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平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 
皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申しあげます。 

 
さて、今年のにっぽんど真ん中祭りは、 

３月１１日に発生した東日本大震災からの復興を願い、 
「Power To Japan」をテーマに掲げ、開催いたしました。 

 
祭り会場内では岩手県と陸前高田市の応援、 

東北の材料を生かした食の展開や義援金の募集など 
私たちにできる限りのことに取り組ませていただきました。 

 
また、海外からは韓国、中国、サイパンの三チームを含む全２１０チームが集結し、 

３日間で約１９６万人の方がご来場くださいました。 
このように無事開催できましたのも、皆様の一方ならぬ 
ご理解とご協力のたまものと、重ねて御礼申しあげます。 

 
これからも皆様への感謝と初心を忘れることなく、 

国内外への祭り文化の発信に力を入れて参る所存でございます。 
皆様にはより一層のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申しあげます。 

 
                                                                                                        

                                                                                                        平成２３年９月吉日 
財団法人 にっぽんど真ん中祭り文化財団 

ご挨拶 



今年のポスターは様々な表情の写真を一挙に集め、１枚のポス
ターに仕上げました。子どもから大人まで表情豊かな踊り手達の楽
しそうな笑顔が印象的な一枚です。 
 
ポスターには、踊り手、観客、会場主催者「みんなが主役」というこ
と、また日本全体が冷え込んでいる昨今を日本のど真ん中から元
気づけたいというメッセージが込められています。 
 
今年の祭りはにっぽんの元気、東日本の応援の意味を込めて・・・ 
「Power To Japan」をテーマに掲げさせていただきました。 
このテーマをキーワードに、会場内の装飾や制作物にも展開しまし
た。 

【Ｂ３ポスター】 

【Ｂ１、Ｂ２ポスター】 

２０１１年ポスターデザイン 
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１．にっぽんど真ん中祭りとは? 

     

    そして大学生の熱意から始まったどまつりは、若い力を中
心に世代や地域の枠を超え、わずかな期間で予想以上の
広がりと影響を与え始めています。 

     

    全国各地から参加するチームそれぞれが、地元文化を取
り入れた個性溢れる踊りと、地元の民謡を取り入れたオリ
ジナルの楽曲で参加します。祭りへの参加をきっかけに、
市民が地域に興味や関心を持ち、地域の人と人がつながり
合う。これそこが「人と地域の活性化」「文化の継承と創造」
を目指す、どまつりの最大の特徴であり、魅力なのです。 

‐ １‐ 

 にっぽんど真ん中祭り（略称：どまつり）は２０１１に１３年
目を迎える、参加型の新しいスタイルの祭りです。毎年８月
に名古屋の街を舞台として、全国・海外から地域を背負っ
た市民が集まり、それぞれの地域文化を取り入れた踊り、
衣装、曲で観客を魅了しています。 
     
 １９９９年に産声をあげたどまつりは、第１回でこそ２６
チーム（１，５００人）の参加という規模でしたが、いまや国
内外から約２３，０００人の参加者と約２００万人の観客を集
める祭りへと成長し、名古屋のみならず中部地区を代表す
る祭りのひとつとして定着しつつあります。 

にっぽんど真ん中祭り「基本理念」 
 

１．にっぽんど真ん中祭りは、其々の地域文化に誇りの持てるコミュニティーづくりを推進する。 
 

２．にっぽんど真ん中祭りは、人類共有の世界文化を目指す。 
 

３．にっぽんど真ん中祭りは、世界の地域文化が集い、誰もが創る全員参加型の祭りを目指す。 

△ 1999年5月26日（水） 中日新聞 

1999年。この新聞記事から、 

全てが動き出しました！ 



２．参加者数・観客動員数の推移 

 

※2008年の観客動員は雨天のため減少。 ‐２‐ 

  ≪表彰等≫ 
  ２００１年 名古屋市都市景観賞受賞 
  ２００２年 名古屋市青少年問題協議会から表彰 
  ２００３年 マリアナ政府から感謝状を受贈 
          丸八会より平成１５年度顕彰を受賞 
  ２００４年 愛知県瑞穂警察署から感謝状を受贈 
  ２００５年 名古屋市と組織委員会の協働宣言 
  ２００６年 愛知県知事から感謝状を受贈 
          サイパン市長から感謝状を受贈 
  ２００７年 ２００７「日中文化・スポーツ交流年」 
         実行委員会から感謝状を受贈 
  ２００８年 ロサンゼルス市長から感謝状を受贈 
   ２００９年 愛知県中村警察署から感謝状を受贈 
  ２０１０年 「総踊り」でギネス世界記録™達成！ 

観客動員（万人）  ３２万人  ５０万人  ８４万人  １０２万人  １４２万人  １４４万人  １９７万人  １８０万人  １８５万人  １４０万人  ２０９万人  ２１０万人  １９６万人 

参加地域  

チーム
数 ２６  ５４  ７８  １０５  １６０  １６０  １７５  ２００  １９７  ２０７ ２１０  ２２１ ２１０ 

県外  ７都道府県  
１０都道府

県  
１０都道府

県  
１３都道府

県  
１７都道府 

県  
１３都道府

県  
１８都道府

県  
１６都道府

県  
１７都道府

県  
１７都道府

県  
１７都道府

県  
１８都道府

県  
１８都道府

県 

海外  ――  １チーム  ２チーム  ２チーム  ３チーム  ６チーム  ６チーム  ３チーム  ２チーム ４チーム  ３チーム  ３チーム  ３チーム  

会 場 数  4 6 8 10 16 17 20 24 22 24 20 20 19 

開催年数  

第1回  第2回  第3回  第4回  第5回  第6回  第7回  第8回  第9回  第10回  第11回  第12回  第13回  

1999年  2000年  2001年  2002年  2003年  2004年  2005年  2006年  2007年  2008年  2009年  2010年  2011年  △２０１０年８月２９日 ９，４８１人で 
 「総踊り」でギネス世界記録™達成！ 



３．第１３回にっぽんど真ん中祭り開催結果 
◆1  開催日程 

   ２０１１年８月２６日（金） 前夜祭 

                      ２７日（土） 本祭１日目・U-40部門大会・２０１１ファイナルシード決定戦 

                        ２８日（日） 本祭２日目・第４回どまつりジュニア大会・ファイナルステージ 
 

◆2  主      催 

   財団法人にっぽんど真ん中祭り文化財団 
※財団内に開催委員会を設置 

   開催委員会主な構成 ／ 愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所、 
                （社）中部経済連合会、新聞社各社、 
                                  テレビ放送局各社、ラジオ放送局各社、他 

