第５９回

瑞浪美濃源氏七夕まつり
バサラ 参 加 チ ーム の 紹 介

ばさらみずなみ

ばさらみずなみしどうぶ

まいや

ちゅうきょうこうこうほいくくらす『らぶ きっず』

（岐阜県瑞浪市）
20年目を迎えた
「おかみさんソーラン」、
今年は2013年版をバサラ瑞浪指導部
員が、お目にかけます。

（岐阜県瑞浪市）
岐阜県を中心に活動している市民若手
チームのMAIYAです。見ているみなさん
を巻き込んでお祭りを楽しんで行こうと
思います！よろしくお願いします！

（岐阜県瑞浪市）
私たちは、保育者になるという夢を日々
追いかけている高校生100％のチームで
す。今年のテーマは
「青春」。高校生ら
しい爽やかな笑顔と元気で会場を魅了し
ます。

なごやがくせいちーむ しゃち

おおすしょうてんがいにじゅういち

じょうしょう

バサラ瑞浪

バサラ瑞浪指導部

ほっかいどうだいがく えん

（岐阜県瑞浪市）
チーム結成21年目！
「おかみさんソーラ
ン」
で全国におなじみ、踊ってまちを元
気にするバサラ瑞浪です。笑顔とど根性
で日本の元気を応援します。

北海道大学”縁”

（北海道札幌市）
「周りを巻き込み、ゴキゲンな流れをつく
る」
というコンセプトのもと、北海道内の
みならず全国各地を駆け回っています。
私たち北海道の学生の若さとパワーでお
祭りを盛り上げたいと思います。

2018.8/3-5

名古屋学生チーム『鯱』

（愛知県名古屋市中区）
名古屋市中区で活動しております、名古
屋学生チーム
『鯱』
です。私たちは大学
生、専門学生、短大生で構成しています。
学生らしい笑顔とパワーで会場を盛り上
げます！

MAIYA

大須笑店街☆21
大須LOVE

（愛知県名古屋市中区）

中京高校保育class『love kids』

常笑

（愛知県名古屋市）
今年のテーマは
「山崎川の春」。人々に
愛される山崎川の春の景 色が遙か先
まで続きますようにと願いを込めた作品
です。私たちが魅せる春をお楽しみくだ
さい！

おにぎりだん

かんきだん

こうなんよさこいれん〜こうが〜

かけら

（愛知県瀬戸市）
瀬戸市を拠点に活動しています。女性が多い
チームですが最近男性のメンバーが増えまし
た。女性らしく華麗に男性らしく力強くそんな
演舞が出来るように御握りファミリー笑いの中
にもやるときゃやる精神で頑張っていきます。

（愛知県名古屋市千種区）
素人エンターテイメント集団
「歓喜団」
で
す。
『歓び喜ばれて』
をモットーに、踊り
子と見てくださる皆さんとの相乗効果で、
会場に楽しい時間をお届けします。

（愛知県江南市）
私達の拠点とする江南市には、かつて豊穣祭が
行われていました。豊穣祭とは江南市を飢饉や厄
災から守った龍神達に感謝を捧げる祭事と伝わっ
ています。その豊穣祭とその始まりの龍神達の戦
いをkohgaなりに演舞で表現したいと思います。

（愛知県小牧市）
愛知県は小牧市から来ました。
よ・ろ・し・く！！！

やおとめてんにょ

はままつがくせいれん まんだら

やよい

（岐阜県八百津町）
チーム12周年目を迎え、今年は9年ぶり
の名古屋ど真ん中まつりの参加を決意
し、練習に励んでいます。少人数ではあ
りますが笑顔一杯頑張ります！！
かさでらいちり

御握り団。

八おとめ天女

笠寺いちり（愛知県名古屋市南区）

名古屋市南区で活動しています、笠寺いち
りです。今年は結成２年目になりますが、
繋がった出会いと共に、一歩ずつ踏み出し
ています！今 年は「笠 寺 観 音の仁 王 像」
を
テーマに、「自分なりに決めた道を突き進む
姿」
をいちりなりに表現したいと思います。
しゅはり

守破離

（愛知県名古屋市中区）

守破離（しゅはり）
は、名古屋市中区を
拠点に活動するよさこいチームです。社
会人を中心としたアットホームなチーム
です。ほとんどのメンバーがよさこい初
心者から始め、今では楽しく・美しく・
華麗に舞い踊っています！
そぎもみじ

