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2021年
2月20日

【YouTubeライブ配信】 おうちでどまつり合宿

第2３回にっぽんど真ん中祭り
「テレどまつり」参加要項発表

5月26日

第23回にっぽんど真ん中
祭り 開催方法について
『フェーズ②』の実施を発表
（５月２６日付発表）

4月1日

7

開催までの経緯

第2３回にっぽんど真ん中祭り「テレどまつり」
参加チームエントリー開始！

日本語、英語、中文（繁体字）の参加要項を作成し展開しました。

第２３回にっぽんど真ん中祭り（テレどまつり）
撮影時における感染防止対策ガイドライン発表

どまつり開催可否の判断基準（祭りが開催できる環境）
について、第一に「安全」であること。第二に「復興の起
爆剤」として県民・市民から開催が期待されることを主
軸に考え、2月時点で【フェーズ１】の「オンラインでの開
催」を発表。段階を踏まえ、開催方法を判断します。

【フェーズ２】久屋大通公園にて、パブリックビュー
イングなどの会場行事を併催することを、ここに
発表させていただきました。フェーズ３「久屋大通
公園でのステージイベントの有無」については、情
勢を見極めながら、７月３日付にて発表させてい
ただきます。（また、６月１日から予定していた市
街地参加のチーム募集は延期。）



5月29日

にっぽんど真ん中祭り（テレどまつり）の動画を活
用した 観光プロモーションに関する連携協定を締
結

7月8日

【YouTubeライブ配信】

第2３回にっぽんど真ん中祭
り「テレどまつり」オリエン
テーション＆公開抽選会

オンラインで開催するにっぽんど真ん中祭り（テレどまつり）
の動画を活用した観光プロモーションについて、「にっぽんど
真ん中祭り（テレどまつり）の動画を活用した観光プロモー
ションに関する連携協定」を締結。

7月3日

【YouTubeライブ配信】
新型コロナワクチン接種〟徹底解剖
～どまつりを安全に迎えるために～

関係者を対象とした新型コロナワクチンの予防接
種機会を設けるにあたり、名古屋市の保健医療分
野の統括責任者である、医監の浅井清文先生にご
出演いただき、ワクチンの効果やワクチンに対する
疑問や質問に答えていただきました。 8

オンライン配信と共に、久屋大通公園会場メイ
ンステージでステージイベントの開催を発表。な
お、久屋大通公園会場メインステージは、約３０
分のインターバルを設けて開催することを発表。
また、祭nine.の皆さんによる、審査を希望す
る310チームのテレどまつり審査グループ公開
抽選会も実施。
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7月16日

【YouTubeライブ配信】

新型コロナワクチン接種の
概要と予約方法

どまつりでは、関係者の皆さんに、より安全
に安心して祭りにご参加いただけるように、
新型コロナワクチンの予防接種の機会を提
供します。自治体から接種券が届いていなく
ても接種可能です。

8月18日

第２３回にっぽんど真ん中祭りの開催方針について
（無観客開催のお知らせ）

2021年・第２３回にっぽんど真ん中祭りは、オンラインを主軸とした「テレどま
つり」と題して開催を発表。

久屋大通公園は「テレどまつり」の二元中継先のひとつとして使用いたします
が、市民の皆様に開かれた観覧エリアは設けず、無観客として実施させていた
だきます。

１．検討の経緯

愛知県、名古屋市、名古屋市保健所等と緊密に連携を図りながら、この先
（８月～９月）の市中感染状況や病床使用率等を予測した結果、感染が広がり、
病床使用率が高まることによって、一般医療を制限せざるを得ない状況が
生まれる可能性が高いことが判明しました。
当地域に緊急事態宣言は発出されていないものの、このような状況が予見
される中、計画を見直すことは不可欠であると判断いたしました。

２．久屋大通公園会場の開催方法

久屋大通公園は「テレどまつり」の二元中継先のひとつとして使用いたしま
すが、市民の皆様に開かれた観覧エリアは設けず、無観客として実施させて
いただきます。
久屋大通公園で演舞披露するチームは、約３０分のインターバルを設けたう
えで３日間のべ６４チームを想定しています。出演予定のすべてのチームの
交通経路、ワクチン接種状況、それぞれのチームの固有のコンディションを把
握し、条件を満たす場合のみ出演していただきます。

