２０１２年

第１９回うらじゃ
参 加 要 綱

真
～こころ晴れ晴れおかやま魂～
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■ 開催概要
【開催名称】 第１２回おかやま桃太郎まつり 第１９回うらじゃ
【開催期間】 ２０１２年８月４日（土）
、８月５日（日） ２日間
※ 雨天決行
【開催場所】 開催場所につきましては調整中です。
詳しい場所が決まり次第、随時公式ホームページ内にて
ご案内いたします。こまめにチェック下さい。

【主催団体】 おかやま桃太郎まつり運営委員会
岡山県・岡山市・岡山市連合町内会・岡山商工会議所
（社）岡山青年会議所・
（社）おかやま観光コンベンション協会
山陽新聞社・山陽放送・岡山放送・テレビせとうち

【主管団体】 第１９回うらじゃ実行委員会
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〈１〉実行委員長
実行委員長からのご
員長からのご挨拶
からのご挨拶
踊り連の代表者の
代表者の皆様へ
皆様へ

「真」 ～こころ晴れ晴れおかやま魂～
昨年、未曾有の大震災に見舞われた日本。その復興の過程の中、改めて人と人の繋
がりや、絆の大切さが注目されています。原発事故の影響や、まだ出口の見えない経
済状況の中ではありますが、日本人として思いやりの気持ちや強い絆を忘れず一体と
なり、活動を続けて行けば、必ず復興への道は力強く切り開かれると確信しておりま
す。
さて、今回で第１９回目を迎えます「うらじゃ」では、テーマを“真（しん） ～
こころ晴れ晴れおかやま魂～”とさせていただき、岡山の夏を盛り上げて参りたいと
思います。２０回の節目へ向けて、改めて「真のまつりとは何か、真の絆とは何か」
を、岡山のまちづくりを考える一人として真剣に考え、設営して参ります。脈々と受
け継がれてきた「うらじゃ」の歴史を紐解き、これから先のまつりのあり方を考え、
本当に岡山の「まち」と「ひと」に必要とされるべく進化させて参ります。その中で、
参加される踊り連の方々や設営に関わる全てのスタッフ、また県内外から「うらじゃ」
を観に来られる一般の方々全員に真の絆が生まれ、今後の岡山を創るための礎となる
様、一生懸命頑張って参ります。
昨年は１４５の踊り連で６，８５０人、ボランティア参加者数８２０人、観客数５
０万人という規模で開催された「うらじゃ」
。本年もよりまつりを成長させ大成功に
導くためにも、皆様方のご理解とご協力、そしてご支援を賜りますようお願い申し上
げ、実行委員長のご挨拶とさせていただきます。

第１９回うらじゃ実行委員会
委員長
平野 彰一
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〈２〉全ての踊
ての踊り連の参加ルール
参加ルール
① “うらじゃ”
うらじゃ”心得十箇条を
心得十箇条を理解し
理解し、岡山の
岡山の街・人・環境を
環境を大切にする
大切にする踊
にする踊り連である
こと
“うらじゃ”は、まちづくりの一環として「共生と融和」というコンセプトのもと、岡山に
古くから伝わる「温羅伝承」をテーマとして生まれたまつりです。
「おどり」を通じてコミュニケーションを図り、失われつつある郷土愛や相互扶助の精神の
醸成を目的としています。
その実現の第一歩として、マナーの向上（挨拶をする・ポイ捨てをしない・参加要綱のルー
ルを守る等）のような基本的なところからの取組みを練習期間からまつりの当日までを通
して、参加する皆さんにお願いしています。
さらに、
“うらじゃ”が終わったあとにも、この大切にしている精神や取組みを踊り子の皆さ
んの地元地域へも持ち帰り、広めていただける事を期待しています。
＜“うらじゃ”心得十箇条＞
一、
「誇り」をもつ
二、
「歴史・文化」を学ぶ
三、
「先人」に習う
四、
「和」を学ぶ
五、
「自責他尊」
六、
「思いやりの心」
七、
「家庭」を大切にする
八、
「自然」と親しむ
九、
「仲間」を信じる
十、
「動く」

岡山人としての誇りを持つべし
地域の歴史・文化を学ぶべし
先人の尊い教えと行動に触れ、それに習うべし
人の和、地域の和づくりに積極的に参加すべし
自らの責任を自覚し、他者を尊ぶべし
自らの欲するものを他に施すべし
親に孝養を尽くし、子に愛を授くべし
自然に対する畏敬と共生の心を持つべし
自分一人ではない。仲間を信じて行動すべし
私が動けば仲間が動き、地域が日本が動く