曽木紅葉

（岐阜県土岐市）

歓喜団

浜松学生連

駆気乱

えにぃ

（静岡県浜松市）
浜松市を中心とした学生で構成された
チームです。学生らしく熱気溢れる演舞
をお届けします！

夜宵

（愛知県名古屋市中区）
今年のテーマである尾張四観音と名古
屋城を、夜宵の世界観で、力強くも美し
い演舞でお届けいたします。

эиii

しょうぶ

かぶき

しょうか

（愛知県名古屋市）
結成１年目のよさこいチームです。
美濃源氏七夕まつり初参加です。
少ない人数ですが精一杯踊ります。

愛知県は名古屋の隣、日進市から参り
ました、紫陽花〜しょうか〜と申します。
今年の作品は、「おまんと祭り」
をテーマ
に、祭りにかける人々の思いを表現しま
す。それでは、一緒に、もりあがりましょ
うか！

うたげや

かんかんじーえーえす

たじみけいさつそうほんぶそーらんぶしたい

（愛知県名古屋市中区）
見てくださる方に感動をお届けできるよ
う、精一杯演舞させていただきます！

東邦ガスの企業チームとして、2005年に結成
し14年目を迎えました。鳴子踊りを通じて、歓
び（よろこび）
と感動という名の「エネルギー」
を
人と地域にお届けし、みなさんに笑顔を・街を
元気にすることを目的として、活動しています！
今日は、情熱ガスで会場に笑顔を灯します！

（岐阜県東濃西部）
東濃西部を中心に小さい子どもからおじ
いちゃんまでの３世代で活動しています。
仲良くアットホームなチームです。どうぞ
よろしくお願いします。

ちーむはおうー

みーてぃあ

笑舞

鰻陀羅

江南よさこい連〜 kohga 〜

（愛知県丹羽郡扶桑町）

「会場一体！笑顔とパワーで心の底から感動
を！!」
をモットーに活動している笑舞です。
4年目の曲名は
「魂‼−ENERGY−」
ご声援よろしくお願いします。

宴屋

チーム覇王ー

傾起

歓・感 G.A.S （愛知県名古屋市）

Meetiα

（宮城県仙台市）

群れから弾き出された狼は、白銀の世界
で只、終わりを待っていた。その静寂を
破った柔らかな声、出会った童女は、
余りに温かく。やがて移る季節、温もり
を知った狼の、とある行く末の事。
雪の白、沫くあわくとける頃

紫陽花〜しょうか〜（愛知県日進市）

多治見警察総本部ソーラン節隊

ひなた

（愛知県名古屋市）

ひなた

（岐阜県可児市）
結成17年目の家族で参加のメンバーが
多いファミリーチームです。

戦国の大戦桶狭間の戦いから生まれ変
わった英雄たちが、クールかつパッショ
ンを感じさせる演舞で、地元古戦場まつ
りを勇壮に、また彩り新たに創り上げま
す。Meetiαが巻き起こす新しい祭り、
どうぞお楽しみください！

（愛知県名古屋市中区）
名古屋市中区の長者町繊維街をモチー
フに、誇りを背負った商人たちの生き様
を表現します。
さあさ！
「よってらっしゃい、
みてらっしゃい！」

じょう

せと・とうりゅうもん

ゆい

きょうえん

（愛知県犬山市）
2000年８月に結成した愛知県犬山市を
拠点に活動しているチームです。
チームの活動モットーは
「笑って踊って汗
かいて！」
。ともに祭りを盛り上げ、祝い
ましょう！

陶器の街、瀬戸市から来ました。瀬戸・陶
龍門です。元気いっぱい、笑顔いっぱい、み
なさんに楽しいと思っていただけるよう精一杯
演舞します。とにかく元気いっぱいのチームで
す。毎年９月に開催される『瀬戸物祭り』でも
踊らせていただくので是非遊びに来て下さい。

ちゃわんこ

（岐阜県土岐市）
チーム名はちゃわん娘でむすめがついて
いますが、最近は男性も加わり更にパ
ワーアップしました。陶器生産日本一の
土岐市を力強くアピールしていきます！

地元の婦人会の婦人学級より始まり、
チーム結成して今年で１７年目になりま
す。今年はお世話になった陶来楽夢さん
の楽曲を使用、リニューアルしました。
初心に還って楽しく踊ります(^^♪是非見
に来て下さい！

笑"