３．今後の計画変更の可能性

私たちには、状況の変化に合わせて開催方法等を見直す用意があります。
今後も愛知県、名古屋市、名古屋市保健所等と緊密に連携を図りながら、安
全な計画づくりを推進してまいります。
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テレどまつり
本番！

８月２６日～
２９日開催

8月18日

【YouTubeライブ配信】

「市街地開催プログラム」オ
リエンテーション

「市街地開催プログラム」出場チーム向けの
オリエンテーションをYouTubeライブ配信
で実施。
当日の感染防止対策の取り組み方や、ス
テージ演舞の出演方法、移動経路の方法、
事前の健康観察に至るまで細かく説明しま
した。

８月２６日（木）
本祭１日目
９：００－２２：００
オンライン配信のみ

８月２7日（金）
本祭２日目
９：００－２２：００
オンライン配信
市街地開催（無観客）

８月２８日（土）
本祭３日目
９：００－２２：００
オンライン配信
市街地開催（無観客）

８月２９日（日）
本祭４日目
９：００－２1：００
オンライン配信
市街地開催（無観客）
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「チーム練習（ビデオ撮影時）ガイドライン」 1/3ページ
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「チーム練習（ビデオ撮影時）ガイドライン」 2/3ページ
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「チーム練習（ビデオ撮影時）ガイドライン」 3/3ページ



公益財団法人にっぽんど真ん中祭り文化財団

（１）主催

14

主催・共催・スポンサー

愛知県 名古屋市

（２）共催

（３）スポンサー



❶開催日程 ２０２１年８月２６日（木）～８月２９日（日）

❷開催会場
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２０２０年実績／３７３チーム （海外２０チーム）
２０１９年実績／２０６チーム （海外３チーム）

テレどまつり
参加438チーム

海外 14 チーム

44

参加チーム数

市街地参加
チーム
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テレどまつり参加ルール
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テレどまつり申込方法



日本中の祭りの賑わいが街からなくなった2020年。祭りは賑わいや、活気だけではなく、人と
のつながりから、人生を豊かにしてくれます。また、それぞれのポスターにちりばめられた文章も
ポイントに。中でもイチ押しは、「これから(の取り組み)が、今まで(の価値)を決める」。制限され
た日常の中で、歩みを止めるのではなく、いまできることを手探りでも見つけ出していく。「今ま
で」（過去）は、「これから」の生き方次第で、その意味が大きく変わるわけです。

19

公式ポスター

第23回にっぽんど真ん中祭り（テレどまつり）
のポスターは４種類。モノトーンの背景色と
インパクトのある写真で展開。ハイブリッド開催
を目指す今年のどまつりは、いつものどまつりロゴマークと共に、テレどまつりのロゴマークも並び
ます。４つのポスターに共通するキーワードはこちら。「No Do!MATSURI No LIFE」直訳すると
「どまつりがない人生はない。」DOMATSURIを、Do MATSURIとすると、「祭りをしない人生は
ない。」



テレどまつり視聴回数・視聴人数（４日間）

533,728回

113,660回

647,388回
４日間 総視聴回数

20

テレどまつり視聴回数

2,097,537人
総視聴者数(視聴係数=3.24)



どまつり参加オリエンテーションや、
公開抽選会や、テレどまつり４日間
本番など、どまつり公式YouTube
チャンネルのライブ配信。

チャットやコメントなどで様々感想や応援のメッセージ
をいただき、ありがとうございました。これからも、ど
まつり公式YouTubeチャンネルを通じて、どまつり情
報はもちろん、楽しいコンテンツを配信していきたいと
思います。

21

4日間に渡り、YouTubeライブ配信
と共に、例年に引き続き、ニコニコ動
画のご協力により「ニコニコ動画会場」
として、ニコニコ生放送をお届けしま
した。コメントでもたくさんの応援や
感想を寄せられ、コメントでの祭り参加のカタチが実
施できました。
ニコニコ動画の番組へのギフトは、新型コロナウイルス
感染症に立ち向かう医療従事者への支援として全額
寄付させていただきました。



