
 

資料提供(投げ込み) 令和元年５月７日（火） 

場所 津市政記者室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

白山総合支所地域振興課 

白山総合文化センター 

（電話０５９－２６２－５８９３） 

地域振興課総務担当主幹 

山川 隆宏 

 
第１１回しらさぎフェスタの開催について 

 
市民交流イベントとして、下記のとおり「第１１回しらさぎフェスタ」を開催しま

す。 
記 

１ 日時 

令和元年５月１２日（日）１０時～１６時  

 

２ 会場 

津市白山総合文化センターしらさぎホール 

 

３ 内容 

(1) メイン会場 

「東西踊り合戦」や「東西対抗風船割りゲーム」、伊勢白山轟太鼓、沖縄三線

ライブ、誰でも参加できる豪華景品抽選会などを開催 

ア ３０の踊りチームが東西両軍に分かれて東西踊り合戦を実施します。 

  イ 参加チームから１名代表者を選出し、一定時間内にどれだけの風船を踏み割

れるかを競います。 

  ウ 誰でも参加できる「豪華景品抽選会」を今年も閉会式前に実施 

    ※景品の詳細は、当日、会場で発表しますが、例年どおり豪華景品を取り揃

えています。 

(2) サブ会場 

「ふるさと物産展」やフィオ・カマレイ・マカナニ・フラ・スタジオの出演 

(3) 会場内 

   「しらさぎ宝探し」や「ゆるキャラ大集合」、白山こども園児の絵画展、三重

ヨーガ研究会ラトナによる展示、さくら会によるバルーンアート活動 

 

４ 主催 

しらさぎフェスタ実行委員会 

   電話番号 ０８０－３６２４－０７４１（伊藤） 
E-mail：sirasagi_5_4351@yahoo.co.jp  HP http://gingira.jimdo.com/ 

 

５ その他 

駐車場はご用意しておりますが、極力、公共交通機関でお越しください。お車で 

お越しの場合は、乗り合わせでお願いします。 

mailto:sirasagi_5_4351@yahoo.co.jp
http://gingira.jimdo.com/


 



開催にあたって 

津市白山の「しらさぎホール」を活用した交流と情報発信が目的の当フェスタは、昨年、皆様のおかげで

１０周年を迎えさせていただきました。 

これもひとえに地域の皆様方のご協力、ご協賛いただける事業者の皆様、ご参加いただける各団体の皆様、

そしてご後援いただける津市の皆様のおかげと深く御礼申し上げます。 

 折しも、日本では平成の世を終え、令和という新時代が始まりました。しらさぎフェスタも１０年という

節目を終え、新たな段階に入り、より皆様に愛され続けるイベントとしてご愛顧いただけるよう、スタッフ

一同、心新たに取り組んでまいります。 

しらさぎフェスタを、少しでも、皆様方に楽しんでいただければ幸甚に存じます。 

 

しらさぎフェスタ実行委員長 森下 絹子 

 

今回の「しらさぎフェスタ」の主な企画 

「東西踊り合戦」様々な踊りチームが東西両軍に分かれ、各会場で日ごろ鍛えた踊りを披露！（観覧無料） 

 

「豪華景品大抽選会」 日本最大級のテーマパークのペアチケットなど、豪勢な景品を多数ご用意した恒例の

豪華景品大抽選会！大ホールにて、閉会式前に実施します！参加費無料！どなたでもご参加いただけます。 

  ルール：15 時 25 分までに、ホール内に着席ください。その席番号が抽選番号となります。  

景品：詳細は、関係諸法規等の都合により、当日の抽選会場でしか発表できません。 

 

「ふるさと物産展」おいしい食事や買い物が楽しめる「ふるさと物産展」を今年も開催します！  

  時間：10 時から 15 時頃まで  ※出展者の一覧は、当パンフレットをご参照ください。 

 

「じゃんけん抽選会企画」両軍大将と観客の皆様とのじゃんけん勝負による景品抽選企画を行います。 

どなたでもご参加いただけます。ぜひメイン会場に 11 時にお越しください。 

 