◆3  連携協力 

   国土交通省 観光庁 
 

◆4  後   援 

   愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会 
 

◆5  参加者数  ２１０チーム約２３，０００人 
 

◆6  会       場 久屋大通公園会場他、計１９会場 
 

◆7  天       候  ①８月２６日（金）：前夜祭／ 久屋大通公園会場  ２４３，１００人 

              西南西の風 晴（最低気温 ２４．６℃ ／ 最高気温 ３０．８℃） 

           ②８月２７日（土）：本祭１日目／全１３会場  ８２０，８００ 人                 

              南の風 晴（最低気温 ２４．９℃ ／ 最高気温 ３０．９℃） 

           ③８月２８日（日）：本祭２日目／全１３会場  ８９５，２００人 

              南の風 晴（最低気温 ２５．１℃ ／ 最高気温 ３１．３℃） 
 

◆8  観客動員  全１９会場  １，９５９，１００人（３日間合計）  ※前年比９３．１％ 

           ＜参考＞ 第１２回（全２０会場）  ２，１０３，１８１人  ‐３‐ 



△11年8月28日(日) 中日新聞 24面 県内版 

△11年8月27日(土) 毎日新聞 22面 社会面 

４．残暑厳しい名古屋。夏を締めくくる“どまつり”開催 

←11年8月29日(月) 日本経済新聞 39面 社会面 
‐４‐ 



△11年8月29日(月) 読売新聞 33面 社会面 

△11年8月28日(日) 中日新聞 22面 市民版 ‐５‐ 



△11年8月28日(日) 読売新聞 31面 社会面 

△11年8月27日(土) 朝日新聞 35面 社会面 11年8月29日(月)  

朝日新聞 36面 社会面→ 

△11年8月23日(火) 中日新聞 15面 

‐６‐ 



どまつりでは多方面のメディアを使って、 

最新情報を配信中！公式ガイドブックの他、 

今年から公式ホームページをプラットホームに 

Twitterやfacebookのファンページを新たに開設しました！ 

ぜひ、みなさんものぞいてみてください♪ 

５．どまつりマルチメディア 

‐５‐ 

「どまつり
facebook」に

「いいね！」ボ
タンをぜひ押し
てください！ 

アカウント／【公式】にっぽんど真ん中祭り 
http://www.facebook.com/domatsuri 

アカウント／domatsuri 

 http://twitter.com/#!/domatsuri 

どまつり公式
『Twitter』 

皆さんもどんど
んフォローして
くださいね♪ 

どまつり公式ガイドブック 
 

2011年8月12日（金）発売！ 

※8月23日（火）発売の東海ウォーカー
の別冊付録としても発売しました。 

‐７‐ 

８/１２先行発売！ 
※写真はイメージです 



６．参加ルール 
１）にっぽんど真ん中祭り 参加ルール 

①鳴子をもって踊ること 
＞＞＞もともとは、鳥除けの農具から始まった「鳴子」。これが、みんなの共通アイテムです。  
     朱色の鳴子がスタンダードですが、今では衣装に併せて色やカタチを各チームごとにアレンジしています。 
 

②チーム楽曲に地元民謡を入れること 
＞＞＞地域性を踊りや曲で表現する“鍵”となるのが、このルールです。 
     民謡の定義は様々で、学校単位の参加になると、校歌を使用するチームもあります。   

 ２）チーム構成 

   １チームの構成人数は１５０人以下です。 

     

 

  ３）音楽 

   チームの持ち時間は、４分３０秒以内とします（厳守） 

    ※ この時間には、入場、準備、口上、撤去、退場等全てを含みます。 

 

△韓国チームの民謡は、    
“アリラン”を使用しています 

４）踊り 

    演舞形式には、ステージ形式とパレード形式の２種類があります。 

    ａ．ステージ形式：一定のスペースに固定して踊る 

    ｂ．パレード形式：地方車に先導されて前に進みながら踊る 

△大津通パレード会場の様子 △久屋大通公園会場メインステージの様子 ‐ ８‐ 

△暑い中でも笑顔満開！ 



７．地域が支えるどまつりの舞台 
 今年のどまつりでは久屋大通公園会場を中心に、名古屋の名所を舞台とし
て、市内外１９会場で同時開催しました！ 

 名古屋の名所を舞台にどの会場も、個性溢れる会場づくりとおもてなしの心
を持って取り組みました。その舞台裏を支えるのは、地域の商店街や町内会。
どの会場も、個性あふれる地域の魅力たっぷりな会場づくりと、地元スタッフ
皆さんのあたたかいおもてなしで、観客・踊り手の皆さんをお迎えしました♪ 

 

※各番号は右記の会場番号です。 

‐９‐ 



各会場主催者のみなさんのおもてなしの心あふれる会場づくりで例年以上の賑わいを見せていました！ ‐１０‐ 

△名古屋駅西銀座通パレード会場 

△円頓寺パレード会場 

△鳴海パレード会場 

△名古屋駅前会場 

△どえりゃ～どうとくパレード会場 

△勝川パレード会場 

△中川かぶきもん祭会場 

△バリ・バリ平針パレード会場 

△三河安城フェスタ会場 



 

• 特別観覧席では、日中もなる
べく涼しく観覧していただくた
めに、紙製の帽子を配布して
います。暑い中でも、寝酋長
対策は万全で臨みます！ 

紙
製
帽
子
の
配
布 

 

• エンゼル広場に設置する「Ｎ
ＡＧＯＹＡフードコート」では、
大きなよしずのテントを設け
休憩場所を設置しています。
また、風鈴で涼しさをより演
出する工夫もしています。 

よ
し
ず
休
憩
所 

 

• ボランティアの皆さんのご協力
をいただき、会場内で打ち水
大作戦を実施しています！こ
れで、真夏の気温を約２℃さ
げることに挑戦します！ 

打
ち
水
大
作
戦 

•  

「愛知万博記念 災害・
救急医療研究会」から、
万博後の大規模イベント
への参加として、医師や
救急救命士、看護師など
の医療従事者常駐での
ご支援をいただき、より
一層安心して祭りを楽し
んでいただける救急体制
を整備しています。 

救
急
体
制
の
充
実 

８．暑さに打ち克て！ボランティアの力が結集! 
 参加者として、観客として、会場を訪れる皆さんを迎えてくれたのは、
市民ボランティアの皆さんです。今年も、全会場合わせて、総勢7,000

名のボランティアの方に、ご協力をいただきました。 

 来場者の皆さんの対応、うちわ、タイムテーブルの配布、ガイドブック
の販売、ゴミ拾いや打ち水などなど、ボランティアの活動は多々ありま
す。県内外から名古屋に集まる多くの人を、おもてなしの心を持って
接していただきました。また、地域会場も個性溢れる会場づくりで、参
加者や観客をおもてなしを行いました。 