祭nine.のみなさんと、学生委員会などが4日間のパーソナリティとして進行。

名古屋・栄のどまつり事務所に特設スタジオを構え、ここを拠点に放送しました。

検温アラートシステムを導入し、スタッフや入場者の体調管理も徹底。

22

当日の様子

無観客での開催となった、久屋大通公園会場メインステージはテレどまつりの中継先とし
て実施しました。



テレどまつりの中継先としてオンライン配信し、久屋大通公園会場メインステージは無観
客での開催。

SECDEM（2005年日本国際博覧会記念災害救急医療研究財団）の皆さんのご協力で、
感染防止対策と共に、熱中症対策も万全に。

久屋大通公園会場も徹底した感染対策を講じ、無観客で開催しました。

熱中症対策のために、エンゼル広場の噴水も稼働。ステージ前ではウォーターキャノンを
設備しました。

BOYS AND MEN、祭nine.のお兄さんと一緒に、保育園の子ども達がZダンス！23



24

久屋大通公園会場に出場チームは、二週間の健康観察表の提出を義務付けています。

日本列島祭りネットワークで、土曜日に熊本、日曜日に札幌を中継で繋ぎご紹介。

一次審査はすべてオンライン審査員制度を新設し、審査を実施。ファイナルコンテストは、
専門家による審査と、ニコニコ生放送の視聴者審査を実施しました。

スタジオでは、インフォマーシャルで様々な内容をご紹介しました。

縁の下の力持ち。学生委員会も企画や台本づくり、進行などがんばりました。



ファイナルコンテストも二元中継でお届けしました。表彰式は、ファイナリストの代表者を
ZOOMで繋ぎ、受賞式を行いました。

お昼の企画時間はひつまぶしとぴよりんをご紹介。ぴよりんチャレンジは成功したのか⁉

視聴者プレゼント企画「テレどまつりキーワードチャレンジ」を実施。各日、放送内で定期
的に紹介されるキーワードを繋げて、どまつり公式TwitterをフォローしDMで答えを
送ると、抽選で祭nine.サイン入りどまつりグッズをプレゼント！応募数８９０人の中か
ら、各日４名合計１６名の方が当選されました。

参加チーム向けに、オフィシャルグッズ販売。キャッシュレスで、商品には直接触れない
ように注文用紙に希望商品を書くなど、感染対策を講じた運営方法で実施しました。

25
どまつり事務局や学生委員会と共に、学生会のメンバーが、久屋大通公園一帯の
DCP(どまつりクリーンプロジェクト)を実施。
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観光プロモーションに関する連携協定の締結

河村名古屋市長と名古屋観光コンベンションビューロー 杉﨑理事長、どまつり文化財団 岡田
理事長が出席し、オンラインで開催するにっぽんど真ん中祭り（テレどまつり）の動画を活用し
た観光プロモーションについて、「にっぽんど真ん中祭り（テレどまつり）の動画を活用した観
光プロモーションに関する連携協定」を締結しました。

１ 趣旨
日本のど真ん中、真夏の名古屋を舞台に繰り広げられ
る日本最大級の踊りの祭典「にっぽんど真ん中祭り」は、
コロナ禍において、オンライン開催（テレどまつり）とい
う新たな試みを始めています。

参加チームが制作する演舞の動画は日本各地で撮影
されており、名古屋の特色のある場所でも撮影されて
います。これらの撮影に係る支援を行うとともに、完成
した動画を国内外への観光プロモーションに活用する
ことで、地域を盛り上げ、名古屋の魅力の向上・発信を
行ってまいります。

２ 連携協力事項
（１）名古屋市の観光プロモー
ションにおけるにっぽんど真
ん中祭りの動画の活用

（２）テレどまつり参加チーム
が市内の観光地において動
画撮影をする際の支援

2021年5月27日(木) 中日新聞 市民版12面
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無観客開催の久屋大通公園会場運営方法

久屋大通公園は「テレどまつり」の
二元中継先のひとつとして使用し、
市民の皆様に開かれた観覧エリア
は設けず、無観客として実施させ
ていただきました。
久屋大通公園で演舞披露するチームは、約３０分のインターバルを
設けたうえで３日間のべ４４チームが出演しました。全出演チーム
の交通経路、ワクチン接種状況、それぞれのチームの固有のコン
ディションを把握し、条件を満たす場合のみ出演していただきまし
た。

