
  

 

 

主催 ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり実行委員会 

共催 小田原箱根商工会議所 小田原箱根商工会議所青年部 

後援 小田原市 (一社)小田原市観光協会 小田原市教育委員会 他 

 

 

 

ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイまつり２０１９ 

第２１回ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり 

開催概要 

開催日：２０１９年９月１４日（土）・１５日（日） 

実行委員会スタッフを随時募集中！  

ODAWARA えっさホイおどり運営に興味のある方、是非あなたの力を貸してください！ 

チーム関係者の方も運営への積極的な参加をお待ちしております！ 
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～ご挨拶～ 

「第 21回ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり」実行委員長の柏木です。 

1999年に産声をあげた「ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり」。 

「小田原に元気な、新しい祭りを」と行政から要請を受けた小田原商工会議所青年部（当

時）が、小田原市民の度肝を抜き、なおかつ老若男女が楽しめ、誰もが主役になれる小田

原ならではのスタイルを持つお祭りをと、高知のよさこいまつりをヒントに誕生させた 

「ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり」。 

ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどりとは・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

という思いを胸に、みんなで作り続ける温かいお祭りです 

多くの皆様に支えられて、多くの皆様に愛されて、「小田原の元気」の発信源とも言うべき

存在として、この秋、いよいよ 21年目を迎えることとなりました。平成の大改修を終えた

小田原城、そのお城のある風景を最大の小田原エッセンスとして盛り込み、 

ＯＮＬＹ ＯＮＥ ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどりを目指して、毎年、多くの感動が生

まれ、絆という心の輪が広がっていきました。 

昨年の第 20回の記念開催におきましては、多くの皆様のご支援により、大成功のもと、

幕を閉じることができました。そして、今年、第 21回ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどりは、

未来へ向かうチャレンジの開催と捉え、実行委員会、踊り手、関係者一同、準備を着々と

整えています。2019年 9月 14日、15日はぜひ、小田原にお越しください！笑顔が生まれ

る、元気の溢れるお祭りが、心より皆様をお待ちしています。 

 

ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり実行委員会 

実行委員長 柏木隆良 

 

 

 

  

 

 

ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり憲章 

一．誰もが参加できる祭りたるべし 

一．踊る者、観る者、運営する者全てが楽しめる祭りたるべし 

一．まちの繁栄に貢献し、まちににぎわいをもたらす祭りたるべし 

一．小田原ならではの新たな伝統を創り、成長し続ける祭りたるべし 
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第２１回 

ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり 

参加チーム募集要項 

ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり憲章 

一．誰もが参加できる祭りたるべし 

一．踊る者、観る者、運営する者全てが楽しめる祭りたるべし 

一．街の繁栄に貢献し、街ににぎわいをもたらす祭りたるべし 

一．小田原ならではの新たな伝統を創り、成長し続ける祭りたるべし 
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【開催概要】 

 

◎名   称  第２１回ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり 

◎開 催 日  ２０１９年９月１４日（土）・１５日（日） 

◎開 催 場 所  小田原城内特設ステージ・城址公園内 他会場 

◎主   催  ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり実行委員会 

◎共   催  小田原箱根商工会議所 小田原箱根商工会議所青年部 

◎後   援  小田原市 (一社)小田原市観光協会 小田原市教育委員会 他 

◎協   賛  (株)小田原鈴廣 さがみ信用金庫 小田原衛生グループ 

 (昨年実績)   (株)東海ビルメンテナス 富士屋ホテル(株)   

        他小田原市内・神奈川県内事業所多数 

◎参加チーム  約４０チーム 約１１００人（予定） 

◎観客動員数  約７万人（例年実績） 

◎開 催 形 式  舞台演舞・路上演舞・他会場での演舞 

◎実 施 内 容  １日目 各会場演舞・コンテスト・ファッションショー 他 

  ２日目 各会場演舞 フラフショー・ウッキーリレー 他 

◎コンテスト  ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり大賞 

  ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり準大賞 

                    他各賞 

   ※開催概要については状況により多少変更となる場合がございます。 

 

ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどりは、非営利・無報酬の実行委員会によって運営さ

れています。運営資金は市内外の各企業や個人による協賛金・小田原市及び小田原

箱根商工会議所、(一社)小田原市観光協会の補助金などによってまかなわれており

ます。 

※実行委員会スタッフを随時募集中です。ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどりの運営

に興味がある方、是非あなたの力を貸してください！ 

 

 

お問い合わせ先： 

ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり実行委員会 事務局 

合同会社まち元気小田原 担当：原田 （平日９時～１８時受付） 

〒250-0004 小田原市浜町 1-1-46 TEL:0465-44-4656 ＦAX:0465-44-4657 

※受付対応時間外のお問い合わせはＥメール又は FAX でお願いいたします。 

ホームページ→ http://www.essahoi.com/ E メール→ info@essahoi.com 
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 ≪参加にあたっての基本ルール≫  