 真夏の炎天下での開催が予想されるにっぽんど真ん中祭りでは、
救護所を設けて、万一の場合に適切な対応が可能なよう体制とって
おります。今年は広い会場エリアおよび来場者数の増加を考慮し、さ
らに充実した新しい体制にて本番に臨みました。 

 

‐１１‐ △11年8月30日(火) 中日新聞 18面 市民版 



①災害救急医療計画の策定 
愛知県医師会、愛知県、名古屋市、愛知万博記念・災害救急医療研究会、名古屋医療セン
ター等と連携し、有事を想定した計画を策定しました。 
  

②現地本部に消防指令センターの通信係員が常駐 
有事の際は時間との戦いになり、また複数の情報が集中します。「消防指令センター」とのホッ
トラインを確保することは、大規模催事では画期的なことです。名古屋市消防局の深いご理解
により実現しました。 
  

③約100名の医療従事者がボランティアとして参加 
医師（救急救命医）、救急救命士、看護師等の医療従事者がボランティアスタッフとして活動に
参加。有事の際には現場に一番近いスタッフに指令を出し、患者の元に駆けつけました。 
  

④打ち水大作戦、ミストシャワーの設置 
節電の呼びかけとともに話題になっている「打ち水」を今年も実施しました。気温を下げて、 

熱中症予防にもつながります。 
  

⑤全ての踊り手にメディカルチェックを実施 
愛知医科大学病院監修の元、全ての踊り手に対して専門医によるメディカルチェックを実施し
ました。チェックを通過っしなかった場合は、祭り参加を自粛していただきます。 
（※全チームクリアし、該当チームなし） 

 

９．日本一暑い！祭り 熱中症対策は万全に！ 

‐１２‐ 

東日本大震災を受けて、大規模催事における救急医療の在り方が全国的な課題となっ
ております。 

また、今年の祭りは例年以上の「猛暑」が予想されることから、にっぽんど真ん中祭りで
は「災害救急医療計画」を策定し、万が一に備えることとしました。 

http://www.domatsuri.com/fes/netsu/


△11年8月26日(金) 中日新聞 14面 市民版 

 メインエリアとなる、久屋大通公園会場や大津通パレード会場では、 
ＮＰＯ愛知万博記念災害・救急医療研究会（理事長：愛知医科大学病院 
野口宏 名誉教授）のご協力のもと、救護本部（本部長：愛知医科大学病
院高度救命救急センター 小澤 和弘 救急救命士）を設置し、名古屋の夏
の暑さに万全を尽くしました。 

１０．厳しい残暑。医療体制も完備しました！ 

‐１３‐ 

△的確な指示と冷静な判断が 

           求められます 

大津通パレード会場の本部にも医療チームが常駐△ 



１１．栄のど真ん中を１，０００人総踊りパレード！ 

△11年8月29日(月) 中日新聞 13面 市民版 

 昨年開催された「どまつり・名古屋大総踊り！」では、名古屋の中心
地、三越や松坂屋などの老舗百貨店やブランド店が軒を連ねる栄一
帯を埋め尽くし、 ９，４８１人の方が名古屋のど真ん中で踊りました。
そして、その取り組みはギネス・ワールド・レコーズ社により、ギネス世
界記録TMに認定されました。 

 さらに今年は日曜日の夕方、大津通にて“総踊り大パレード”を開催
しました。誰もが主役になれる、どまつり名物「総踊り」で、およそ１，０
００人の踊り手が集い、沿道のお客さんと共にも会場が一体となって
盛り上がりました！ 

‐１４‐ 

２０１０年、“どまつり 
総踊り”がギネス 
世界記録TMに認定 
されました！ 

栄のど真ん中を１，０００人の圧倒的なスケールで楽しくパレード！ 



①義援金の募集 

久屋大通公園会場内では 
被災地支援のための義援金活動を実施 

≪銀行口座から送金≫ 
金融機関：三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 （店番号：１５０） 
口座番号：（普）０３２１３７１ 
口座名義（漢字）：東日本大震災 どまつりネットワーク義援金 

②岩手県職員によるブース出展 
 

名古屋市民に感謝の意を伝えるために、岩手県職員が来名。 

  ブースでは次の展開をしました！ 
  ・復興支援ポロシャツの１００着完売！ 

  ・岩手「平泉」の観光PR 

  ・被災状況のパネル展 

③東北の材料を使った食の展開 
 

盛岡冷麺（岩手）、仙台牛タン（宮城）、 
会津地鳥カレー（福島）等の出展しました 

どのメニューも美味しくて、大盛況でした！ 

１２．東日本大震災 応援プロジェクト 
東日本大震災からの復興を願い「どまつり」の元気を被災地へ私たちが出来ること。 

‐１５‐ 

              さらに一日も  

              早い復興を
願って「青春応援団 我無沙羅」によ
る熱い応援パフォーマンスをどまつ
りの舞台から届けました。 

⑤被災地・仙台市か  
   らも２チーム参加！ 
被災地、仙台市からも「 Posso 

ballare?MG（仙台市青葉区）」 
「みちのくYOSAKOI THE!!駆 

波”乱（仙台市青葉区）」の 

２チームが元気にどまつりに 

参加しました！ 

④熱いエールを届け
ました！ 



△11年8月28日(日) 読売新聞 27面 

名古屋市⇔陸前高田市 ＬＩＶＥ中継 

さらに、最終日に行われたファイナルステージの舞台で、岩手
県「Ｉ援隊」の皆さんから、岩手県 達増拓也知事から名古屋市
民のみなさんへ向けたメッセージを披露いただきました。力強い
復興への意欲、前をしっかり向進みだす姿勢に、会場からは大
きな拍手とエールが沸き起こりました！ 

岩手県知事からのメッセージ（要旨） 
「岩手県は、東日本大震災の発生以来今日に至るまで、
全国はもとより世界中の皆様から、多大なるご支援をい
ただき深く感謝申し上げます。特に、名古屋市からは岩
手県に対する１憶円相当もの物資支援のほか、庁舎が
全壊し、職員の多数が被災した陸前高田市に対して早期
から多くの職員を派遣いただくなど、心強い様々なご支援
をいただいており、岩手県及び陸前高田市を支えてくださ
る名古屋市民の皆様に対し、改めて感謝申し上げま
す。・・・」 
 

 ８月２７日（土）１８時半ごろから、久屋大通公園会場メインステージで
は、東日本大震災応援プロジェクトの一環として、ＮＴＴドコモ様のご協
力により、まだインフラ環境が十分に復旧していない、岩手県陸前高
田市とのＬＩＶＥ中継を実現することが出来ました。名古屋市からは河村
たかし市長が、陸前高田市からは戸羽太市長らが出演。この試みは、
名古屋市と陸前高田市が直接つながり、メッセージを互いに届けること
が出来る震災以降初めての機会となりました。お互いの絆が深まり、
今後の親交を深めることを確認できた貴重な企画となりました。 