「東西対抗ビーチバレー」踊り合戦の全チームの代表者が挑戦する東西対抗の新企画。ビーチバレーのトスを

何回継続できるかを競う新企画。勝利した軍には、くじ引き演舞の抽選枠を一枠余分にゲットできます！  

各チームの代表者 1 名は、12 時にサブ会場の受付前にお集まりください。 

 

「東西対抗 風船割りゲーム」踊り合戦の全チームの代表者が挑戦する、今回もう一つの東西対抗新企画。 

東西対抗で、一定時間内にどれだけの風船を踏み割れるかを競う新企画。勝利した軍には、東西踊り合戦の

点数を大幅アップ！両各チームの代表者 1 名は、14 時 45 分に多目的室にお集まりください。 

 

「しらさぎ宝探し」会場に隠された「お宝」を追って、会場内を冒険する宝探しクイズゲームです。  

  参加方法：ホールのロビーの受付で参加費３００円と引き換えに「お宝マップ」を受け取ってください。  

  受付時間は午前 10 時から 11 時と午後 12 時から 13 時です。 

 

この他にも昨年好評だった「さくら会」の皆様によりバルーンアートや 

昨年から白山こども園となった園児の皆さんによる「園児の絵画展」 

「ゆるキャラ大集合！」など、楽しい企画が盛りだくさんです！ 



東西踊り合戦 メイン会場タイムテーブル 

 

10:00-10:15  伊勢白山轟太鼓 演奏 

10:15-10:30  開会式 

10:30-10:40  第 01 取組 （東軍 凛ジュニア 鈴鹿クラス×西軍 波桜） 

10:40-10:50  第 02 取組 （東軍 松阪しょんがいソーラン×西軍 三重ソーラン隊かもめ） 

10:50-11:00  第 03 取組 （東軍 藤水バリバリ踊っちゃオー×西軍 飃〜FREEDOM〜） 

11:00-11:10  じゃんけん抽選会企画 

11:10-11:20  第 04 取組 （東軍 掌栄組×西軍 和笑-わっしょい-） 

11:20-11:30  第 05 取組 （東軍 祭遊旗×西軍 凛きっず） 

11:30-11:40  第 06 取組 （東軍 津々うらら×西軍 よろず屋） 

11:40-11:50  第 07 取組 （東軍 知多きらく×西軍 凛ジュニア 津クラス） 

 

11:50-13:00 －昼休憩― 

 

13:00-13:10  第 08 取組 （東軍 勝山組×西軍 A'SKIT） 

13:10-13:20  第 09 取組 （東軍 春の風咲き乱れ×西軍 炎`s～ファイヤーズ～） 

13:20-13:30  第 10 取組 （東軍 めいわこいや×西軍 鳳牙） 

13:30-13:40  第 11 取組 （東軍 ダンスチーム凛×西軍 志舞） 

13:40-14:00  沖縄三線ライブー高崎幸生氏― 

14:00-14:10  第 12 取組 （東軍 津凪-tsunagi -×西軍 わいわい踊ろう会） 

14:10-14:20  第 13 取組 （東軍 嘉舞羅×西軍 皇學館大学よさこい部“雅”） 

14:20-14:30  第 14 取組 （東軍 舞來瞳+PRIDE+×西軍 Seyate 隠） 

14:30-14:40 第 15 取組 （東軍 鈴海龍×西軍 GIN☆GIRA 連合） 

14:40-14:55  くじ引き演舞 

14:55-15:15  東西対抗 風船割りゲーム 

15:15-15:25 三重とこわか国体・三重とこわか大会 PR タイム 

15:25-15:45  豪華景品大抽選会 

15:45-16:00  閉会式 

 

 

＜以下の各賞につき、閉会式にて発表します＞ 

◇勝利軍賞：各対決演舞を審査員の皆様に審査いただいた合計点数で勝利した軍の全チームに贈られます。 

◇ネバーギブアップ賞：同じく惜しくも敗れた側の軍の全チームに贈られます。 

◇しらさぎ大賞：勝利軍の全チームの中から、大将が１チーム選出します。 

◇敢闘賞：敗退軍の全チームの中から、大将が１チーム選出します。 

◇企画賞：新元号決定にちなみ、「平成→令和賞」を選出します。 

 

