
淡路YOSAKOI
フェスティバル
出演チームの皆さん

自称、関西一の明るさと爆発力を
持つチームです。踊り子、一人ひ
とりがいい顔で、全力で踊りま
す！

京炎そでふれ ！ 輪舞曲

京都女子大学の学生で構成され
た完全女子１００％のチームで
す。引退したばかりの３回生が、
今日、１日限り復活して、演舞さ
せていただきます！

京炎そでふれ！京小町

演舞表
野外劇場 会場

12:30

12:00

11:30

13:00 必 ～ いっしん ～
香川大学よさこい連 風華
AZUKI
魚崎結舞
よさこい匠

神戸大学よさこいチーム山美鼓
神戸学生よさこいチーム湊
よさこいチームかざみどり
Nalko連 おどりや
同志社大学よさこいサークルよさ朗

大阪市立大学チーム朱蘭
須磨よっちょれ会
安倉おきゃん
八琴栾
キラキラ☆ラッキーズ
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13:30

14:00

14:30

14:45 大抽選会

コカ・コーラウエスト株式会社

淡路市

総踊り 最後に、皆で元気よく 総踊り！  
15:15 表彰式 グランプリ発表　特別賞発表

15:30

淡路島のさまざまな物産や
協賛企業の賞品が
100名に当たります！

淡路よさこいフェスティバル実行委員会

協賛

後援

主催

抽選券は、野外劇場入口の
受付でお受け取りください。
出演者の皆さんは
チームごとにお渡しします。

楕円フォーラム 会場 貝の浜 会場
淡路YOSAKOI
フェスティバル
出演チームの皆さん

私たち「よさこい匠」は老若男女、
年齢層も、3才～60才代と幅広
いメンバーが、愉しく演舞しま
す。
皆さんの応援よろしくお願いい
たします。

よさこい匠

私たちのチーム名は、一つの心と
書いて、『必（いっしん)』と読み、
メンバーが一つになって、よさこ
いを踊ります。我々のテーマは、
いつも‘HERO’です！

必 ～ いっしん ～ 

私たちは、現在84名で活動中
で、香川県内外のお祭りを盛り
上げるため、日々練習に励んでい
ます。
｢かぜ・はな香るは風華！」と、覚
えてください。

香川大学よさこい連 “風華” 

私たちは、神戸市・東灘区のよさ
こいチームです。地元の小中学
生を中心に、その家族で構成し
ているアットホームなチームで
す。

魚崎結舞

お祭り大好き！美味しいもの大
好き！それよりなにより、踊るの
が大好きなメンバーです。
八琴栾とは、おてんば娘が集まっ
た家族のようなチームと言う意
味です。

八琴栾

私たちは、神戸大学の学生を中
心に関西のよさこい祭りに参加
させていただきながら活動して
います。今年のモットーは、『皆が
主役！』メンバーの一人一人が輝
けるチームを目指し、会場全体に
「笑顔・元気・感動」を届けます。

神戸大学よさこいチーム山美鼓

私たちのチームは、一人ひとりの
個性が強く、いつも賑やかで日々
の練習も、まるでパーティが開か
れているかのような雰囲気で
行っているチームです。

大阪市立大学チーム朱蘭

この「淡路よさこいフェスティバ
ル」が初舞台となる、まだ生まれ
たてのチームです。チームとして
は未熟ですが、皆さまの心が感
動で溢れるようなよさこいを目指
して頑張ります！

よさこいチームかざみどり

私たちAZUKIは、高知と関東を
中心に活動をしています。東海・
関西にも支部がありますので、興
味のある方は一緒に踊りません
か！今年のテーマは“循環”です。
テーマの続きは、観ていただく皆
様がそれぞれに描いてください。 

AZUKI

‘よさ朗’は、関西では珍しい高知
流のチームで、鳴子と隊列移動
を重視しています。コンセプトは、
『刹那の煌』。蛍が切なく煌く姿を
思い描いて、ご覧ください。

同志社大学よさこいサークル よさ朗

私たちは、神戸を中心として活動
している学生よさこいチームで
す。 『会場に感動を！』をチームコ
ンセプトとして、学生らしく元気
と笑顔いっぱいの演舞をご覧い
ただきます。

神戸学生よさこいチーム湊

毎年、２歳児がデビューするチー
ムですが、今年は１歳児が頑張り
ます！３世代の男女が元気に楽
しく踊りますので、応援よろしく
お願いいたします。
“ビシッ！”と、決めます。