 

←ステージの 

大型ビジョンに
戸羽市長が登
場！ 

←Ｉ援隊のみな

さんから、河村
名古屋市長へ
メッセージを贈
呈 

陸前高田市と 
ＬＩＶＥ中継！ 

岩手県知事か
らの名古屋市
民へメッセー
ジ！ 

‐１６‐ 

×どまつり 特別企画 



△11年8月11日(木) 毎日新聞 20面 

△１００着限定で販売したポロシャツは、見事に完売御礼！ △いろんなところで義援金を実施 

△１着につき、２００円が義援金として募金されます △世界遺産に認定された「平泉」のＰＲも展開 △東北グルメも初登場！大盛況でした★ 

フードコート内に設けた、岩手県ブースには、連
日たくさんの方が訪れました。今年は、財団事務
局の主要スタッフも、３日間、岩手県応援ポロ
シャツを着て祭りの運営に携わりました。 

‐１７‐ 



１３．どまつりに、今話題のスター★大集合！ 

 今、全国で話題沸騰中のＳＫＥ４８の
みなさんが、昨年にひきつづき２度目
の登場！ 

 東京・秋葉原のＡＫＢ４８が全国進出
の第一弾として、名古屋・栄に進出。
名称の由来は、活動本拠地名古屋・
栄のＳａＫａＥの頭文字をとってＳＫＥ。 

 作詞家でもある秋元康氏が総合プロ
デューサーを務める、２００８年７月より
活動開始のアイドルグループ。コンセ
プトは、「会いにいけるアイドル」です。
かわいいだけじゃない、迫力あるス
テージパフォーマンスで、前夜祭をさら
に盛り上げていただきました♪ 

ⒸAKS/PYP 

グレート家康公「葵」武将隊による 

スペシャルステージ☆ 
 悲願の天下統一を果たし、264

年の長きに亘る泰平の世へと導
いた徳川家康公や家康公にゆか
りのある武将達が家康公のふる
さと「岡崎」に甦りました。現代の
エコ社会にふさわしい紙製甲冑
を身にまとい、来て！観て！一緒
に踊る！三河にちなんで、地元
のどまつりチームと一緒にステー
ジに登場！来場者参加型のパ
フォーマンスで一緒に盛り上がり
ました！ 

 さらに、東日本応援プロジェクト
の義援金募集の活動にも参加い
ただきました。 

全国で話題沸騰中！ 

SKE４８の皆さんが登場！ 

市民が主役！総踊りチーム 

「踊れ！はち丸ダンサーズ★」 

 踊ったことがないけど、今年はどまつ
りで踊ってみたい！そんな方へ、誰で
も気軽に参加できる「踊れ！はち丸ダ
ンサーズ☆」を募集しました！ 

 おなじみの「Sutotocoチーム」が進化
し、今回は名古屋市公式キャラクター
である、「はち丸」とともに、名古屋の
民謡「名古屋名物」をベースとした、ど
まつりを代表する総踊り「Sutotoco(ス
トトコ)」に合わせ愉快なリズムと楽しい
振りつけで踊りました！ 

 

→Pia-no-jaC←(ピアノジャック)が 

どまつりのステージをジャック！ 
 ジャズでもクラシックでもない、聞い
た人間それぞれに違った魅力を見せ
てくれる全く新しいサウンド『ハイブ
リッド・インストゥルメンタル』→Pia-

no-jaC←(ピアノジャック)。稲妻ピアノ、
爆裂カホンによって世界の法則が乱
れる！鍵盤と打楽器だけという非常
にシンプルな構成ながらも、力強くて
激しいピアノの旋律、独特な存在感を
もつカホンの音色。一見全く異なった
二つの楽器が見事にマッチした演奏
で、会場は大盛り上がり。 

‐１８‐ 



１４．Ｂ級グルメ大集合！ 
          祭りに「食」は、つきもの! 真夏の冷たぁ～いビール! 

          お腹いっぱいになる美味しい食べ物。ここでしか味 

          わえない、食べ物が目白押し! 

          今年も「東海ウォーカー」が勢力を挙げてお届けする、 

          名古屋メシもお目見え！祭りの雰囲気を十分に楽し 

          みながら、子どもから大人まで食で楽しめる、フードテー
マパークを展開しました！今年の一押しメニューは、なんといっても東北
グルメ！盛岡冷麺（岩手）、仙台牛タン（宮城）、会津地鳥カレー（福島） 
は大盛況！お腹たっぷりでどまつりを更に楽しんでいただけました！ 

‐１９‐ 



△今年も登場！大人気の 

NTPピカチューCAR 
△東海Walker１５周年記念ラーメンcar登場！ 

▽今年も
「NAGOYAフー
ドコート会場」は
大賑わい 

△アサヒビールで乾杯！ 

▽東日本応援プロジェクトとして義援金活動を実施 ▽昼も夜も家族連れなどで大賑わいのNAGOYAフードコートの様子 

‐２０‐ 

△みんな大好き！まるちゃんのカップ麺 どまつりカップ
登場！ 



 

総合賞 
40人以上でパレードに参加す
るチームが対象となり、どまつ
り大賞をはじめとする総合審
査です。本祭2日間に渡り審
査を行い、パレード一次審査、
ファイナルシード決定戦、ファ
イナルコンテストへと続きます。
栄えある13年目の栄冠はどの

チームに！？ 

 

 

 

      ×どまつり   
第４回 
どまつり 

ジュニア大会 
子どもたちに活躍の場を！とい
う参加者からの意見から誕生し
たこの企画。久屋大通公園会場
メインステージがジュニア大会の
舞台となります。中学生以下で
構成する元気な１７チームが１
年の成果を披露しました！ 

 

Ｕ‐４０ 
部門 

 

どまつりの草の根を広げるために
参加者からの提案で実現しました。
40人未満で構成する小編成チー
ムを対象に、ＮＡＧＯＹＡフードコー
ト会場で今年初開催しました。 

 

 
 

 

特別賞 
全チームを対象に、踊りの技術だ
けでなく日頃の地元でのチーム活
動を 評価させていただきます。賞
には「地域活性化部門」と「教育部
門」の2部門を設置します。受賞
チームはどまつり公式ホームペー