ちゃわん娘

瀬戸・陶龍門 （愛知県瀬戸市）

結

（愛知県豊田市）

響艶

結成８年。四代目結です。
今年のテーマは夏祭り。
結で祭りに出られる喜びをメンバー全員で
表現します。

（岐阜県可児郡御嵩町）
今年からやっとチームのオリジナル曲が
出来ました。やっとスタート地点に立っ
た気がします。曲と共に成長していきま
すので、応援よろしくお願いします。

しずおかだいがくよさこいさーくる おちゃのこさいさい

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

ぎふしょうとくがくえんだいがく やなぎ

（静岡県静岡市）
私たちお茶ノ子祭々は静岡大学の学生
で構成されています。学生らしく、パワ
フルな演舞で笑顔あふれるひと時を作り
上げます！

（長野県松本市）
私たち和っしょいは振り・曲・衣装・地方車・大
道具を自分達で作り、長野県にゆかりのあるもの
を題材として演舞しています。今回この七夕祭りで
は、和っしょい2018｢山雪｣の衣装お披露目となっ
ています。進化した山雪をどうぞご覧ください。

（岐阜県岐阜市）
岐阜県岐阜市柳津町で活動してます。
今年のテーマは下呂温泉龍神火祭り。
下呂の夜の街を龍が舞う。柳らしく、全
力を出しきり演舞させていただきます！

静岡大学よさこいサークルお茶ノ子祭々

信州大学YOSAKOI祭りサークル 和っしょい

岐阜聖徳学園大学

柳

はぶり

じん

ひえん−たじみ

ほうせんか

（愛知県名古屋市緑区）
名古屋市緑区で活動するファミリーチー
ムです！元気よく踊ろう！をモットーに一
年中楽しんでいます！

（岐阜県多治見市）
人数は少なくなりましたが、毎年楽しく
参加させていただいています！！

（愛知県豊川市・豊橋市）
今年のテーマは
「宴」。宴の始まりから
終わりまでを私たちらしく表現します。

しえら

かのん

あいちしゅくとくだいがく めいと

（岐阜県各務原市）
私たちシエラは、2009年に結成され今
年で９年になります。新しいメンバーも
増えファミリー的なチームになりました。
頑張って踊りますので応援よろしくお願
いします。

（愛知県名古屋市中区）
今年で４回目の参加となります。
KanoNの織りなす圧倒的世界観で熱田
の起こりを表現します。

（愛知県名古屋市千種区）
今年の題材は
「東山動植物園」。
動物と植物。この地で生ける、数々の命。
夢に見た、壮大な自然と力強さ溢れる
動物達の世界へ貴方をいざないます。

なごやだいがく かいとうらんま

ほくせいのかぜ

岐阜県岐阜市で活動している大和です！
魅せる・楽しむ・一体感をモットーにが
むしゃらに踊ります。今年のテーマは
「飛
騨古川
（ひだふるかわ）
の起し太鼓
（おこ
しだいこ）
」
人の本気と熱気が創りだす大
和の祭りをぜひご覧ください！

我々は名古屋市千種区不老町で活動している、
名古屋大学"快踊乱舞"です。今年の演舞のタイ
トルは「海翔唄(みなとうた)」で、「名古屋港」を
テーマとした演舞になっております。総勢100
人越えのメンバーで美濃源氏七夕祭りを盛り上
げたいと思います！よろしくお願いいたします。

名古屋市北区を中心に活動しているファミリー
チームです。幼児から小中高生、大学生、社会
人、レディース＆ジェントルマン、ムッシュにマダ
ムにマドモワゼル(笑)と様々な世代のメンバーが
集まって、一つの作品を一緒に作り上げていま
す。精一杯踊ります！応援よろしくお願いします！

（愛知県名古屋市南区）
名古屋市南区で活動するファミリーチー
ム
「いりゃあせ南都」
です。今年は先日
「お
かげさま祭り」
をはじめて開催し、地元
地域の方々の
「おかげさま」
に感謝しなが
ら頑張っているチームです。

あいる

だいかっさい

らっきー

しんしゅうこまがね えんぶれん

（愛知県名古屋市緑区）
絞りの町有松から しぼり職人をテーマ
にお届けします。宜しくお願いします。

（愛知県大府市）
愛知県大府市で活動するよさこい鳴子
踊りチーム大喝祭です！瑞浪七夕祭り、
２回目の参加です！精一杯演舞致しま
す、よろしくおねがいします！

（岐阜県中津川市）
中津川市阿木から来ました楽ckyです。
自然豊かな村さ来い 村に咲き誇る四季
の舞いを子ども、大人とともに踊ります！

（長野県駒ヶ根市）
人数少なくても頑張ります。

からすま

ちゅうきょうようちえん

（岐阜県多治見市）
カッコよく楽しくを目指して頑張ってい
ます。

（岐阜県瑞浪市）
今年から参加させていただきます。
中京高校保育classのお兄さんお姉さんと
一緒に練習を重ねてきました。精一杯
踊りますのでご声援よろしくお願いします。

