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第34回最上川舟唄全国大会・第21回少年少女民謡大会

大会要綱

１．目 的 山形県を代表する民謡「最上川舟唄」の日本一を競うこの大

会を通じ、「さくらんぼ東根温泉」と「果樹王国ひがしね」の

魅力を発信することで、本市の観光誘客推進、さくらんぼ東根

温泉の利用拡大を図るとともに、日本民謡の振興並びに底辺拡

大を図り、歴史あるこの大会の発展と継承を目的に開催します。

２．主 催 最上川舟唄全国大会実行委員会

３．共 催 東根市・東根温泉協同組合・東根市商工会

４．後 援 山形県・公益財団法人日本民謡協会・山形県民謡振興会・公

（予 定）益社団法人山形県観光物産協会・国土交通省東北地方整備局山

形河川国道事務所・東根市農業協同組合・東根市芸術文化協会

・果樹王国ひがしね観光物産協議会・日本民謡研究あづま会・

香菁会・松風会・東根民謡愛好会・啓翁会・ＮＨＫ山形放送局

・山形新聞・山形放送・山形テレビ・テレビユー山形・さくら

んぼテレビジョン・読売新聞東京本社山形支局・毎日新聞山形

支局・朝日新聞山形総局・河北新報社・産経新聞社山形支局・

キンダイコミュニケーションズ （順不同）

５．開催期日 平成２８年１０月２日（日）

６．開催場所 東根市さくらんぼタントクルセンター

（住所：山形県東根市中央一丁目５番１号）
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７．大会スケジュール

９：００～ ９：５０ 大会受付～

９：５０～１０：００ 開会宣言・審査員紹介

１０：００～１０：５０ 一般の部予選会（前半）

１０：５０～１１：００ アトラクション

１１：００～１１：５０ 一般の部予選会（後半）

１１：５０～１２：００ アトラクション

１２：００～１２：１０ ゲスト出演

１２：１０～１２：２０ 歴代優勝者出演

１２：２０～１３：４０ 高年の部決戦大会

１３：４０～１４：００ 大会長挨拶・来賓祝辞

一般の部決戦大会出場者発表

１４：００～１４：３０ 少年少女民謡大会

１４：３０～１４：４０ ゲスト出演

１４：４０～１６：００ 一般の部決戦大会

１６：００～１６：３０ 特別ゲスト民謡ステージ

１６：３０～１６：４０ 講評・成績発表

１６：４０～１７：００ 表彰式

１７：００～１７：０５ 閉会宣言

１７：０５～１７：２０ お楽しみ抽選会

※出場者数や運営状況の都合上、変更になる場合がございます。

８．出場資格 最上川舟唄を愛する方ならどなたでも出場できます。

９. 募集人数 （１）一般の部予選会（年齢制限なし）

※予選会上位２０名による決戦大会をおこないますが、

決戦大会の出場順番は、予選会の出場順番の早い方か

らとなります。

（２）高年の部（満７０歳以上、９月３０日現在）

（３）少年少女民謡大会（中学生以下、曲目自由）

※ただし、１人１部門に限ります。

10. 募集期間 平成２８年７月２５日（月）～平成２８年８月２１日（日）

11．参加申込 所定の参加申込書に必要事項を記載の上、参加料を添えて、

事務局までお申込みください。（現金書留可）但し、９月１日

以降のキャンセルについては、返金出来ませんのでご了承くだ

さい。
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12．参 加 料 一般の部 ２，０００円（温泉入浴券付き）

高年の部 ２，０００円（温泉入浴券付き）

少年少女民謡大会 無料

※参加料には、さくらんぼ東根温泉日帰り入浴１回分が含ま

れております。（１０月末日まで有効）

13．宿 泊 料 １泊朝食付 ６，５００円

１泊２食付 ８，５００円

※上記宿泊料金は、入湯税及び消費税８％が含まれており、

１室２名様以上でご宿泊の場合となり、１室１名様でご宿

泊の場合は、２，０００円増しとなります。

※小学生以下の宿泊料は、上記金額の７０％となります。

※大会に出場されない方で、出場者の応援に来られた方、一

般観覧の方も、上記金額でご宿泊いただけます。（要予約）

※宿泊旅館は、実行委員会にて「さくらんぼ東根温泉」旅館

へ割り振りさせていただきます。

14．参加申込先 （大会事務局）

一般社団法人東根市観光物産協会

〒999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前一丁目１番１号

TEL 0237-41-1200・FAX 0237-41-1550

【お振込先】

金融機関：東根市農業協同組合 東根市役所出張所

口座種別：普通貯金

口座番号：１４６００２３

口座名義：最上川舟唄全国大会 実行委員長 東海林豊

15. 出場決定 ９月上旬の常任委員会にて出場者を決定した後に、出場番号

を添えて出場決定通知を送付いたします。

16. 入 場 料 前売券５００円／当日券６００円

※入場券には、さくらんぼ東根温泉日帰り入浴１回分がつい

ています。（１０月末日まで有効）

また、大会当日に入場券と引替えに大会プログラムをお渡

しいたします。

【前売券取扱所】（一社）東根市観光物産協会ほか
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17. ゲスト出演 キングレコード専属民謡歌手 佐々木理恵