ジでご紹介しています。 

１５．審査について 

ドコモスマートフォンで、 
公募審査員が「感動したチーム」を選ぶ！ 
今回初めての試みとなる公募による「市民審査員」を導入し、市民が
様々な形で参加できる場を設けました！土日各６０名、総勢１２０名
の市民審査員がもつ「ドコモスマートフォン GALAXY Tab」の“どまつ
り審査アプリ”から、「感動した」チームに直接投票ができるという画期
的な試みです！！ 
 ※画面イメージ ドコモスマートフォン GALAXY Tab △ 

‐２１‐ 

市民審査員制度 導入！ 



↑

11
年
7
月
25
日
（月
） 

中
日
新
聞 

16
面
県
内
版 

 
 

 
※

岐
阜
県
内
版
、
三
重
県
内
版
へ
の
掲
載
も
あ
り 

△11年8月12日（金） 中日新聞 16面 県内版 

１６．“スマホ”を使って、市民がジャッジ！ 

・・・・ 

総勢１２０名の 

市民審査員 

チーム Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ 

①通常審査員点数 ２６５ ２５６ ２４８ ２８６ ２１０ ２２０ ２４５ ２７８ ２８７ ２７７ ２２８ 

②市民審査員 

上位３チームに加点 ６ １０ ３ 

③最終順位 

（得点） ２９２ ２８８ ２８０ 
大賞 

準大賞 準大賞 

どまつり性 ８０ 

２６５ エンターテイメント性 ９８ 

総合美術 ８７ 

例） 審査員① Ｄチームの採点 

各審査員の点数から最高点と最低点を除
く合計点の平均をチームの得点とします。 

②市民審査員採点方法 
「感動した」上位３チームを選択 

１名の審査員につき 

１位のチーム・・・５点を加点 
２位のチーム・・・３点を加点 
３位のチーム・・・１点を加点 
 

６０名の合計得点が 
１位のチーム・・・１０点を加点 
２位のチーム・・・６点を加点 
３位のチーム・・・３点を加点 

①専門審査員採点方法 

①と②の採点を合算すると・・・・ 

 今年のジャッジは、２７日（土）のファイナ
ルシード決定戦及び２８日（日）のファイナ
ルコンテストに一般公募による各日６０名、
総勢１２０名の市民審査員制度を初めて導
入しました。市民審査員がもつ、「ドコモ ス
マートフォン 」の“どまつり審査アプリ”から
「感動した」チームを上位３チーム選定。 

 ファイナルシード決定戦は、市民審査員
の総得点数１位のチームを１チーム選び、
ファイナルコンテストでは、市民審査員と１
２名の専門審査員の得点を合算し順位を
算出しました。 

‐２２‐ 



１７．タウンワーク特別賞を設定！ 

 『タウンワーク 
東海版』創刊 
10周年を記念し 
て、「人」と「地域」 
の活性化という 
同じ目標を掲げている『タウンワー
ク東海版』と『にっぽんど真ん中祭
り』が、コラボレーションをして、ど
まつり本番の踊りの評価だけでな
く、日頃から「地域活性化」や「人
を育てる」というテーマで活動して
いる団体やチームをこの機会に、
表彰することとなりました。 
 
 賞は「地域活性化部門」と「教育
部門」の２部門。エントリーのあっ
た全チームを対象に、日頃の地元
でのチーム活動を審査し、表彰し
ました！ 
 

 受賞されたチームのみなさま、 

おめでとうございます！エントリー
いただいたチームの皆さま、 

ご協力、ありがとうございました！ 

‐２３‐ 



パレード一次審査 

Ｕ－４０ 部門 

         ×どまつり                

どまつりジュニア大会 
キッズ部門・ジュニア部門 

ファイナルステージにて 

受賞演舞披露‼ 

各審査グループ１位 

合計１０チーム 

ファイナルコンテスト進出 

 

２０１１ファイナルシード決定戦 
各審査グループ２位による敗者復活戦！ 

得点No.１チームがシード権獲得！ 

● ８月２７日（土） ●久屋大通公園会場 

 

 

タウンワーク特別賞 

１１チームの競演にて 
どまつり大賞以下決定！ 

１０の審査グループに分
かれ、競い合います。 

●８月２７日（土） 
●大津通パレード会場 

※４０人以上、地方車使
用チームが対象 

● ８月２７日（土） 
●ＮＡＧＯＹＡフードコート会場 

※４０人未満チームが対象 

１位受賞 

チーム 

部門賞（地方車、音楽、衣装、新人他） 

● ８月２８日（日） 
●久屋大通公園会場 

※部門賞は発表のみ 

【賞の設定】  
 

１位、２位 

音楽賞 

衣装賞 

  審査員特別賞           

                  他 

● ８月２８日（日） 
●久屋大通公園会場 
※日曜のみ参加、４０人未満でも審査対象 

【賞の設定】 教育部門、地域活性化部門 

各部門金賞 

受賞チーム 

全チーム対象 
※６月２５日（土） ２０１１オリエンテーションにて発表 

【賞の設定】  
 

金賞 

銀賞 

銅賞 

（各部門） 

● ８月２８日（日） 
●久屋大通公園会場 

‐２４‐ 

審
査
希
望
チ
ー
ム 

※

５
月
６
日
エ
ン
ト
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切
ま
で
に
審
査
の
有
無
を
決
定 

※

特
別
賞
は
全
チ
ー
ム
対
象
で
す 

 

や
っ
ぱ
り
目
指
す
は…

 

ど
ま
つ
り
大
賞
！
！ 

４
０
人
未
満
で
も 

審
査
の
チ
ャ
ン
ス
！ 

子
ど
も
が
主
役
！ 

み
ん
な
集
ま
れ
☆ 

 

① 

② 

③ 

全
チ
ー
ム 

 

対
象 

東海版  創刊１０周年記念 特別企画 



順位 チーム名 所在地 
ファイナルコン 

テスト進出回数 

大賞 
なごやがくせいちーむ 『しゃち』 

名古屋学生チーム『鯱』 名古屋市中区 6 

準大賞 
じょう 

笑゛ 
愛知県犬山市 10 

準大賞 
でぃー.でぃー.えむかんぱにー 

D.D.Mカンパニー 
愛知県半田市 6 

４位 
しんしゅうだいがくよさこいまつりさーくる わっしょい 

信州大学YOSAKOI祭りサークル 和っしょい 
長野県松本市 6 

５位 
くう 

「空～Qou～」 愛知県豊橋市 2 

６位 
なるみしょうこうかい しょうじょう 

鳴海商工会 猩々 
名古屋市緑区 11 

７位 
むげんしょうふう 

無限翔風 
長野県岡谷市 3 

８位 
ふゆうらくしょう 

富有樂猩 
岐阜県瑞穂市 6 

９位 
こころまとい 

心纏い 
名古屋市中区 4 

１０位 
ときわ 

常磐 
愛知県一宮市 3 

１１位 
のーむ 

gnome 
名古屋市西区 2 

■ファイナルコンテスト 優秀賞 

１８．審査結果 
最終日に行われた参加全２１０チームの頂点が決定するファイナルコンテストでは、一年間この日
のために努力を積み重ねてきた１１チームの、華麗でダイナミックなステージが繰り広げられました。
今年のどまつり大賞に輝いたのは、「名古屋学生チーム『鯱』（名古屋市中区）」のみなさんです！
涙と感動の舞台で、会場いっぱいに埋め尽くした観客の皆さんからは惜しみない拍手と歓声が沸き
起こりました。また、２日間に渡り審査を行った、今年の全審査結果をご案内します。 

