＊都合により、会場設定が変更になる場合もございますのでご了承ください。 

【ダンスエリア寸法】間口 7.2ｍ×奥行 3.6ｍ×高さ 90cm（仮設舞台上。舞台下は使用不可） 
 

 

３.音  楽  チーム演舞で使用できる音楽は下記のとおりです 

 

（１）各地舞祭曲（音源の提出は不要です。） 

 

（２）チームオリジナル曲（地域の特色などを題材にした楽曲であること。曲の長さは４分強まで） 

ただし、著作権許可を得ていない音楽をＭＩＸ等したものは不可とします。申込の際に、音源（ＣＤ）の提出を

お願いします。前回までにエントリーされている曲については提出不要です。 

 

４. 参 加 費 

 

(１) ひたち舞祭 GP    １チームにつき５，０００円  

(２) ひたち舞祭 Hi‐杯  ユニットに参加する踊り子１人につき５００円 

参加費は、音響・照明費、公演プログラム費等の一部に充て、舞祭を運営いたします。 

上記以外に、交通費・食費・保険加入等参加に必要な諸費用は、すべて自己負担です。 

ひたち舞祭 GP及びひたち舞祭 Hi‐杯が中止となった場合はそれぞれのイベントの参加費を返金いたし

ます。 
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５．コンテスト審査方法等及び表彰 

 

Hi-tachi GP 2018 及び Hi-杯 2018 におけるコンテストの審査方法・審査基準・表彰内容などについて

は、詳細が決定次第発表します。 

 

６．コンテスト出演順抽選会 

 

Hi-tachi GP 2018 及び Hi-杯 2018 の出演順を決める抽選会を行ないます。市外チームの方も、できる

だけご出席ください。 

 

（１）日時：平成３０年２月２５日（日）１４：００～１６：００ 

（２）会場：日立シビックセンター７階 会議室７０２～７０４号 

 

７．交通手段  

 

（１）駐車場の確保が困難なため公共交通機関の利用又は車の場合は乗り合せでの来場をお願いします。 

（２）駐車場は各チームで確保してください。ただし、日立市外からの参加チームを対象にした駐車場を 

４月７日（土）のみ、台数を限定して用意します。詳細は、対象チームにご連絡します。 

 

８．その他の諸注意 

 

（１）衣装・道具等 

・ 危険性が高く、風紀を乱すと主催者が判断した場合は、使用を中止することがありますのでご注意くだ

さい。 
※過度の腹部の露出は露出対策（ボディーファンデや肌色のキャミソール等の着用）をするようお願い致します。 

腹部露出の過度については、お腹にご自分の手を閉じた状態で横向きに当てた時（約 10ｃｍ）の範囲内は露出 

対策は不要です。それ以上の場合は露出対策して下さい。 
 

・ 刺青を連想するシール等の使用や肌の露出が多すぎる衣装（特に Hi-杯）など、子どもたちに悪影響を

及ぼすと判断されるものはご遠慮ください。 

・ YOU! ME! ON! St.（平和通り会場）でチームの旗を振る際は、桜の木にぶつからないように充分ご注

意ください。 

・ 危険防止のため、全ての演舞会場において、裸足での演舞を禁止します。 

 

（２）傷害保険 

各チームの責任で加入をお願いします。 

参加者の皆さんの祭り参加中の事故、ケガ、病気などに対して、主催者は責任を負うことができません。 

 

 

（３）参加時間 

原則として開演から終演まで参加をしてください。ただし、４月７日(土)については、｢遠方からの参

加｣｢小さい子どもが多い｣など、各チームの事情に合わせて、集合、解散を自由に決定してください。 

 

（４）控室・更衣室 ･･･ 全チーム共用 

・ 男女共用の控室、男女別の更衣室をご用意いたします。（場所は、後日お知らせします。） 

・ 小さい踊り子など、一人では着替えができない場合は、控室を利用して着替えをさせてください。 

・ 主催者の指示に従い、各チーム譲り合ってお使いください。 

・ 貴重品を始め、持ち物は各チームの責任で保管をお願いします。（当方では責任を負えません。） 

 

（５）プラカード持参 

各チームの名前が、観客／スタッフにわかるように、プラカード（仕様自由）を用意してください。 

   また、各チームの演舞中には必ず客席に向けて提示してください。 

 

（６）参加チーム及び踊り子の肖像権、公益財団法人日立市民科学文化財団が撮影した写真・記録映像等の著 

作権は、当財団が「ひたち舞祭」の普及振興のために使用する場合において、当財団に帰属するものと 

します。 
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９．連絡体制 

 

参加されるチームと随時連絡がとれるよう、連絡担当者等のメールアドレスを必ずご用意ください。 

 

（１）パソコン用メールアドレス 

添付資料（ファイル形式：Word,Excel,PDF）を送る場合など、連絡事項が多い場合に使用します。 

 

（２）携帯電話メールアドレス 

テキストだけの簡単な連絡事項をお伝えする場合に使用します。 

事務局からはパソコンにてメールを送付するため、次の Eメールアドレスからのメールを受信できるよ

うに設定してください。 e-mail：salon@civic.jp 

 

※ 参加チーム数が多いことから、事務的な時間のロスを少なくし、運営準備をスムーズに進めるため、

上記２つのアドレスを必ずご用意ください。 

同じチームであれば、（１）と（２）が別々な人でも構いません。 

 

（３） 雨天中止の態度決定について 

   ①Hi-tachiGP    ・・・ 前日（4/6）の 19:00頃 

   ②YOU！ME！ON！  ・・・  当日（4/7）の 8:00頃 

   ③Hi-杯      ・・・ 当日（4/8）の 8:00頃 

 

 

 

  

10．申込み 

 

上記要項の十分なご理解とご承諾をいただいた上で、別紙 Excelファイル「参加申込書」に 

必要事項を入力し、２月２１日（水）までに e-mail添付でお申込ください。 

※この要項がＦＡＸ／郵送で届いた方は、参加申込書の電子ファイルを、次のいずれかの方法で 

入手してください。 

①日立シビックセンターホームページからダウンロード 

②事務局まで e-mailでご請求 

 

参加チーム数把握のため、参加希望チームは、必ず締切日までにお申し込みください。 

申込みの確認についてはお問合せいただくか、抽選会の案内をもってお知らせいたします。 

 

 

11．お問合せ  事務局：公益財団法人日立市民科学文化財団 交流事業課 

連絡担当者 照沼、中野（ひたち舞祭企画担当） 

〒317-0073  茨城県日立市幸町 1－21－1 日立シビックセンター内 

電 話 0294-24-7711  ＦＡＸ 0294-24-7970 

e-mail salon@civic.jp 

日立シビックセンター公式ホームページ http://www.civic.jp         

 

 

以 上 
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