どなたでも参加できますが、以下の条件を満たすチームを組んで参加してください。 

①「ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどりレギュレーション」（５ページ参照）または鳴

子を使用した振付けのいずれかを満たしていること。 

※演舞時間（演舞開始から終了まで。口上や演出も含む）は５分以内とする。 

※楽曲は４分３０秒以内とし、確認のために楽曲ＣＤを事前に提出いただきます。 

②１チーム最低人数１５人前後。（大人と子どもの比率は問いません） 

・本会の趣旨に反する団体の参加に対してはご遠慮願う場合がございます。 

③ 入金締切日までに参加費が納入済みであること。 

 

（コンテスト参加にあたっての基本ルール） 

① ９月１４日（土）に二の丸広場ステージにて実施します。 

② １チーム１５名以上（１５名に満たない場合は実行委員会にご相談ください。） 

③ ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどりのレギュレーションを満たすこと。 

【コンテストについて】 

  ・審査により以下の各賞を選定いたします。 

   ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり大賞 

   ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり準大賞  他各賞 

 

（ファッションショー参加にあたっての基本ルール） 

① ９月１４日（土）実施。全チーム演舞終了後に二の丸広場ステージにて開催。 

② ９月１４日参加の全チームが参加対象となります。ファッションショーへの参

加を希望しないチームは事前に申し出てください。 

 

（フラフショー参加にあたっての基本ルール） 

① ９月１５日（日）実施。二の丸広場ステージにて実施します。 

② 参加申込フォームもしくはＦＡＸにて事前に登録をされたチームのフラフのみ

参加対象となります。 

 

（ウッキーリレー参加にあたっての基本ルール） 

① ９月１５日（日）実施。参加全チームの演舞終了後に二の丸広場ステージにて開

催。 

② 当日、参加ご希望のすべてのチームが対象となります。 

※ファッションショー、フラフショー、ウッキーリレー等の詳細につきましては

チーム説明会において関係資料を配付いたします。資料を熟読の上、ご参加くだ

さいますようお願いします。 
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【ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどりレギュレーションとは・・・】 

・おどり  

自由とします。 

○ただし、曲に合わせたチームおどりとし、単なる乱舞は不可です。 

○「えっさホイ小唄」 ほか、実行委員会オフィシャルおどりでの参加も可能です。 

 

・楽曲 

 ○童謡「おさるのかごや」の♪エーッサ エーッサ エッサホイサッサ ♪の 

フレーズを必ず曲中に使用すること。（編曲は自由） ※かけ声のみは不可 

 ○演舞時間（演舞開始から終了まで。口上や演出も含む）は５分以内とする。 

  ※楽曲は４分３０秒以内 

 ○事前にＣＤで使用曲を提出のこと（８月３日（土）必着/郵送にて事務局まで） 

提出ＣＤは確認用です。イベント当日は複数の機械で再生可能な予備ＣＤを数

枚ご用意ください。 

※ご希望のチームには実行委員会オフィシャル曲（数種類用意）を提供いたしま

す。（アレンジは自由） 

※曲中に市販曲の一部を挿入する場合は、著作権等の問題をチームの責任に 

おいてクリアしてください。 

 

・かけ声 

 ○「エッサホイサッサ」のかけ声を曲に合わせて入れておどること。 

 

・衣装 

 ○自由とします。ただし、演者・観客に危険のないもの。 

 

・猿子・小道具 

 ○基本的に両手に「猿子」を持っておどること。 

※猿子は実行委員会が提供するもののみ可（１，４００円/組） 

※猿子は新旧どちらでも可（２００８年に型が変更されています。） 

※コンテスト初参加チームに限り、コンテスト時のみ貸し出しいたします。 

（事前にお申し込みください） 

※市販の鳴子は不可。猿子・小道具とも演者・観客に危険のないものを使用。 

 ☆猿子のご購入につきましては、申込時に必要数をご注文ください。 

   

・コンテストの審査基準 

レギュレーション遵守、衣装、楽曲、おどり他項目により審査を実施します。 
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参加申し込みについて、していただきたいこと 

参加申し込み期間： 

２０１９年 ６月 １日（土）１０：００～ 

２０１９年 ７月 １日（月） 

①えっさホイおどりの公式ホームページ   

 http://www.essahoi.com/ 

内のエントリーフォームから必要情報を入力してください。 

※エントリー受付完了メールが届きます。万全を期して準備しますが、３日経過

しても届かない場合は恐れ入りますが、事務局までご連絡ください。   

②チーム写真を１枚、事務局宛にメール（JPEG 形式１００kＢ～１ＭＢ）にてご送

付ください。 

 ※ＨＰ、プログラム等で使用させていただきます。 

③エントリー締め切り後、参加決定のメールが届きます。 

 