須磨よっちょれ会

私たちチームの特徴は！？
女性ばかりの年長チームと言う
こと。これが自慢でもあります。
このメンバーと仲良くヨサコイを
１６年間踊り続けられたことが、
私たちが一番‘誇り’とするところ
です。

安倉おきゃん

昨年から、メンバーに子どもたち
を迎えて活動をしています。なか
なか大人の思いどおりにはなり
ませんが、たまにピカイチな行動
をするので楽しみにしてくださ
い。

Nalko連おどりや
小学校１年生から、大人までのメ
ンバーですが、小さい子どもたち
も、大きな子どもたちに負けない
熱い気持ちで踊っています！
キラ☆！キラ☆！の笑顔で力いっ
ぱい踊りますので、応援よろしく
お願いします。

キラキラ ☆ ラッキーズ
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明石海峡大橋

淡路IC・SA

東浦IC

北淡IC

津名
一宮
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洲本IC

西淡三原IC

大鳴門橋

淡路島南
IC・PA

淡路夢舞台

あわじ花さじき

慶野松原

高田屋嘉兵衛公園

淡路島国営明石海峡公園

吹き戻しの里

千年一酒造

淡路島モンキーセンター

灘黒岩水仙郷

沼島

成ヶ島

うずしお観潮
クルージング船

神戸淡路鳴門
自動車道

洲本市

南あわじ市

淡路市

「淡路島」あなたが

気になるのは、どんなところ?

たこせんべいの里

淡路島の早春は
“菜の花”が告げる！

誰もが小さい頃
夢中になった
ピ～ヒョロロ～

ここの

サルた
ちは

とって
も

フレンド
リー！

あなたはイルカと
お話したいと
思いませんか？

「くにうみ神話」
淡路島からはじまった

春と秋の大潮の日は
最大直径30mのうず潮が大迫力！

海釣り公園
（メガフロート）

淡路ファームパーク
イングランドの丘

伊弉諾神宮

お香作り体験・
薫寿堂

パルシェ香りの館

北淡震災記念公園
（野鳥断層保存館）

淡路ワールドパーク
ONOKORO

淡路じゃのひれ
アウトドアリゾート

うずの丘 大鳴門橋記念館
（うずしお科学館）

淡路よさこいフェスティバル実行委員会

淡路夢舞台
野外劇場・楕円フォーラム・貝の浜

2017
淡路よさこいフェスティバル
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恵み豊かな淡路島は美味しい食材の宝庫
　　淡路は温暖な気候やから、農業に適しとる島
なんじゃぁ。
「淡路島の玉ねぎ」は、皆も知っとるように甘くて
美味しいから、スーパーでも、ちょっと値段は高
いけんどな～。そやけど、そんだけ値打ちがある
と言うことなんじゃ。農産物は、「玉ねぎ」の外に
も「レタス」「白菜」「ブロッコリー」が作られとる
のぉ。果物では、「ビワ」「みかん」、最近では「い
ちじく」の栽培も盛んになってきたんじゃ。「いち
じく」は、健康にも　　　　 ええそうじゃから、
わしもようさん　　　　　　 食べて、長生きす
るでぇー。

　　淡路は東に大阪湾、西に播磨灘が広がっとっ
て、北には明石海峡、南には鳴門海峡があるん
や。２つの海峡は、えらい潮の流れが速いもんや
から、海流に漂うプランクトンが「イカナゴ」や
「しらす」などの小魚を育てるんやな。磯場では、
エビやカニがたくさん棲んどって、それを餌にす
る「鯛」や「タコ」､「鱧」や「穴子」も大っきいに
育つんや。
みんな！淡路島に来て美味しい食べ物をようさん
食べててなぁー。                        待っとるでぇ！

「淡路島」って、なんだか

魅力的？
日本遺産にも認定されている歴史の島。
天地創造の神話の中で最初に誕生する“島”が
淡路島です。神秘的！

大阪や神戸から近いのに、明石海峡大橋を
渡った瞬間！“南の島”の雰囲気に
ワープできるリゾート感が魅力的。

美味しい食材が、たくさんある島だから、
魅力的なグルメがいっぱい。
ナント！食糧自給率が100%を超えてます。

淡路島
ちょっぴり気になる

この事業は（一財）淡路島くにうみ協会の助成を受けて実施しています。