※尚、上記についてご理解いただけない場合や、基本的なルールを守れない踊り子さんにつ
いては、皆と共にまつりを盛上げていくのに相応しくないと判断する場合がありますので、
踊り連の中にこの項目が浸透するようお願いいたします。

② 必ず温羅化粧（
温羅化粧（メイク）
メイク）をしていること。
をしていること。
※化粧ブース、巡回隊は一般の観客の方を対象としており、踊り子が利用することはできませ
ん。また、実行委員会で配布しているタトゥーシールを踊り子に差し上げることはできません。

③ １連の踊り子人数は
子人数は１０名
１０名から１００
から１００名
１００名とすること。
とすること。
但し、パレード（市役所筋・表町商店街）に参加される踊り連は２０名から１００名とする
こと。
踊り子人数には、踊り子の他に提灯や旗振りを含めること。（ＭＣや歌い手は踊り子の人数か
ら除いて下さい）
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④ 各踊り
各踊り連は、引率するチームマネージャー
引率するチームマネージャーを
名以上必要とする。
するチームマネージャーを３名以上必要とする
とする。
※ チームマネージャーは他の役務を兼務できません。
「うらじゃ
」か
⑤ 楽曲は
楽曲は、
「うらじゃ（
うらじゃ（原曲）
原曲）
」か「オリジナル曲
オリジナル曲」を使用すること
使用すること。
すること。
※「うらじゃ（原曲）
」は、うらじゃ振興会が販売しているＣＤに収録されている歌詞入り
の楽曲とする。
※「オリジナル曲」には、曲中に必ず「うらじゃ（原曲）」のメロディ（旋律）が連続して
３０秒以上含むこと。

⑥ 各踊り
各踊り連の持ち時間は
時間は、スタート合図
スタート合図が
合図が出てから５
てから５分とする。
とする。
※５分を越えた場合は、曲を止める場合があります。
※スタート合図とともに地方車は前進します。

⑦ 旗および小道具等
および小道具等を
小道具等を使用する
使用する場合
する場合は
場合は、安全上の
安全上の点から、
から、ポールの長
ポールの長さが 1800 ㎜以内とする
以内とする
こと。
（実行委員会
）
こと。
（実行委員会が
実行委員会が配布する
配布する踊
する踊り連のぼりは除
のぼりは除く。
※会場によっては使用できない場合もあります。
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〈３〉参加申込手続きについて
参加申込手続きについて
１．参加申込受付期間

２０１
２０１２年４月１６日（月）０時 ～ ５月１０日（木）１５時
１５時
○所轄との調整により、参加踊り連数に上限を設ける可能性があります。参加の確定は、
申込受付期間後に公式ホームページにてお知らせします。
（参加申込＝参加確定ではありませんのでご注意下さい。
）

２．参加申込方法
参加申込は、公式ホームページにて受付致します。
指定のフォームに必要事項を記入し、お申込み下さい。
※ 電話・ＦＡＸでの申込みは受け付けておりません、ご了承下さい。

公式ホームページ
公式ホームページＵＲＬ：
ホームページＵＲＬ：http://2012.uraja.jp
※ 昨年参加踊り連の内、著しく参加ルールを違反した踊り連に関しては、参加を見送ら
せて頂く場合がございます。
※ 参加申込により知り得た個人情報は、うらじゃの運営上以外その他の目的には使用
いたしません。

３．連絡手段について
連絡手段について
参加申込みの後、事務局とのやり取りは、原則、踊り連代表者からのＥ－ｍａｉｌのみ
とさせて頂きます。なお、Ｅ－ｍａｉｌを送る際は、必ず以下の項目を明記してお送り
ください。

①踊り連番号

②踊り連名
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③代表者氏名

４．参加費について
参加費について
参加費は、以下の項目に分かれております。また、納金方法は銀行振込とさせて頂き、振
込が確認できた時点で、参加申込完了とさせて頂きます。

[踊り連参加料]
連参加料]

１踊り連一律

￥１０，
１０，０００－
０００－

[個人参加料]
個人参加料]