 

 

 

 



サブ会場タイムテーブル 

10:30-12:00 東西踊り合戦参加チームの演舞（1５チーム） 

10:30 勝山組→10:35 わいわい踊ろう会→10:40 A`SKIT→10:45 春の風咲き乱れ→ 

10:50 炎`s～ファイヤーズ～→10:55 めいわこいや→11:00 鳳牙→11:05 ダンスチーム凛→11:10 志舞→ 

11:15 津凪-tsunagi-→11:20 嘉舞羅→11;25 皇學館大学よさこい部“雅”→11:30 舞來瞳+PRIDE+→ 

11:35 Seyate 隠→11:40 鈴海龍→11:45 総踊り 

 

 11:50-12:00 三重とこわか国体・三重とこわか大会 PR タイム 

12:00-12:10 旗振り合戦 

12:10-12:25 東西対抗 ビーチバレー 

12:25-12:30  くじ引き演舞枠抽選 

12:30-13:00 音源投げ入れタイム 

※受付時間：12 時-12 時 10 分までサブ会場受付（多数の場合、抽選） 

13:00-13:20  フラダンス ーフイオ・カマレイ・マカナニ・フラ・スタジオー 

 

13:20-14:30 東西踊り合戦参加チームの演舞（１４チーム） 

13:20 凛ジュニア 鈴鹿クラス→13:25 波桜→13:30 松阪しょんがいソーラン→ 

13:35三重ソーラン隊かもめ→13:40藤水バリバリ踊っちゃオー→13:45飃〜FREEDOM〜→13:50掌栄組→ 

13:55 和笑-わっしょい-→14:00 祭遊旗→14:05 凛きっず→14:10 津々うらら→14:15 よろず屋→ 

14:20 知多きらく→14:25 凛ジュニア 津クラス 

 

 

＜皆様へのお願い＞ 

◇喫煙及び飲食は、所定の場所でお願いします 

◇当フェスタは、ゴミ箱はご用意しておりません。ゴミについてはお持ち帰り等のご協力をお願いします。 

◇大ホールは禁煙及び飲食禁止です。マナーを守って楽しくご参加ください 

◇泥酔状態など、他の方々に迷惑になるような参加、観覧はお断りします。 

場合によってはご退場いただく事もあります 

 

 

ふるさと物産展 出店者及び出店内容一覧 

 

 

 

 

 

・ちとせ（季節弁当・牛丼など） 

・浜（あまごめし・季節弁当・草餅など） 

・魚儀（うなぎ弁当・うなぎちらし） 

・藤田こんにゃく（味ご飯・巻き寿司・五平餅等） 

・コスモス作業所はくさん作業所（自主製品） 

・味国屋（超特大ジャンボたこ焼・から揚げ等） 

・丸八食品（焼きそば・広島焼・ポテトなど） 

・おやつ工房勝山（タピオカドリンク・チュロス） 

・青山高校（焼きそば・ポテト・から揚げなど） 

・すずめの学校（手作り雑貨） 

・アクセサリー市村（手作りネックレスなど） 

・テライ企画販売（牛串・ポテト・焼きそばなど） 

・なにわセブンフーズ（たこ焼き・広島焼・ポテト等） 

・めぐみの里（麹・糀水など） 

・TAKO-YA（たこ焼き・焼きそば・串焼きなど） 



 

各出演団体の自己紹介（東西踊り合戦出演チームは、別ページのチーム紹介をご覧ください） 

伊勢白山轟太鼓 

（メイン会場：１０時―１０時１５分） 

旧一志郡白山町で結成 今年 21 年目の和太鼓集団です。 

中学生から 60 代までの老若男女 13 人で、町内の小学校をお借りして練習しています。施設の慰問や   

神社の年越し奉納太鼓など、地元に根差した演奏活動をしています。今日の演奏は創作太鼓「和」。元気を    

届けられるよう、頑張って叩きます。 

 