悲願の大賞！ 

‐２５‐ 

△11年8月29日（月） 中日新聞 14面 県内版 

△プレゼンター及び審査員のみなさん 



■奨励賞（９チーム・順不同）  
  ※パレード一次審査 各ブロック２位に贈られる賞です。 
 

■敢闘賞（１０チーム・順不同）  
  ※パレード一次審査 各ブロック３位に贈られる賞です。 

■部門賞 

■特別賞 

‐２６‐ 

賞名 チーム名 所在地 

奨励賞 

おおすしょうてんがいにじゅういち 

大須笑店街☆21 
名古屋市中区 

とうきょうのうぎょうだいがくよさこいそーらんどうこうかい“ひゃくしょう” 

東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑” 
東京都世田谷区 

さいぶわいわい 

祭舞ＷａｉＷａｉ 
愛知県愛知郡 

東郷町 

にほんふくしだいがく むじんとう 

日本福祉大学 夢人党 
愛知県知多郡 

美浜町 

ちゅうきょうだいがく はちまえ 

中京大学 晴地舞 
愛知県豊田市 

あんじょう ほくと 

Anjo“北斗” 
愛知県安城市 

じょうじゅにあ 

笑゛Jr. 
愛知県犬山市 

かぐら 

kagura 
名古屋市中区 

さむらい まえだとしいえおんど・まい 

侍 前田利家ONDO・舞人 
名古屋市中川区 

※審査２グループの「心纏い」はファイナルシード決定戦にて最多得点数獲得のため、ファイナルコ
ンテストへ進出し、優秀賞へ繰り上がりました。 

賞名 チーム名 所在地 

敢闘賞 

やよい 

夜宵 
名古屋市中区 

みちのくよさこい ざっくばらん 

みちのくYOSAKOI THE!!駆波”乱 
宮城県仙台市青葉区 

きょうえんそでふれ ろんど 

京炎そでふれ！輪舞曲 
京都府京都市伏見区 

ぎふしょうとくがくえんだいがく やなぎ 

岐阜聖徳学園大学 柳 
岐阜県岐阜市 

きららおかざき 

きらら岡崎 
愛知県岡崎市 

なごやどまつりいちざ「からくり」 

名古屋どまつり一座「からくり」 
名古屋市西区 

らんらんとうかい 

らんラン東海 
愛知県東海市 

きらぼし 

煌☆ 
名古屋市緑区 

ごっつ 

極津 
三重県津市 

かんがくよさこいれん えんる 

関学よさこい連 炎流 
兵庫県三田市 

賞名 チーム名 所在地 

音賞 
しょうわほいくえん「たちばな」 

昭和保育園「たちばな」 
名古屋市昭和区 

衣装賞 
むぎょう 

ムギョウ～無形～ 
北海道札幌市中央区 

地方車賞 
いりゃあせなんと 

いりゃあせ南都 
名古屋市南区 

賞名 チーム名 所在地 

新人賞 

ひがしにほんふっこうしえんごうどうちーむ あいだとって して やっぱり！ 

東日本復興支援合同チーム あいだとって して やっぱり！ 
三重県鳥羽市 

じん 

神～ＪｉＮ～ 
名古屋市緑区 

△地方車賞 いりゃあせ南都 △衣装賞 ムギョウ～無形～ 

△U-40部門衣装賞 藍流 △U-40部門準大賞 颯戯 ｜ FU-JA 



賞名 チーム名 所在地 

大賞 いんでぃご 

藍～いんでぃご～ 愛知県犬山市 

準大賞 ふーじゃ 

颯戯 ｜ FU-JA 京都府京都市南区 

音賞 すぱいす 

SPICE! 愛知県稲沢市 

衣装賞 あいる 

藍流 名古屋市緑区 

新人賞 やまと 

大和 岐阜県岐阜市 

■Ｕー４０部門審査結果 ※４０人未満の参加チームを対象 

賞名 ■キッズ部門 
※チーム構成：小学生以下が多い場合 

■ジュニア部門 
※チーム構成：中学生が多い場合 

金賞 昭和保育園「たちばな」（名古屋市昭和区） 笑゛Ｊｒ．（愛知県犬山市） 

銀賞 半田Dream（愛知県半田市） 三重情熱組（三重県松阪市） 

銅賞 華★d.m.t（名古屋市緑区） 松舞（名古屋市中区） 

■          ×どまつり第４回どまつりジュニア大会 受賞結果 ※子どもチームを対象 

△キッズ部門金賞  昭和保育園「たちばな」 

△ジュニア部門金賞  笑゛Ｊｒ．    

△U-40部門大賞  藍～いんでぃご～ 

‐２７‐ 



[第１３回どまつり大賞]  名古屋学生チーム『鯱』（名古屋市中区） 
                            なごやがくせいちーむ しゃち 

１９．２０１１年受賞チーム一挙紹介① －結成16年目にして、悲願のどまつり大賞受賞！－ 

２０１１年のテーマ ： こころ晴れ 

１３年目のどまつりを制したのは、学生のパワーあふれる「名古屋学生チー
ム『鯱』」のみなさんです。今年のテーマに掲げたフレーズには、「あなたの
こころよ、晴れわたれ！」と込められています。どまつりから、東北へそして
世界中へ元気を発信するような、学生の力強さを僕たちのあふれんばかり
のパワーで結成１６年目にして、初めてのどまつり大賞受賞！ 

△岡田理事長より賞状が授与されました △副賞として伝統工芸名古屋扇子など贈呈 

↓

は
じ
け
る
笑
顔
！
迫
力
の
ス
テ
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ジ
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眠
っ
て
い
た
情
熱
を
呼
び
さ
ま
せ
！ 