また、街地開催プログラムにご参加・ご協力いただけた全ての皆様
を対象に、催事後の経過観察を続けて参りました。2021年9月
13日。第23回にっぽんど真ん中祭り（テレどまつり）の閉幕から
15日目を迎えられ、ご参加・ご協力いただけた全ての皆様が、新
型コロナウイルスに罹患することなく、無事に本日を迎えられたこ
とを確認いたしました。

❶検温・消毒ブース
を通過

❷手指消毒 ❸足裏まで全身消
毒

❹身分証明書と健康
観察表の提出

会場内に入る人はすべて、
２週間の健康観察表の提出

❻指定された控室で
更衣

➑２０人につきアル
コール１ボトルを貸出
し、演舞前に手指消毒

❺テント内も扇風機で
換気

❼熱中症対策のため
噴水は稼働

❾ステージ演舞。熱中
症対策のためウォー
ターキャノンを設置

⓫ステージ終了後も、
ステージ脇で手指消毒

⓬出演後、専用の出口
から直帰します。

❿熱中症対策のため演舞中は
声を出さずマスクを外します
が、終了後はステージ上でマ
スクを着用して退場。



久屋大通（桜通久屋～矢場町間の歩道街路灯）
に、例年と同様、どまつり歓迎フラッグを掲出。

名古屋市営地下鉄の全駅で、公式ポスターの掲
出をしました。

28

久屋大通歓迎フラッグ掲出 名古屋市営地下鉄全駅で掲出

市街地での広報展開

松坂屋名古屋店本館に、どまつり歓迎懸垂幕
を掲出。

松坂屋名古屋店本館懸垂幕

どまつりのキービジュア
ルがマナカチャージ券の
ギフト封筒で登場‼

マナカチャージ券はIC
カード「マナカ」にチャー
ジすることができるギフ
トカード。マナカは乗車
券はもちろん電子マネー
としてもご利用になれま
す。

「矢場町」「星ヶ
丘」「名古屋港」
駅で、写真展を
実施。なつかし
い写真がずら
り勢ぞろい。

地下鉄車内の中吊り
広告や、地下鉄構内の
ポスター連貼りなど、
交通力の皆さんにご
協力いただきました。



９月７日～３０日までの期間、サカエチカ クリスタル広場 ヒロバビジョンで、テレどまつり大賞
「夜宵」、準大賞「嘉們-KAMON- 」・「kagura」の３チームの作品を放映いただきました。

サカエチカ デジタルサイネージとショーウィンドウでの展開

東海テレビで地上波テレどまつり特別番組放送
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また、８月１０日～９月３０日までの期間、サカエ
チカの西側のショーウィンドウで、どまつり展を
展開。今回もチームのみなさんからお借りした
華やかな衣装と共に、どまつり応援団に続投が
決定した、祭nine.の皆さんの直筆サイン入りポ
スターも展示しました。

テレビ番組・サカエチカ展開

東海テレビ「ニュースOne」で特集

東海テレビ「ニュースOne」の「コロナノムコウ」の特集で、第23
回にっぽんど真ん中祭りの取り組みが紹介されました。

【コロナ禍で探る にっぽんど真ん中祭り 新しい祭りのカタチ】
２０２１年８月３１日（火） １８時台（約１０分間放送）

東海テレビで、どまつり特別番組が放送されました。

２０２１年９月５日（日） ２４：３５～２５：１０
NAGOYAから世界へ！心はつながる！テレどまつり２０２１
～第２３回にっぽんど真ん中祭り～
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今年もどまつり応援団に「祭nine.」の皆さんが就任！

今年も東海エリアを中心に全国に向けて活躍中の男性ユ
ニットBOYS AND MENの弟分、エンターテイメント集団「祭
nine.」のみなさんが、どまつり応援団に就任！

今年の夏も、名古屋の祭り仲間として、４日間にわたり、テレ
どまつりのメインパーソナリティーを務め、画面越しでも大い
に盛り上げました！

さらに、祭nine.の兄弟グループもテレどまつりに初参戦☆
当日、祭nine.と共にテレどまつりを盛り上げました！

無観客での久屋大通公園会場メインステージでも、ステージ進行を務めたり、祭nine.スペシャルライブ
も実施し、オンライン配信でお楽しみいただきました！

8/27(金)にテレどまつり の助っ人パーソナリティーとしてフレッシュな「ボイメンエリア研究生」の
古川流唯 さん、國村諒河さん、設楽賢さん、関優樹さんが出演。さらに、 8/28(土)、 8/29(日)には、
BOYS AND MENの田村侑久さん、本田剛文さん、吉原雅斗さん、平松賢人さんが強力な助っ人パー
ソナリティーとしてご出演いただきました！
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名古屋港水族館が初参加！