沖縄三線  高崎幸生 

（メイン会場：１３時 40 分―１４時） 

津市在住 。沖縄にて三線と出会い演奏活動を始める。現在は三線講座講師やサークル代表を務め介護施設

でのボランティア演奏、各種イベント出演、沖縄料理店でのライブ活動を行なっている。 

 

フイオ・カマレイ・マカナニ・フラ・スタジオ 

（サブ会場：１３時―１３時２０分） 

ハワイの今は亡き偉大なクム・カマレイサタナカの師事を受けた、中村燿子先生の指導のもと、フラを   

楽しんでいるスタジオです。 

スタジオ生・カルチャクラスで地域イベントやボランティア等で活動しています。 

 

ボランティアグループ さくら会 

（ギャラリー：バルーンアート） 

私たちは、バルーンアートを生かして白山地域でのイベントボランティアや地域住民との交流を深める  

活動を行っています。そして、白山地域の“福祉の輪”が広がる活動を応援しています！ 

 

白山こども園（年長児の絵） 

（ギャラリー：展示） 

平成30年4月から白山幼稚園と白山保育園が白山地域の乳幼児教育を担う“津市立白山こども園」として、

開園しました。「元気いっぱい！楽しさいっぱい！」の白山こども園年長児４９名が描いた絵を展示します。 

 

三重ヨーガ研究会ラトナ 

（ギャラリー：展示） 

三重で活躍した鳴子が海を渡り、インドの子ども達との楽しい文化交流に一役買ってくれました。 

ガイドブックやテレビでは紹介しないインドの一面を見てみてください。 

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会津市実行委員会 

（受付隣：案内。メイン会場：15 時 15 分－15 時 25 分。サブ会場：11 時 50 分―１2 時） 

2021 年に第 76 回国民体育大会（三重とこわか国体）と第 21 回全国障害者スポーツ大会（三重とこわか

大会）が開催されます。三重県での国民大会の開催は 46 年ぶり、全国障害者スポーツ大会は初開催と   

なります。国体・大会には選手としてだけでなく、様々な形で参加することができますので、私たちと   

一緒に盛り上げていきましょう！ 

 



東西踊り合戦 東軍チーム紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凛ジュニア 鈴鹿クラス(りんｼﾞｭﾆｱすずかクラス) 
 

主に小学生で構成するダンスチーム凛のジュニアチーム 

『凛ジュニア』の鈴鹿クラスです。 

昨年の 10 月から鈴鹿市内で正式に活動を開始！ 

ただいまメンバー大募集中です！ 

松阪しょんがいソーラン(まつさかしょんがいそーらん) 
 

松阪の祭り等でおなじみの「しょんがいソーラン」を松浦 

武四郎生誕２００年を記念に作った武四郎バージョンで 

参加いたします。武四郎さんポーズにもご注目！ 

応援よろしくお願いします。 

 

藤水バリバリ踊っちゃオー(ふじみずﾊﾞﾘﾊﾞﾘおどっちゃｵ-) 
 

潮干狩りで有名な御殿場海岸のある藤水小学校のチーム 

です。卒業生の力を借りて活動しています。6 年生不在の  

今年 5 年生が憧れの旗や扇子を練習してきました。よさこい

大好きな私たちが作った歌で演舞します。 

 

 

 

掌栄組(たなごころさかえぐみ) 
 

『握れば拳!!開けば掌!!』、緑の法被の南中ソーラン、掌栄組

です。今年も新メンバーの初イベントがしらさぎフェスタで

超うれしいです。やっぱり『踊るってメッチャ楽しい!!』 

 

 

祭遊旗(さいゆうき) 

 

愛知県からやって来ました旗士チーム「祭遊旗」です。  

我々は、世界制覇を目指し活動しています。昨年は、皆様の

おかげで勝利することができ美味しい酒が飲めました！ 

今年も勝利の美酒を味わえるよう頑張ります！ 

 

津々うらら(つつうらら) 
 

親子 3 世代の年齢層でやっております、津々うららと   

申します。ちょっと背伸びをして作ったこの曲も、今日で 

踊り納めです。めいっぱい背伸びして、踊りきります！  

よろしくお願いします。 

 