参加者１
参加者１名につき ￥１，０００－
０００－
[市役所筋
市役所筋パレード参加料
パレード参加料]
参加料] ※市役所筋パレードへ参加する踊り連のみ

１踊り連

￥２０，
２０，０００－
０００－

お振込み
振込み額＝踊り連参加料＋
連参加料＋個人参加料×
個人参加料×参加人数＋
加人数＋市役所筋
市役所筋パレード参加料
パレード参加料
＜振 込 先＞
銀 行 名 ：中国銀行 本店営業部 （普）３２８４５５１
２ ０ １ ２ ネ ン ド ウ ラ ジ ャ ジッコウ イ イ ン カ イ

カイケイ

ヤ マ ネ ジュンイチ

口座名義：２０１２年度うらじゃ実行委員会 会計 山根 順 一
※振込手数料は、各自ご負担下さい。

＜振 込 期 間＞

２０１２
２０１２年４月１６日
１６日（月）０時 ～ ５月１０日
１０日（木）１５時
１５時
※ 注意事項
・ お振込みの際、必ず踊り連番号・
連番号・踊り連名が分かるようにお振込み下さい。
・ 入金の確認に時間を要する場合がありますので、締切日の数日前までのお振込みを
お勧めします
・ 万が一、参加を辞退および参加人数が減少になっても、参加費の返却は出来ません
のでご了承下さい。
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〈４〉今後のスケジュール
今後のスケジュール
日 時

項 目

4 月 14 日
（土） 19 時～20 時 30 分

第１回代表者会議【市役所７階
大会議室】
回代表者会議

4 月 16 日
（月）

0時

参加申込み
参加申込み受付 開始

4 月 21 日
（土）

19 時～20 時

チェック欄
チェック欄

うらじゃ相談会
うらじゃ相談会【うらじゃ振興会事務局】
相談会
参加を検討中の方を対象とした質疑応答

参加申込み
参加申込み受付 終了
※参加の確定は、申込受付期間後に公式ホームページにてお知
らせします。

5 月 10 日
（木）

15 時

参加費の
参加費の振込受付
振込受付締切
受付締切り
締切り
公式ホームページ
公式ホームページ用紹介文
ホームページ用紹介文＆
用紹介文＆写真提出締切り
写真提出締切り
※ＨＰにて登録できない場合は、メールや郵送、または事務局
に持参していただければ、受付します。

5 月 18 日
（金）
までに

17 時

オリジナル曲録音
オリジナル曲録音ＭＤ＆
曲録音ＭＤ＆使用楽曲届
ＭＤ＆使用楽曲届提出締切
使用楽曲届提出締切り
提出締切り
提出先：うらじゃ振興会事務局
※オリジナル曲録音ＭＤの返却はいたしません。

5 月 18 日
（金） 19 時～20 時 30 分

表町商店街パレード・
表町商店街パレード・下石井公園演舞場
パレード・下石井公園演舞場（
下石井公園演舞場（こども演舞場
こども演舞場
抽選会【うらじゃ振興会事務局】
含む）抽選会

6 月 14 日
（木）

参加申込者名簿提出締切り
参加申込者名簿提出締切り

15 時

6 月 16 日
（土） 19 時～20 時 30 分 市役所筋パレード
市役所筋パレード抽選会
パレード抽選会【うらじゃ振興会事務局】
抽選会
7 月 6 日(金)
7 月 7 日(土)
9 月中旬 予定

19 時～20 時 30 分

第２回代表者会議【市役所７階
大会議室】
回代表者会議
※６日・７日のどちらかにご参加ください。

第３回代表者会議

※使用楽曲届は、公式ホームページ（http://2012.uraja.jp/）からダウンロードできます。
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〈５〉市役所筋パレード
市役所筋パレード
【日
時】 ８月５日（日）
【場
所】 市役所筋
【形式と注意点】 地方車を先導にした前進パレード
スタート合図が出てから持ち時間５分とします。
（７０～８０ｍ×３回パレード）
※５分を越えた場合、曲を止める場合があります。
※スタート合図とともに地方車は前進します。
隊列目安は、横４列１００名まで スタート時間は事前指定
進行が遅い踊り連には運営側で指示を出します。運営の指示に従わない
場合や危険と判断した場合 即刻パレードを中止します。
【審
査】 あり
【参 加 資 格】 踊り子人数：２０名以上１００名まで
参加予定枠：１１８連 参加条件を満たした、先着順にエントリー受付
予定枠を超えた場合はキャンセル待ちでの受付となります
※ 同一メンバーでの複数エントリーは認められません
※ 同一のオリジナル曲での複数連使用は禁止とします（審査は一連のみ）