様々なイベントやプログラムを通
して、海の生き物の生態や進化の秘
密を発見できる名古屋港水族館。名
古屋の観光名所として欠かせない
名古屋港水族館から、なんと、かわ
いいイルカ達がテレどまつりに初参
加しました！

私たちの想像をはるかに超えるイ
ルカたちの知性と運動能力。次々と
くり広げられるハイジャンプやスピ
ンジャンプの高さと速さには、いつ
も新しい驚きと感激があります。水
中を華麗なイルカパフォーマンスを
テレどまつりでもお茶の間にお届け
しました！

YouTubeライブ配信や、ニコニコ生配信でも、様々な応援コメントが寄せられました！



昨年リリース以来、絶大な人気を誇るゲームソフト
「#あつまれどうぶつの森」のどまつり島を今年は
矢作建設監修のもと大幅リニューアル！あつ森会場
には、市街地で開催した会場の消毒・検温ブースから、
久屋メインステージに至るまで忠実に再現。

また、参加チームの皆さんから募集した「マイデザイン」（チームの衣装デザイン)もあつ森会場に展
示。衣装マイデザインには、２７チーム、約８０点もの衣装を応募いただきました。さらに、この「どま
つり島」に遊びに来ていただくこともできるんです！どまつり島の“夢番地”のIDを入力するだけ。
ぜひ、あつまれどうぶつの森会場に遊びに来てください！
（夢番地の利用にはニンテンドースイッチ オンラインへの加入と、インターネットへの接続が必要になります。）
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どまつり島 あつまれどうぶつの森会場 開催！

エンゼル広場の消毒・検温ブースなども再現。 メインステージには、募集したチーム衣装を展示。

あつ森会場も無観客開催。カメラブースの様子。 大津通パレード会場では、パレードを再現。



「#どまつり楽しんだもん勝ち」のハッシュタグを付けて、SNSで投稿いただいたコ
メントを、番組内でご紹介しました。たくさんの投稿をいただき、動画視聴と共に、
SNSでみんなと繋がり感想などを投稿いただきました。ほんの一部をご紹介しま
す。
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Twitter「#どまつり楽しんだもん勝ち」
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審査について
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テレどまつり一次審査は、「おうちで審査」と題し、一般審査員を募集し、すべてオンラインで開催。
また、ファイナルコンテストの審査は各分野のスペシャリストの方に審査いただきました。

表彰式は、メインステージと各ファイナリストの代表者をZoomで繋ぎリモート表彰式。



ファイナルコンテスト最多２３チームが出場！
テレどまつり大賞には“内閣総理大臣賞”を贈呈
ファイナルコンテストには一次審査の審査グループ、各１位合計２０チームと、惜敗率で全審査グ
ループ上位３チームを加えた、２３チームがファイナルコンテスト進出。いつものどまつりとは一味
違うファイナルコンテストは画面越しでも熱気が伝わってくるよう。栄えあるテレどまつり大賞は
「夜宵（愛知県名古屋市中区）」が念願の初受賞！また、併せて、内閣総理大臣賞も授与されました。

約300年前、ここ尾張で繰り広げられた「桶狭
間の戦い」。実際に信長の本陣であった清洲城、
戦いの舞台であった桶狭間の地など様々な場
所で、時間帯にもこだわり撮影したオンラインな
らではの演出でした。

誰もが持つ地元への誇りや想いが広がるさま、
「センセーション」をテレどまつりを通して全世界
の皆様と一緒に起こしました！

尾張藩七代藩主徳川宗春公が礎を築き、今もな
お人々に愛され、うたわれる芸どころ名古屋を
コンセプトに表現。

愛知県知事賞として
バラ１００本が贈られ
ました。

名古屋市長賞として
名古屋扇子が贈られ
ました。

大賞・準大賞に、副賞
としてサントリー
ザ・プレミアムモルツ
が贈られました。

４位～６位に、副賞と
してサントリー伊右
衛門と伊右衛門濃い
めが贈られました。
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審査結果