‐２８‐ 

出場回数 １３回 

使用民謡 名古屋ばやし 

メンバー 

構成 

人数 １２０人（男性：４０ 人  女性：８０ 人） 

平均年齢 
２０ 歳 
（最年少年齢：１８ 歳  最年長年齢：２２歳） 



２０．２０１１年受賞チーム一挙紹介② 準どまつり大賞 ２チーム紹介 

[準大賞]  D.D.Mカンパニー（愛知県半田市） 

           でぃー．でぃー．えむかんぱにー 

２０１１年のテーマ ：  

       舞進～まいしん～
大切な仲間と大好きな踊りに
夢中になれる幸せ。矢勝川沿
い一面に広がる曼珠沙華の赤
も鮮やかに風に舞う旗も、踊り
躍り跳ね回る狐達の変化(へ
んげ)。DDMらしく多種多様な
幻想世界で、祭りの一時を華
麗にかわいく盛り上げました。 

 

２０１１年のテーマ ： 一瞬 

スカッとする、粋のいい踊りで
絶大な人気を誇る「笑゛」。４００
年前、犬山の町を襲った大火
事の復興を祈願して始められ
た犬山祭り。その想いは町の
意地となり、今も尚、絶える事
無く続いている。犬山だけでな
く日本の復興を祈願して犬山
祭りを圧倒的な迫力で演舞。 

‐２９‐ 

[準大賞]  笑゛（愛知県犬山市） 
            じょう 

出場回数 １１回 

使用民謡 犬山音頭 

メンバー 

構成 

人数 １１０人（男性：５５ 人  女性：５５ 人） 

平均年齢 
２８歳 
（最年少年齢：１６歳  最年長年齢：３７歳） 

出場回数 １１回 

使用民謡 半田盆唄 

メンバー 

構成 

人数 １１０人（男性：１０ 人  女性：１００ 人） 

平均年齢 
２５歳 
（最年少年齢：９歳  最年長年齢：４５歳） 



２１．２０１１年受賞チーム一挙紹介③ ４位～６位を一挙紹介 

５位 「空～Qou～」（愛知県豊橋市） 
      くう 

‐２４‐ 

６位 鳴海商工会 猩々（名古屋市緑区） 
             なるみしょうこうかい しょうじょう 

４位  信州大学YOSAKOI祭りサークル 和っしょい（長野県松本市） 
                 しんしゅうだいがくよさこいまつりさーくる わっしょい 

出場回数 ９回 

使用民謡 エーヨー節 

メンバー 

構成 

人数 １００人（男性：５０ 人  女性：５０ 人） 

平均年齢 
２０歳 
（最年少年齢：１８歳  最年長年齢：２４歳） 

出場回数 ３回 

使用民謡 ええじゃないか 

メンバー 

構成 

人数 ５５人（男性：９ 人  女性：４６ 人） 

平均年齢 
２５歳 
（最年少年齢：５歳  最年長年齢：６４歳） 

出場回数 １３回 

使用民謡 鳴海音頭 

メンバー 

構成 

人数 １００人（男性：３９ 人  女性：６１ 人） 

平均年齢 
３２歳 
（最年少年齢：８歳  最年長年齢：６８歳） 

２０１１年のテーマ ： 信濃の秋祭りを！さぁ！ 

今宵は信濃の秋祭り。見渡す限り広がる山々、その全てが紅葉に染ま
る信濃の秋。信濃が誇る豊かな自然の中でしか味わう事のできない祭り
を、若人達が作り上げます。秋の訪れを喜び、祭りを賑わす私達と共に、
和っしょいの秋祭りを楽しみましょう！ 

２０１１年のテーマ ： 平成によみがえる「ええじゃないか！」 
慶応３年に豊橋に伊勢神宮の御札が舞ったことで始まった「ええじゃないか
騒ぎ」。これを平成の世によみがえらせたく踊ります。幕末のときのように、
人々の希望を踊りで、愉快に楽しくカラフルに表現！ 

２０１１年のテーマ ： ゆとみとふぁ 

新たな風が吹いてきた これからどんな街に？どんな世の中に成るのか 
ユーとミーが手を取り合い ユーとミーとがファミリーの様に夢を語り希望を
持って未来を創ろう！今年は鳴海絞の衣裳をライダーズ風にアレンジ！ 

‐３０‐ 



２２．２０１１年受賞チーム一挙紹介④ ７位～９位を一挙紹介 

８位 富有樂猩（岐阜県瑞穂市） 
      ふゆうらくしょう 

９位 心纏い（名古屋市中区） 
      こころまとい 

‐２３‐ 

７位 無限翔風（長野県岡谷市） 
      むげんしょうふう 

‐２３１‐ 

出場回数 ３回 

使用民謡 御柱木遣り 

メンバー 

構成 

人数 ５０人（男性：１５ 人  女性：３５ 人） 

平均年齢 
３１歳 
（最年少年齢：１３歳  最年長年齢：５０歳） 

出場回数 ９回 

使用民謡 巣南音頭 

メンバー 

構成 

人数 ６０人（男性：２０ 人  女性：４０ 人） 

平均年齢 
２６歳 
（最年少年齢：６歳  最年長年齢：４８歳） 

出場回数 ７回 

使用民謡 名古屋名物 

メンバー 

構成 

人数 １００人（男性：３５ 人  女性：６５ 人） 

平均年齢 
２４歳 
（最年少年齢：１５歳  最年長年齢：４３歳） 

２０１１年のテーマ ： 「壮」  ‐受け継がれし熱き魂（こころ）‐ 

木やり唄に心を一つに大木を揺り動かす御柱祭、大地に轟き華麗なバチさ
ばきで300人が揃い打つ、岡谷太鼓祭ふるさとの祭りを受け継ぐ熱き魂（こ
ころ）をオリジナル鳴子バチと「おんべ」に託し、熱く舞い踊りました。 

２０１１年のテーマ ： たぁ～んとなったは富有柿  ‐福嶌才治伝‐ 

地元は富有柿の発祥地！それを作り上げたのは、地元で生まれ育った「福
嶌才治」。今年の富有樂猩は、「富有柿」と「どまつり性」にとことんこだわっ
ています。ステージには 「富有柿の原木」が、ドドーンッ！と姿を現しました! 