〈６〉表町商店街パレード
表町商店街パレード
【日
時】 ８月４日（土）
、８月５日（日）
【場
所】 表町商店街
【形式と注意点】 地方車を先導にした前進パレード
スタート合図が出てから持ち時間５分とします。
（５０～９０ｍ 回数未定）
※５分を越えた場合、曲を止める場合があります。
※スタート合図とともに地方車は前進します。
隊列目安は 横２列 ルート上に幅約３．５ｍで白線を引きますので
その枠内でならば、隊列にこだわりません。
スタート時間は、事前指定。
進行が遅い踊り連には運営側で指示を出します。
旗振りは厳禁です。
（危険な為）
運営の指示に従わない場合や危険と判断した場合、即刻パレードを中止
します。
【審
査】 なし（土曜日のパレードには表町商店街での独自の賞を企画しています）
【参 加 資 格】 踊り子人数：２０名以上１００名まで（推奨６０名程度）
枠を超えたエントリーがあった場合は抽選を行います。
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〈７〉温羅化粧
【日
【場
【Ｐ

～“うらじゃ”
うらじゃ”のもう１
のもう１つの柱
つの柱！～

時】 ８月４日（土）
、８月５日（日）
所】 化粧ブース、巡回隊（市内各所） 詳細未定
Ｒ】 全国に類を見ない、顔にめいっぱい化粧が施されたまつり。それが“う
らじゃ”のもう一つの特徴です。毎年多くの皆様が踊り連の個性豊かな
温羅化粧に注目し、その雰囲気に誘われ自らも温羅化粧を！と楽しみに
しておられます。今年のうらじゃ本祭でも、さらに多くの皆様に“うら
じゃ”の魅力を肌で直に感じて頂けるよう企画を考えています。
踊り連の皆様にも見るものを魅了する温羅化粧を期待しています。

〈８〉こども演舞場
こども演舞場（
演舞場（事前エントリー
事前エントリー制
エントリー制）
【日
時】 ８月４日（土）
【場
所】 下石井公園
【形式と注意点】 スタンディング形式、持ち時間５分（口上含む）
スタート時間は事前指定
【審
査】 なし
【参 加 資 格】 踊り子の３分の２以上が小学生以下の踊り連
【Ｐ
Ｒ】 これからの“おかやま”を、将来の“うらじゃ”を担う子供達のための
演舞場。
「こども演舞場」ならではの賞を企画中です。お楽しみに！

〈９〉下石井公園演舞場
下石井公園演舞場（
演舞場（事前エントリー
事前エントリー制
エントリー制）
【日

時】 ８月４日（土）こども演舞場終了後～１７時
８月５日（日）
【場
所】 下石井公園
【形式と注意点】 スタンディング形式、持ち時間５分（口上含む）
土曜日か日曜日どちらかのエントリーとなります。
スタート時間は事前指定（但し、エントリー枠をオーバーした場合には
抽選とさせていただきます。
）

〈１０〉
１０〉下石井公園ガーデンナイト
下石井公園ガーデンナイト
【日
【場
【Ｐ

時】 ８月４日（土）１８時～
所】 下石井公園
Ｒ】 今年も下石井公園ガーデンナイトを開催いたします。市民の方々や踊り
連の方々にも楽しんでいただけるよう企画しておりますので、お楽しみ
に！
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〈１１〉
１１〉フリーエントリー演舞場
フリーエントリー演舞場
【日
【場

時】 ８月４日（土）
、８月５日（日）
所】 市内各所
※昨年の会場、岡山駅前広場、野田屋町公園、両備ＨＤ、
イトーヨーカドー、さん太広場、市役所筋、表町商店街ほか
【形式と注意点】 スタンディング形式、持ち時間５分（口上含む）
会場によって踊れる人数が違います。
【受 付 方 法】 当日エントリー（当日に会場での登録）
（注）下石井公園演舞場については、事前エントリー制になっています
ので、前ページの「<９>下石井公園演舞場（事前エントリー制）」
にて事前登録して下さい。