ファイナルコンテスト 審査結果 Teams in the Final Contest

ファイナルコンテストには一次審査の審査グループ、各１位合計２０チームと、惜敗率で
全審査グループ上位３チームを加えた、２３チームがファイナルコンテスト進出しました。

テレどまつり大賞（内閣総理大臣賞）

準テレどまつり大賞（２チーム）
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テレどまつり大賞（内閣総理大臣賞）は

夜宵（愛知県名古屋市中区）が初受賞！

（愛知県知事賞） （名古屋市長賞）

審査結果
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奨励賞 Second of the Group

各審査グループ２位のチームに贈られます。
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敢闘賞 Third of the Group

各審査グループ３位のチームに贈られます。
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健闘賞 Forth of the Group

各審査グループ４位のチームに贈られます。
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【マルちゃん×どまつりジュニア大会】 ジュニア賞 Junior Prize

ダブル受賞の可能性あり

特別賞 Special Awards
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特別賞 Special Awards



テレどまつり楽しんだもん勝ち大賞 Tele Domatsuri Enjoyment Award
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全チーム対象・ダブル受賞の可能性あり
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どまつりSNS大賞 Domatsuri SNS Awards

「どまつりSNS大賞」を新設！祭り期間中にとどまらず、事前から一緒にどまつりを盛り上げて
いただいたSNSアカウント（団体・個人含む）に贈ります。初代、どまつりSNS大賞に輝いたのは、
こちらの４アカウントのみなさんです！おめでとうございます！

#どまつり楽しんだもん勝ち のハッシュタグを付けて、
離れていてもSNSでは繋がって盛り上がれる！と動
画編集までして発信していただいた嘉們-KAMON-
のみなさん、ありがとうございました！

365日に渡り、チームの活動だけでなく、どまつり
をSNSで盛り上げていただいている大須笑店街☆
２１のみなさん。もう、どまつりSNS大使に任命しま
す！いつも、本当にありがとうございます！

力強さやかっこいいイラストや、爽やかで透明感のある
イラストなど、SNSでもみなさんが癒されたこと間違
いなし！素敵な投稿の数々ありがとうございました！

インパクト大のかわいいイラストたち。SNSで盛り上げ
ていただきました！ちなみに、この大竹さんの投稿は
プリントアウトして、大竹さんに渡したらとっても喜ん
でいて、大竹さんのお家の表札にしたいそうです！

https://twitter.com/search?q=%23%E3%81%A9%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%82%93%E3%81%A0%E3%82%82%E3%82%93%E5%8B%9D%E3%81%A1&src=hashtag_click


2021年4月15日(木) 中日新聞 社会面25面

2021年5月27日(木) 中日新聞 市民版12面
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主なメディア露出



2021年5月27日(木) 中部経済新聞 名古屋版3面
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2021年5月27日(木)
読売新聞 地域面22面



52

2021年6月1日(火) WEEKLY REPORT 
THE ROTARY CLUB OF NAGOYA



2021年6月2日(水)
中日新聞 教育面17面

2021年7月4日(日)
中日新聞 社会面28面
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2021年8月19日(木) 中日新聞 社会面26面

2021年8月20日(金)
中日新聞 社会面25面
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2021年8月25日(水)
読売新聞 地域面愛知市内27面



2021年8月24日(火)
中日新聞 全面広告12面 55



2021年8月26日(木) 中日新聞 市民面14面
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2021年8月26日(木) 中日新聞 社会面28面



2021年8月27日(金) 中日新聞 市民面16面
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2021年8月27日(金) 中日新聞 社会面30面



2021年8月28日(土) 中日新聞 市民面16面
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2021年8月28日(土) 日本経済新聞 中部経済33面

2021年8月30日(月) 中日新聞 社会面22面

2021年9月1日(水)
中日新聞 社会面30面



2021年8月30日(月) 読売新聞 地域面22面
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2021年8月29日(日)
中日新聞 市民面14面

2021年8月31日(火) 中日新聞 市民版13面

2021年9月1日(水) 中日新聞 市民面19面



NAGOYA FURIMO 8月号
中川区版・緑区版/発行:中広
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2020年8月２3日発行 タウンワーク（東海エリア）／発行：株式会社リクリート

61
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