２０１１年のテーマ ： 心響かせ 

地元若宮が誇る名古屋三大祭りの一つ「若宮祭り」。かつての城下を彩っ
ていたのは勇壮な七輌の山車。夕刻から夜半に掛けて練り歩く、その粋な
様を皆様の心に響かせました。 

 



２３．２０１１年受賞チーム一挙紹介⑤  
１０位 常磐（愛知県一宮市） 
         ときわ 

１１位 gnome（名古屋市西区） 
       のーむ 

２０１１年のテーマ ： 英華 

英華とは優れた美しさ。見かけの美しさだけでなく、頂を目指し、多くの努
力を重ねた自信、達成した時の涙や笑顔。それらに映る心の美しさを圧倒
的スケールで表現しました。尾張が生んだ、三英傑の１人、「豊臣秀吉」。
派手好きな秀吉の想いを受け継ぎ、生きていたら天下人でさえ惚れ惚れし
てしまう程の美しい、豪華絢爛な作品を作り上げました。 

２０１１年のテーマ ： かぐら 

古来より長きに渡って受け継がれてきた一宮の織物文化。その織物の神を
祀り、地域の繁栄を願う一宮七夕祭り。神を奉るための宴で踊られるかぐら
の舞。日本古来より伝わる艶やかな雰囲気や祭り囃子にのせて届けられる
人々の祈りや思いを伝統的な和の世界観で表現しました。 

‐３２‐ 

△「CNMI DOMANNAKA」 
              （サイパン島） 
７月にサイパンで行われる「独立記
念パレード」にどまつりキャラバン隊
が参加し、その刺激を受けチームを
結成。ヤシ葉細工とカロリニアンビー
ズ細工の衣装が印象的。 

＊＊＊＊＊海外へもどまつりネットワークが広がっています!＊＊＊＊＊ 

△「東西大学校 トルゴレ」 
            （韓国・釜山市） 

釜山・東西大学の学生でチームを構
成。”トルゴレ”とは大学のシンボルで

ある”イルカ”という意味。大学の日
本文化研究会のメンバーが参加。
「アリラン」のアレンジ曲で出場。 

「北京連合大学旅遊学院 チャイナゴヤン」  

                （中国・北京市）→ 
日中国交正常化35周年記念事業「日中のお 
祭りIN北京」に、日中の合同学生チームを結 
成がきっかけで誕生したチームです。 
チャイナ服で元気に踊りました！ 
 

△11年8月27日（土） 中日新聞 18面 県内版 



●名駅“ナナちゃん”も 
ねじり鉢巻きで粋にお出迎え！ 
日程：８月２２日（月）～８月２８日（日) 
場所：名古屋駅名鉄百貨店ヤング館前  

●名古屋市交通局とタイアップ！ 
名古屋市交通局と連携して、地下鉄への広報展開を行いました！通勤・通学にお馴染みの名古屋市営地下
鉄が、今年もどまつり一色に染まりました！便利でお得な、どまつり記念「ドニチエコきっぷ」も登場しました。 

２４．どまつり広報展開 

 名古屋駅前のシンボルとも言える身長約６
メートルの巨大人形、ナナちゃんが、どまつり
オリジナル法被を着てご来 

場の皆さんをお出迎えしま 

した！ 

 今年のどまつりナナちゃん 

はなんと、粋なねじり鉢巻き 

で登場！背中には、今年の 

どまつりのテーマである、 

「Power To Japan」の 

文字もあしらいました！ 

 ナナちゃんからも元気を 

込めて、メッセージを贈り 

ました！ 

△各駅にてポスターの掲示やリーフレットを設置 

▽１万枚限定の、どまつり
ドニチエコきっぷデザイン。
大人気で、１日で完売する
駅が続出しました！ 

‐３３‐ 

●松坂屋で「どまつりパビリオン」を開催！ 

日程：８月２４日（水）～８月２８日（日) 

場所：松坂屋南館１階 オルガン広場  

どまつりのメインステージのすぐ西側にあ
る、松坂屋南館の１階で今年も「どまつり
展」を開催しました！写真の展示をはじめ
として、ＤＶＤの上映やリーフレットの無料
配布などを実施しました！ 

 また、本館には、歓迎の懸垂幕の掲出
や久屋大通東西線へのフラッグの掲出な 

ど、街をあげてどまつりムード一色に。 

△観光案内所や地
下鉄全駅の改札付
近で無料配布した
リーフレット 



２５．どまつりキャラバン隊 ワールドワイドに活動中！ 

△11年2月11日（金） 読売新聞（アジア） 国際5面 

● 2011年2月9日～2月15日 

今年は、シンガポール最大の祭典、『チンゲイ・パレード2011シ
ンガポール』へ初めてキャラバンに行って来ました。チンゲイパ
レードは当初は中国系シンガポール人の旧正月を祝う祭事で
したが、現在ではシンガポールのナショナルパレードとしてシン
ガポール国内はもとより海外からも多くの団体が参加しており、
例年数万人を超える観客を集める大規模なイベントとなってい
ます。チンゲイパレードのもととなる「チンゲイ（粧芸）」の本来
の意味は「光る装飾を施された山車」であり、当日は各国派手
な装飾を施した山車を先導に、きらびやかな衣装を身にまとっ
た参加者がパレードし、イベントを盛り上げています。今回は第
12回どまつり大賞受賞チーム「D.D.Mカンパニー」のみなさん、 
38名が参加。迫力ある華麗な踊りは一際輝いていました！ 

●2011年7月2日～5日 

サイパン・独立記念パレードにキャラバン隊参加！今年で交流
９年目になりました！ 

●2011年5月16日～19日 

韓国・釜山市にある「東西大学校 

トルゴレ」のみなさんに、どまつり
ＰＲ説明会を実施しました！ 

●2011年5月11日～14日 

中国・北京市にある北京連合
大学旅遊学院 でどまつり参加
説明会を実施！ 
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名古屋の夏を熱くアツークしめくく
る、にっぽんど真ん中祭り。 
今年１３年目を迎える 

どまつりでは、「２０１１どまつり
フォトコンテスト」を開催いたしま
す。緊張、躍動、笑顔に涙･･･。 

どまつりでの感動の一瞬やどま
つりの熱気が伝わる、あなたの
ベストショットをご応募ください。 

第13回にっぽんど真ん中祭り（2011年8月26日（金）～28日
（日）、久屋大通公園を中心に各所で開催）の各会場にて、 

祭りに参加した踊り手の表情や祭りの風景など、どまつりの
雰囲気が伝わる一瞬を捉えた写真 

２６．２０１１どまつり 

       フォトコンテスト 

募 集 概 要 

【賞の設定】 
特選（各 １名）･･･賞状、賞金３万円 

準特選（各 ２名）･･･賞状、記念品 

入選（各１０名）･･･賞状 

佳作（各１５名）･･･氏名公表（公式ホームページにて） 

■応募資格 

性別、年齢、国籍、プロ、アマ等
一切不問 

 

■作品規格  

A4サイズ～ワイド 

四つ切サイズまで 

 

■応募締切  

２０１１年９月３０日（金）必着 

 

■応募先 

〒460-0008 名古屋市中区 

       栄4-1-1 中日ビル7Ｆ 

2011どまつりフォトコン事務局 

2010年 
特選作品 
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お問い合わせ 

財団法人にっぽんど真ん中祭り文化財団 
Ｅ-mail ： info@domatsuri.com 
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-1中日ビル7階  

TEL：052-241-4333  FAX：052-241-4446 

※イメージです 