参加決定のあとにしていただくこと（8 月 3日（土）まで） 

 

①使用楽曲（使用予定の楽曲を事務局へ郵送）を事前に 1枚ご提出ください。 

※１枚のＣＤに１曲のみを収録した状態で提出してください。 

※使用する楽曲が複数ある場合はすべての楽曲を提出してください。 

②参加費のお振込みをよろしくお願いいたします。（７ページ参照） 

③参加決定後に届く入力フォームより必要事項の入力をお願いいたします 

・作品コンセプト 

・参加チーム説明会及び懇親会への出欠確認 

（8/18（日）に開催予定ですが、正式なご案内はエントリー確定後にご案内します） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参加チーム説明会におきましては、えっさホイおどり当日の流れや注意事項などを確認します。

およそ１時間程度を予定しています。（全チーム対象） 

※説明会後にコンテスト抽選会を行います。（コンテスト参加チーム対象） 

※今年は説明会と同施設内にて、手作りの懇親会をご用意いたします。本祭をより楽しんでいた

だきたく思い、心を込めて準備いたしますので、説明会が終わったチーム様から随時、お時間

が許す範囲内で、お楽しみいただければ幸いです。会費一人１０００円の予定。 

 

 

 

http://www.essahoi.com/
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≪参加費について≫ 

     大 人（中学生以上）   ２，０００円／人 

子ども（小学生以下）   １，０００円／人 

参加費は２０１９年８月３日（土）までに下記口座にお振込みください 

 

 

 

 

 

※ 参加費には保険料等諸費用が含まれます。 

※ 振込手数料は各チームでご負担願います。 

※ 入金された参加費の返却はいたしかねますのでご了承願います。 

 

 

【開催までのタイムスケジュール】 

 

・参加チーム受付開始       ２０１９年 ６月 １日（土）１０：００  

  ●チーム情報入力   

●チーム写真提出（当日プログラム掲載用） 

 

・参加申込締切          ２０１９年 ７月 １日（月） 

 

・参加決定後のご準備 ２０１９年 ８月 ３日（土）まで（必着） 

●使用楽曲事前提出                          

●参加費入金       

  ●作品コンセプト入力 

●チーム説明会出欠確認     

 

・参加チーム説明会        ２０１９年 ８月１８日（日）予定 

 

・参加チーム懇親会        ２０１９年 ８月１８日（日）予定 

                      

                

※各締切日は厳守してくださいますようご協力をお願いいたします。 

 

郵便振替口座 ００２４０－５－１２４４１５ 

（他の金融機関から振込の場合） 

ゆうちょ銀行 〇二九（ゼロニキュウ）支店 当座 １２４４１５ 

ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり実行委員会 

通信欄に「チーム名、参加者数（大人、子どもの内訳）を記入してください。 
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小田原城址公園の使用について 

 小田原城址公園は国の史跡に指定されている貴重な文化的遺産であり、文化

財や樹木の保護の観点より、城址公園内は立ち入り禁止区域が設定されており

ます。また、一般の観光客の方も多く来場されますので、小田原にお越しのす

べての皆様が気持ちよくお楽しみいただけるように開催の準備を進めていま

す。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 

≪その他≫ 

 

・ 更衣室の用意はございますが、広さが限られているためできるだけ衣装着用また

はそれに準ずる服装で集合してください。 

・ 移動の交通手段・食事その他は各チームでご用意ください。二の丸広場内に飲食

ブースが多数出店いたします。是非ともご利用ください。 

・ 炎天下での演舞も予想されますので、小さなお子様、体調不良の方等、特にご注

意下さい。飲酒後の演舞はご遠慮ください。 

・ 未成年者の飲酒・喫煙が発覚した場合、即刻出場停止措置をとらせていただきま

す。 

・ 行政機関または公的団体及びマスメディアより依頼があり、当実行委員会がその

依頼を適当と認めた場合には、チーム連絡先等を依頼のあった団体にのみ開示い

たします。 

・ 開催期間中において、当実行委員会が撮影した写真･ビデオの著作権・肖像権は

当実行委員会に帰属します。 

・ 各会場での演舞では現場の実行委員会関係者、小田原市役所職員（城址公園総合

管理事務所ほか）、警察官、警備員の指示に従ってください。 

・ チームのフラフ（旗）を使用する場合は観客及び建造物に危害、破損を与えない

よう十分に留意してください。 

・ 当イベントを開催するにあたり、実行委員会において「賠償責任保険」に加入い

たしますが、故意又は重過失により第三者に損害を与えた場合は、この補償の限

りではありません。 

・ 参加申し込みチームが予定数を超過した場合、実行委員会が設ける基準に従い参

加をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。 

・ 詳細につきましては、参加お申し込みをいただいたチームを対象に説明会（８/

１９）を開催いたします。 

・ 当実行委員会からチームに対して運営スタッフのご協力をお願いすることがあ

ります。 

・ 各チームで出したゴミは責任を持って処分してください。 
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 ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどりは・・・ 