〈１２〉総おどり
【日
【場
【楽
【Ｐ

時】
所】
曲】
Ｒ】

～心とこころを結
とこころを結ぶ“うらじゃ”
うらじゃ”の原点ここにあり
原点ここにあり～
ここにあり～
８月５日（日） ２０時～２１時《予定》
市役所筋
うらじゃ（原曲）
、うらじゃ音頭
総おどりは、観客と踊り子が一体となって踊れることが魅力です。今年
はその総おどりの魅力をさらに多くの人たちに伝え、踊り子の皆さんは
もちろん、より多くの観客の方に総おどりを踊ってほしい、また、多く
の見ている方にも総おどりを楽しんで欲しいと思っています。そのため
に、総おどりの雰囲気を盛り上げる会場構成や、観客が参加しやすい工
夫を盛り込んで行きたいと考えています。「踊って楽しい！見ても楽し
い総おどり！」を目指して行くので、踊り子の皆さんも一緒になって総
おどりをもう一段盛り上げていきましょう！
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〈１３〉参加ルール
参加ルール 補足説明
１． 振り付けについて
① パレード会場においてはスタートからゴールまで、止まらずに且つ、一定のペース
で前進演舞して下さい。
② 会場運営の妨げとなる踊り形式は、禁止です。
（例）座り込みの踊り、鳴子等を地面においての踊り
２． 楽曲について
楽曲について
① オリジナル曲の事前審査は、実行委員会で行います。
提出期限（５月１８日（金）１７時）までにＭＤ・楽曲使用届をうらじゃ振興会事務
局へご提出ください。提出されたＭＤは返却しませんので、必ず本祭当日ＭＤをご持
参ください（持参必須）
。
※原曲の場合は、ＭＤ・楽曲使用届の提出の必要はありません。
□うらじゃ（原曲）とは：うらじゃ振興会が販売しているＣＤに収録されている
歌詞入りの楽曲とする。
□オリジナル曲とは：
“うらじゃ（原曲）
”を編曲・編集してあるもので、曲中に
必ず「うらじゃ（原曲）
」のメロディ（旋律）が連続して３０秒以上含むこと。
楽曲使用届に原曲のメロディ挿入時間を明記していただきます。
② オリジナル曲に既成曲を使用（編曲・編集）する場合の注意
・市販の楽曲を利用する際の著作権手続き等に関しては各踊り連で必ず許可を取っ
てください。また、他の踊り連（うらじゃ以外の祭りも含む）の楽曲または、う
らじゃ振興会の提供するアレンジ曲を利用する場合も同様です。
・あまりに規定を逸脱している場合、使用不許可になります。
③ 実行委員会では、著作権等に関して責任を負いません。
④ ＭＤ（
（オリジナル曲
オリジナル曲の本祭で
本祭で使用する
使用する音源
する音源）
音源）について
◇ＭＤへの録音は、必ず１曲のみＳＰモード
ＳＰモード（
モード（標準）
標準）で録音して下さい。
◇必ず予備のＭＤを２枚以上用意してください。
◇オリジナル曲での参加の場合、音圧レベルにご注意ください。
⑤ 同一のオリジナル曲での複数連使用は禁止とします。
⑥ うらじゃ音頭、結～ＹＵＩ～について
「うらじゃ音頭」は実行委員会が行う総おどり専用曲です。また「結～ＹＵＩ～」
は、実行委員会が指定する会場でのみ使用できます。
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３． 地方車に
地方車に関する事項
する事項
① 地方車は実行委員会で用意したものを使って下さい。
② 実行委員会で用意する地方車の乗車は３名以内であれば、地方車乗車による撮影も
可能です。付き添いの方の乗車や荷物の積み込みは出来ません。
◇ 踊り子の乗車は認めません。
◇ かぶり物をしている場合は、危険防止のため地方車への乗車を禁止します。
４． 衣装に
衣装に関する事項
する事項
① 原則自由ですが、公序良俗に反しないもの、またまつりの雰囲気を著しく害さない
ものにして下さい。
② 全ての会場において、裸（上半身のみも含む）は禁じます。
５． 演出に
演出に関する注意事項
する注意事項
① 同一メンバーでの複数エントリーは認められません。
② 火気を伴う演出は一切禁止します。
③
清掃の必要を伴う散布や花吹雪などは禁止します。
④
旗および小道具等を使用する際は観客に十分注意して下さい。また、過度に使用
した場合、演舞をお断りします。
６．公式ホームページ
公式ホームページ用紹介文
ホームページ用紹介文および
用紹介文および写真
および写真の
写真の登録について
登録について
① 踊り連エントリーシステムＨＰの中で、公式ホームページ用紹介文および写真を登
録してください。
（ＨＰにて登録が出来ない場合は、メールや郵送していただくか、
または事務局にて直接申し込みを受付します。
）
② ＨＰ上で登録した場合は、改めてメールや郵送で送付する必要はありません。
７．保険について
保険について
① 参加踊り連には、団体レクリェーション保険に加入して頂きます（各踊り連の裏方も
含む）
。
② 保険料は参加費に含まれます
③ この団体レクリェーション保険は、熱中症にも適用されます。
④ ご心配であれば、踊り連ごとに任意の保険に加入されることもお勧めします。
⑤ 実行委員会では踊り子の事故、災害などに責任を負いません。
８．踊り連及び
連及び踊り子肖像権の
子肖像権の取り扱いについて
① 参加踊り連の肖像権及び著作権は２次使用も含め、全てうらじゃ実行委員会および、
うらじゃ振興会に帰属するものとします。