半布里

（岐阜県富加町）
「富加の町から元気を発信」
をモットーに
活動しています。

ぴんきーときっつ

ピンキー土岐っＺ”

（岐阜県土岐市）
「ピンキー土岐っＺ”」
は、ちいちゃな子
どもから大人まで、家族的であったか〜
い雰囲気のとっても仲良しのチームで
す。鳴子を持てば誰でも仲間だよ!!
いつでも会員を募集してま〜す！
やまと

大和

（岐阜県岐阜市）

藍流

烏舞

にほんふくしだいがく むじんとう

神〜 JiN 〜

桜愛−SHIELA−

名古屋大学”快踊乱舞”（愛知県名古屋市）

大喝祭

中京幼稚園

からふるみんぞくだん

飛燕―多治見

KanoN

北誠の風 （愛知県名古屋市北区）

楽ｃｋｙ

豊川華

愛知淑徳大学 鳴踊

いりゃあせなんと

いりゃあせ南都

信州駒ヶ根 縁舞蓮

どっと

あいちこうなんたんきだいがくよさこいさーくるあすか

（愛知県名古屋市）
どまつり20周年のために結成した今年限定
の非公式お祝いチームです。私達の演舞は
名古屋のご当地締め文化「名古屋なも締
め」
をテーマにしています。私達と一緒に な
もなもなも と手拍子してお楽しみください。

（愛知県江南市）
愛知県江南市より参りました、愛知江南
短期大学よさこいサークル飛鳥です。
今年の飛鳥のテーマは
「進華」
です。いつ
もとは違う飛鳥をお楽しみください。

かかみがはらえんぶれん

とよはしまいかれん

どっと

愛知江南短期大学よさこいサークル飛鳥

豊橋舞花連

日本福祉大学 夢人党

カラフル民族団

（岐阜県瑞浪市）
七夕とバサカニに集まる総踊りチームで
す。飛び入り大歓迎！！

（岐阜県各務原市）
各務原市を拠点に活動しています。
幅広い年齢層でファミリーの様なチーム
です！

（愛知県豊橋市）
20代から60代まで、年齢層は幅広いで
すが、みんなワイワイガヤガヤ、楽しく、
時には厳しく練習に励んでます。

ころも

おうどうらっふるず

おうどうらっふるずあんどらっきーごうどうちーむ「さぷらいず」

わっか

（愛知県豊田市）
豊田市で活動しているチームです！おい
でんまつりの花火大会の情景を演舞で
表現させていただきます！少人数ですが
精いっぱいおどります！

（岐阜県東濃地域）
結成３年目の踊る阿呆たちです！
３曲目となるオリジナルは・・・鳴子を鳴
らします！！

（岐阜県東濃地域）
昨年のどまつり参加を機に横道rufﬂesと
楽ｃｋｙとで結成したSurprise！
昨年の七夕ではまだ披露できなかった演
舞曲
「歓声」
をお届けします！

北海道を基盤に活動しています。倭奏です。
今年より名古屋、中部にも、メンバーを増
やし活動しています。どまつりでは、なか
なか見ることのない
「演奏」
と
「演舞」
の融合
を是非、楽しんでいただければと思います！
メンバー一同、精いっぱい演舞いたします！

（愛知県知多郡美浜町）
私たちは、日本一夢を与え続けるチーム目標として、
知多半島を中心に様々な地域のお祭りや施設で演
舞させていただいています。今年のテーマは美浜町
のカッパ伝説です。枯れ果てた地域のカッパたちが
雨乞いをし、雨によって潤った喜びを表現します。

許呂母

がってん

雅天

（愛知県瀬戸市）
色々なチームのOB・OGが集まり、楽し
くワイワイガヤガヤ踊ってます。まだ新進
のチームですが、宜しくお願いします。

横道rufﬂes

かかみがはら炎舞連

横道rufﬂes＆楽cky合同チーム
「Surprise」

倭奏

（北海道札幌市）