・ 非営利・無報酬の実行委員会によって運営されています。 

・ 運営資金は、市内外の各企業や個人による協賛金、小田原市及び小田原箱根商

工会議所、(一社)小田原市観光協会の補助金などによってまかなわれております。 

 

≪お問い合わせ先≫ 

ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり実行委員会 事務局 

合同会社まち元気小田原 担当：原田 （平日９時～１８時受付） 

〒250-0004 小田原市浜町 1-1-46 TEL:0465-44-4656 ＦAX:0465-44-4657 

※受付対応時間外のお問い合わせはＥメール又は FAX でお願いいたします。 

ホームページ→ http://www.essahoi.com/ E メール→ info@essahoi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えっさホイおどり公式ホームページ内のエントリーフォームからのお申し込みが難しい場合はこちらの用紙 

実行委員会スタッフを随時募集中！  

 

ODAWARA えっさホイおどり運営に興味のある方、是非あなたの力を貸してください！ 

 

チーム関係者の方も積極的に参加してください。 

 

mailto:info@essahoi.com
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をご利用ください。 

第２１回ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり参加申込書 

提出締切：２０１９年 ７月 １日（月）必着 
フリガナ  

チーム名  

参加日 ９月１４日(土) ・ １５日(日) ・ 両日 

参加予定人数(約何人？) 約       人 

使用曲 オフィシャル曲 ・ 市販曲編集 ・ オリジナル曲 

コンテスト(１４日) 参加する   ・   参加しない 

フラフショー(１５日) 参加する（   本）・     参加しない 

パレード（１５日） 参加する   ・   参加しない 
 

書類送付先 

フリガナ  
  携帯電話 

 

代表名  

フリガナ  
携帯電話  

連絡担当者名  

※電話番号  ※ＦＡＸ  

※メールアドレス  

※住所 
〒 

 

※代表者と連絡担当者が異なる場合は連絡担当者の連絡先をご記入ください。 

出場回数 回目 活動拠点(例:小田原市)  
フリガナ 

今年の 

踊りのテーマ 

 

 

チーム PR （テーマの説明・意気込み：８０文字以内） 
（当日プログラムに掲載させていただきます。） 

                

                

                

                

                

写真は事務局宛にメール（JPEG形式１００kＢ～１ＭＢ）にてお送りください 

 

《申し込み方法》参加申込書によりＦＡＸ（0465-44-4657）にて申し込みください 
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第２１回ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり 

チーム詳細記入用紙 

入金提出期限：２０１９年８月３日（土）必着 
ここを見てほしい！というチームの想い、工夫、こだわりを教えてください。 

フリガナ  

チーム名  

テーマ、楽曲、衣装な

ど、作品に対する想い

や見どころを教えて

ください 

 

チーム説明会 出席（   人）・ 欠席 

懇親会 出席（   人）・ 欠席 

【猿子購入・貸出】 

猿子購入希望 １，４００円／組 ×    組（納品・お支払いは説明会時） 

猿子貸出希望      組（コンテスト初参加チーム・コンテスト時のみ） 

【参加費】 

参加人数 
大人       人 ×2,000 円＝ 円 

子ども       人 ×1,000 円＝ 円 

総  計 円 

参加費は下記の口座にお振込みください 

郵便振替口座 ００２４０－５－１２４４１５ 

ゆうちょ銀行 〇二九（ゼロニキュウ）支店 当座 １２４４１５ 

ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり実行委員会 

通信欄に「チーム名、参加者数（大人、子どもの内訳）を記入してください。 

※振込手数料は各チームでご負担願います。 ※参加費には保険料他諸経費が含まれます。 

※入金された参加費の返却はいたしかねますのでご了承願います。 

《お申し込み方法》 チーム詳細記入用紙によりＦＡＸにてお申込ください。 

宛先：ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり実行委員会（ＦＡＸ：0465-44-4657）

提出期限：２０１９年８月３日（土）必着 

※申し込み（入金）後、参加者が増えた場合は、当日受付にてお支払いをお願いいたします。 