知多きらく(ちたきらく) 
 

愛知県知多市から来ました「知多きらく」です。私たちは  

子供から大人まで垣根を超えて和気藹々と活動しています。

子供パワーがアップしすぎて押され気味の大人たちです

が・・・負けじと頑張って参ります(笑) 

 
 

 

勝山組(かつやまぐみ) 
 

三重県鈴鹿市を中心に活動している勝山組です！本日しら

さぎフェスタにて、オリジナル曲 鯨祭波(いさな)を初披露

させて頂きます。持ち前のパワー＆ボイス＆汗＆においを 

武器に精一杯踊ります。ご声援の程、よろしくお願いします。 

 

春の風咲き乱れ(はるのかぜさきみだれ) 
 

津市河芸町で活動しています。今年の新曲初披露です。   

少人数ではありますが、精一杯踊りますので応援よろしく 

お願いします。 

 

めいわこいや 
 

練習好きで、おしゃべりも好き、ついでにグルメも相当  

好きなそんな 5 人組。みどり豊かな白山の地で笑顔を   

たやさずよさこいを踊りたいと思います。 

 
 

ダンスチーム凛(ダンスチームりん) 

 

津市・鈴鹿市を拠点に活動する結成 17 年目の若者中心のチ

ームです。昨年の演舞曲『登竜門』を物語の舞台である、  

この白山で踊り納めます。皆様に、楽しんでいただければ 

幸いです。 

 

津凪-tsunagi- (つなぎ) 

 

結成２年目津市を中心に活動している津凪と申します。  

ニュースタンダードを目指したセンセーショナルな演舞、 

一味違う我々のエンターテイメントショーをお楽しみ  

ください。Everybody Say ＨＯ！ 

 

嘉舞羅(かぶら) 
 

鈴鹿市を拠点とし活動しています。ご覧の通り少人数では 

ありますが、精一杯演舞させていただきますので応援の程、

宜しくお願い致します。 

 

舞來瞳+PRIDE+(ぷらいど) 
 

鈴鹿市からやってまいりました舞來瞳です。元気、感動、  

感謝を伝える如く、一生懸命踊らせて頂きますので、どうぞ

よろしくお願いします。 

 

鈴海龍(りんかいりゅう) 
 

こんにちは！鈴海龍です！2018 年の演舞曲「干支物語  

(えとものがたり)」を踊ります。宜しくお願いします！ 

 



東西踊り合戦 西軍チーム紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波桜(なみざくら) 
 

私たちは津市芸濃町を中心に活動している年齢層豊かな 

チームです。今年のテーマは『祭り』。龍と虎が率いる 2 つ

のグループが、ぶつかり合いながらも最後は全員が一体と 

なって祭りを盛り上げます。今年の波桜はお祭り騒ぎを  

モットーにみなさんと一緒に楽しめたらと思います。 

 

 
 

三重ソーラン隊かもめ(みえソーランたいかもめ) 
 

こんにちは、鈴鹿で活動しております、三重ソーラン隊  

かもめです。皆さんにカッコいい南中ソーランをお届け  

できるよう一生懸命踊ります。よろしくお願いします。 

 

飃～FREEDOM～(フリーダム) 
 

鈴鹿医療科学大学で活動している飃～FREEDOM～です。 

モータースポーツの雰囲気をアクセル全開で表現します。 

 

 

和笑―わっしょい―(わっしょい) 
 

『楽しく 元気に かっこよく』をモットーに津市を拠点に

活動しています！只今新メンバー絶賛大募集中です！ 
 

凛きっず(りんきっず) 
 

幼児・小学生と保護者で構成するダンスチーム凛のキッズ 

チームです。津市で活動する他、この四月から鈴鹿でも  

クラスを開始しています。親子でダンスを楽しみたい方！ 

体験参加大歓迎です！ 

よろず屋(よろずや) 
 

はじめましての方も、お久しぶりの方も、どーも、よろず屋

です。この祭、全力で楽しみたいと思います！！それでは、

よろず屋開催します。 

 