- 12 -

９．その他
その他の注意事項
① 各踊り連は自己自律で責任を持って下さい。
② 各踊り連の代表者はルール及び注意事項をメンバーに守るよう徹底して下さい。
③ 会場では運営本部、誘導員、警備員などの係員に従って下さい。
④ 会場周辺ほぼ全域が「美化推進重点区域」
「路上喫煙制限区域」となっています。
「美
化推進重点区域」では、ポイ捨てをした場合、ポイ捨てをした物の回収容器等（ごみ
箱など）への収納、または持ち帰りの命令に違反した者は、２万円以下の罰金になる
場合があります。また、
「路上喫煙制限区域」では、区域内の公共の場所（道路、公
園など）では、認められた灰皿（設定灰皿）がある場所以外は喫煙できません。
⑤ 各踊り連は、各会場集合時間を厳守して下さい。棄権とみなす場合もあります。
⑥ 当日は体調管理に十分気をつけ、こまめな水分補給などを行って下さい。
⑦ 演舞中、又は演舞後に事故及び体調不良な踊り子がいる場合には近くの係員にお知ら
せ下さい。
⑧ 未成年者の踊り子は必ず保護者及び学校の承諾を受けたうえで参加させて下さい。
⑨ 未成年者の喫煙・飲酒は絶対させないように注意を払って下さい。
⑩ 非常時、演舞を中止させる場合もありますのでご了承下さい。
⑪ 各参加者の荷物、貴重品は自己管理して下さい。万一、盗難・紛失にあっても主催者
側は責任を負えませんので注意下さい。
⑫ 好意でも知人以外の荷物は預からないようにしましょう。トラブルの原因になります。
⑬ タトゥーシールの使用は肌の弱い方はお気をつけ下さい。かぶれたりする場合がござ
います。また、踊り連が独自に作成したタトゥーシールを一般の人に配布する場合も
ご注意下さい。
１０．
１０．練習について
練習について
① 公共施設等では、他の利用者の迷惑になるような行為はしないでください。
② ここ数年、練習に使用されている会場関係者や近隣住民の方から、騒音・交通マナー・
ゴミ等の苦情が岡山市・実行委員会に届いています。トラブルに関しては、岡山市・
実行委員会は一切責任を負いません。
１１．
１１．マナーについて
① ゴミ、たばこのポイ捨てをしないで下さい。
② ゴミの分別にご協力下さい。
③ 決められた場所以外での喫煙をしないで下さい。
④ 歩きたばこはしないで下さい。
⑤ 会場以外で、鳴子や楽器の音を出したり、大きな声で騒がないで下さい。
⑥ 移動中、来街者や電車の乗客に迷惑をかけないように気をつけて下さい。
⑦ 他の踊り連の応援の際も、他の方の迷惑にならないように気をつけて下さい。
⑧ 当日は係員の指示に従い、勝手な判断で行動しないようにして下さい。
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以上のことに
以上のことに、
しく違反している
かけた場合、
以後の参加をお
参加をお断
のことに、著しく違反
違反している踊
している踊り連を見かけた場合
場合、以後の
をお断りさせ
ていただく場合
ていただく場合もあります
場合もあります。
もあります。

〈１４〉お問い合わせ先
わせ先
第１９回うらじゃ実行委員会
〒700-0822

ＦＡＸ

岡山市北区表町１丁目４－６４ 上之町ビル４階
うらじゃ振興会事務局内
： ０８６－２２６－０８９９（うらじゃ振興会事務局兼用）

E-mail
： matsuri@uraja.jp
http://2012.uraja.jp
公式 URL :
業務時間 ： 月曜日 ～ 金曜日（祝日を除く）
（４月１日～８月３１日）
１０：００～１７：００

- 14 -