（予 定） 第３１回秋の山唄全国大会優勝者

第３３回最上川舟唄全国大会優勝者ほか

18. 大会審査員 公益財団法人日本民謡協会本部より １ 名

（予 定） 公益財団法人日本民謡協会山形県連合委員長 高橋 兼一

公益財団法人日本民謡協会山形県連合副委員長 井上 喨絲

公益財団法人日本民謡協会民謡教授 斎藤 渡

公益財団法人日本民謡協会民謡教授 石山 鳳菁

公益財団法人日本民謡協会民謡教授 安達 原菁

19.審査基準 【最上川舟唄全国大会】

（１）唄い方は、全国で一般的に唄われているものとし、歌詞

は、別紙「最上川舟唄」を参考にしてください。

（２）一般の部予選会及び高年の部決戦大会の唄は、最初の掛

け声からはじめ、「酒田さ行くさげーーーーーはやりか

ぜなどひかねよに」までとする。（「 」内は独唱とす

る。）

（３）一般の部決戦大会は、掛け声から１番の歌詞終り「まっ

かん大根の塩汁にーーーエーンヤコラマーガセー」まで

全部唄うものとする。

（４）掛け声を唄わない場合や歌詞間違いの場合は、それぞれ

減点とする。

（５）掛け声の人数は一人とし伴奏者は二人までとする。

（６）出場者及び伴奏者の服装、小道具は、それにふさわしい

ものとする。

（７）受付時間に間に合わない者は、失格とする。

【少年少女民謡大会】

（１）唄う曲目は自由とし、唄い方は現在、全国で一般的に唄

われているものとする。

（２）調子ものは２番まで、歌詞の長いものは１番までの歌詞

を全部唄うものとする。

（３）出場者及び伴奏者の服装、小道具は、それにふさわしい

ものとする。

（４）受付時間に間に合わない者は、失格とする。
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20．表 彰 ＜一般の部（予選通過者２０名）＞

・優 勝 １名 賞状、優勝カップ

賞金５万円

内閣総理大臣賞（予定）

（公財）日本民謡協会賞（予定）

東根市議会議長賞（予定）

東根市商工会長賞（予定）

・準優勝 １名 賞状、準優勝カップ

賞金３万円

・第３位 １名 賞状、楯、東根特産品

・優秀賞 ７名 賞状、楯

・敢闘賞 １０名 賞状

＜高年の部（１５名）＞

・優 勝 １名 賞状、優勝カップ

賞金２万円

文部科学大臣賞（予定）

・準優勝 １名 賞状

準優勝カップ・東根特産品

・第３位 １名 賞状、楯・東根特産品

・優秀賞 ５名 賞状、楯

・敢闘賞 ７名 賞状

＜少年少女民謡大会（１０名）＞

・優 勝 １名 賞状、優勝カップ

図書カード１万円分

山形県知事賞（予定）

・準優勝 １名 賞状、準優勝カップ・東根特産品

・第３位 １名 賞状、楯・東根特産品

・優秀賞 ３名 賞状、楯

・敢闘賞 ４名 賞状

＜参加賞＞

・出場者全員に参加賞として市内特産品を用意いたします。
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秋の味覚・芋煮を囲む民謡祭 開催決定!!

最上川舟唄全国大会の前夜祭として、

日本民謡と秋の味覚「芋煮」のコラボ

イベントとして『民謡祭』を開催!!

ぜひご参加ください！

□開催期日 平成２８年１０月１日（土） １８：００～２０：００

□開催場所 さくらんぼ東根温泉「よし田川別館」

□開催内容 秋の味覚「麩入り芋煮」や東根の地酒、ひがしねワイン、果樹

１００％ジュースなどを満喫いただきながら、ステージで繰り広

げられる日本民謡を堪能できます。

□入 場 料 大 人（中学生以上）３，５００円（温泉入浴券付き）

子ども（小学生以下）２，５００円（温泉入浴券付き）

※ご宿泊ご希望の方は、下記にてご宿泊ください。

宿 泊 料 １泊朝食付 ６，５００円

※上記宿泊料金は、入湯税及び消費税８％が含まれており、

１室２名様以上でご宿泊の場合となり、１室１名様でご宿

泊の場合は、２，０００円増しとなります。

※小学生以下の宿泊料は、上記金額の７０％となります。

※宿泊旅館は、実行委員会にて「さくらんぼ東根温泉」旅館

へ割り振りさせていただきます。

□主 催 最上川舟唄全国大会実行委員会

□参加申込先 （事務局）

一般社団法人東根市観光物産協会

〒999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前一丁目１番１号

TEL 0237-41-1200・FAX 0237-41-1550