 

凛ジュニア 津クラス(りんｼﾞｭﾆｱつクラス) 
 

主に小学生で構成するダンスチーム凛のジュニアチーム 

『凛ジュニア』の津クラスです。今年の 2 月から正式に  

活動を開始しました。 

ただいまメンバー大募集中です！ 

 

A’SKIT(アスキット) 
 

アスキットです！私達は鈴鹿市の河曲小学校のチームです。

曲のスピード感と、白い虎の雄大な力強さを踊りと大旗で 

表現して皆様に元気を届けます。 

手拍子、声援よろしくお願いします。 

 

 炎´S ～ファイヤーズ～(ファイヤーズ) 
 

こんにちは。ファイヤーズと申します。もうすぐ本格的な 

夏を迎えますが、まずは私たちの演舞で暑くなって    

ください。手拍子、足拍子のほどよろしくお願いします。 

 
 

鳳牙(ほうが) 
 

お隣、美杉町より来ました鳳牙です。しらさぎフェスタを 

楽しんで演舞させて頂きます。 

 

志舞(しまい) 
 

明るく、楽しく、仲良くをモットーに下は小学校低学年から

上は 50 代後半の歳の差チームです。 

わいわい踊ろう会(わいわいおどろうかい) 
 

高知のよさこいが大好きなファミリーチームで、わいわい 

楽しく練習してます。 

今年もよろしくお願いいたします。 

皇學館大学よさこい部“雅”(こうがっかんだいがくよさこ

いぶみやび) 

 

こんにちは、皇學館大学“雅”です。今年のテーマは   

『百鬼夜行』。失われてしまった伊勢国を取り戻すべく  

様々な妖怪が集い立ち向かう様を表現しています。    

『笑顔でよろしく』を合言葉に皆様に笑顔を届けます。 

 

 

Seyate 隠(せやてなんばり) 
 

名張市中心に活動しております。踊り大好き、祭り大好き、

そんなメンバーの集まりです。今年はニューフェイス 3 名を

交えて精一杯、楽しく踊らせて頂きます。 

GIN☆GIRA 連合(ぎんぎられんごう) 

 

参加チーム数が奇数の時に立ち上がる実行委員会公式の 

連合チーム。しらさぎフェスタ総踊り曲「GIN☆GIRA」を  

踊りたい方！14 時 20 分に多目的室にお集まりください！

参加費無料です！ 

 

 

 



 

●株式会社おやつカンパニー 本社/津市一志町田尻 TEL：059-293-2233 

●猪の倉温泉  津市白山町佐田  TEL：059-262-5888 

●ともいきの国伊勢忍者キングダム（旧安土桃山文化城下街）TEL：0596-43-2300 

●鳥羽/志摩各旅館 

  鳥羽ビューホテル花真珠 鳥羽市安楽島 1075-98 TEL：0599-25-2111 

  胡蝶蘭 鳥羽市小浜町  TEL：0599-25-2170 

 扇芳閣 鳥羽市鳥羽２丁目 12-24  TEL：0599-25-3151 

  シーサイドホテル鯨望荘 志摩市浜島町浜島 1550-1 TEL：0599-53-0029 

●蒲郡オレンジパーク 愛知県蒲郡市 TEL：0533-68-2321 

●昆布館（ヤマトタカハシ㈱）福井県敦賀市 TEL：0770-24-3070 

●びわ湖バレイ（ハイランドパーク㈱）滋賀県大津市 TEL：077-592-1155 

●近畿トラベル㈱ 松阪市豊原町 1000-1 TEL：0598-28-8000 

  ニュージャパントラベル／㈱ＮＯＥ／㈱トラベルプラザインターナショナル（ＴＰＩ） 

 

※※※ その他、ご協賛いただきました企業・個人様ありがとうございます。※※※ 

私たちはしらさぎフェスタを応援しています。【協賛者・企業一覧】

(順不同) 


	01　第１１回しらさぎフェスタの開催について
	02　パンフレット（第１１回しらさぎフェスタの開催について）

