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YASSA  INFORMATIONYASSA  INFORMATION第26回三原やっさ祭り やっさ祭りについての
問い合わせ・申込み先

〒723-8555 三原市皆実４丁
目８番１号　三原商工会議所内

三原やっさ祭り実行委員会 電話 : 62-6155 FAX : 62-5900
ホームページアドレス http://www.mhr-cci.or.jp/yassa/index.htm

やっさ祭り参加者・ボランティア募集

“ちょっと一言”�投稿募集�

一般審査員募集

やっさグッズ販売しています！
やっさ祭り協賛行事が始まります

横綱　田谷悠記　三原小
大関　沖田優樹　河内小
関脇　田中直樹　田野浦小
小結　藤本　諭　南小

っても　 けても、がんばった！

t４年生横綱 米山英弥君（南小）、５年
生横綱 山下徹也君（中之町小）、６年
生横綱 日高真郁君（本郷南方小）の３
名は、7月29日に行われるわんぱく
相撲全国大会（東京両国国技館）に郷
土を代表して出場します。

「人にやさしい祭り委員会」では、障害をお持ちの方
や高齢者の方のやっさ祭りへの参加者を募集していま
す。
祭りには参加したいけど、「交通手段がなくて行けな

い」「介助者がいないのでいけない」「少人数なので参加
しにくい」等の理由で、今までやっさ祭りへの参加を見
送ってこられた方いらっしゃいませんか？
「人にやさしい祭り委員会」は、そんな方達をサポー
トする目的で運営を行なっています。個人の必要に応じ
た支援を提供しながら、「一緒に祭りを楽しみたい」こ
れが私達の願いです。
少しでも個人の必要に応じた支援を行なっていけるよ

う、ボランティアの募集を平行して行なっています。私
達の趣旨に賛同して頂ける方、一緒にやっさに参加しま
せんか？

やっさ踊りの審査員になって、やっさ踊りに参加しませんか？
● 応募資格 18歳以上（性別は問いません）
● 募集期間 ７月２日（月）～７月19日（木）
● 審査日時 ８月10日（金）19：15～22：00

11日（土）18：40～22：00
● 申込方法
所定の用紙または、はがき、封書にて、下記のご質問にお答

え頂き、お申し込みください。
（1）やっさ踊りが踊れますか。
（2）やっさ踊りに参加したことがありますか
（3）やっさ踊りの特徴はどんなところだと思いますか
（4）応募の動機は

「邦ちゃんと
一緒に踊ろう！

フリー参加チーム」
参加者大募集
～今年も山田の邦ちゃんと一緒にやっさ踊りを踊っちゃおう!!～
昨年のやっさで大フィーバーした山田の邦ちゃんが、今年も

三原やっさ祭りにやって来ます!! やっさ踊りが大好き！ 踊りに
参加したい！ でもチームがない！ そして、邦ちゃんと一緒に踊
りた～い！ そんなあなたを三原やっさ祭り実行委員会では、大
募集致します!!
● 出 場 日 ８月11日（土）
● 定　　員 200名（大人・子ども）※小学３年生以下のお子様に

は、保護者がお付き下さい。
● 募集期間 ７月２日（月）～７月13日（金）＊消印有効
● 参 加 料 2,500円（Tシャツ代を含みます）
● 申込方法　
往復ハガキに、住所・お名前・年齢・電話番号・Tシャツのサ

イズ大人用（LL／L／M／S）子ども用（大きさ○○cm）をご
記入の上、下記までお申し込みください。はがき１枚で５名ま
で応募できます。
募集締め切り後、実行委員会で抽選いたします。
結果は返信はがきにてお知らせします。

「やっさ踊り」チーム募集
今年は、昨年より提唱してまいりま

した創作踊りを、実行委員会より披露
する予定です。昨年同様、統一音楽を
11日（土）のみとさせて頂きます。10
日（金）は、花車にて自主音楽での踊り
となりますのでお気を付けください。
■ やっさ踊り実施要綱
● 日　時
８月10日（金）

大人やっさ　　19：15～22：00
８月11日（土）

子どもやっさ　18：40～　
大人やっさ　　18：40～22：00

● 場　所 三原駅前及びその周辺
● 申し込み方法
所定の申し込み用紙に必要事項を記

入し、上記宛にお申し込み下さい。
● 受付期間
６月１日（金）～７月２日（月）

今年もやっさ祭り開催までいろんな場所でいろんな行事
を開催していただき、盛り上げていただきます。（下表参照）

今年もやっさオリジナルグッズを販
売しております。お土産に、記念にい
かがですか？
◆やっさうちわ …………………200円
◆やっさ提灯 ……………………800円
◆やっさTシャツ ……………1,500円
◆子ども用ハッピ（3～6才用）…3,500円

（7～10才用）……4,000円
◆やっさコースター ……………300円
◆やっさ踊りCD ……………2,000円
◆やっさ人形 …………………1,800円
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横綱　二宮　望 南小
大関　石黒孔久 因北小
関脇　平岡拓志 須波小
小結　森本育太 本郷南方小

横綱　米山英弥 南小
大関　吉岡　実 鷺浦小
関脇　石槌宏幸 田野浦小
小結　相原育馬 南小

横綱　山下徹也 中之町小
大関　大成真裕 糸崎小
関脇　瀧田雄介 御調町立市小
小結　高上将也 綾目小

横綱　日高真郁 本郷南方小
大関　岡本正照 西小
関脇　三好周平 西小
小結　竹森　祥 西小

横綱　植田俊介 深小
大関　小野田颯 三原小
関脇　絹川敦俊 西小
小結　松本　俊 三原小

さわやか
ボクたち、
わんぱく
力士！

勝 負

（敬称は略させていただきました）

やっさ祭
りまで

あと
日!51

日　時 行　　事　　名 場　　所

７

月

１日（日）ひまわりコンクール リージョン文化ホール
８日（日）ふれあいみはら車椅子バスケットボール大会 リージョン主体育館
15日（日）ビクター中国歌謡祭中国地区合同発表会三原大会 リージョン文化ホール
15日（日）やっさ夏祭り歌謡ショー 中央公民館中講堂
22日（日）近郷やっさバレーボール大会 リージョン主体育館
29日（日）やっさ演歌祭り リージョン文化ホール

８

月

４日（土）やっさゴルフ大会（参加者申込受付中!!） 三原CC
５日（日）近県ビーチボールバレー大会 リージョン体育館
５日（日）三原カラオケサマーショー リージョン文化ホール
５日（日）ペアボウリング大会 三原エースボウル

当　事　者 ボランティア

対象者

日　時

集合場所

申し

込み

当日

までの

予定

障害をお持ちの方・高齢者の
方で、やっさ祭りの参加を希
望される方。

中学生以上で、所定の研修・
踊りの練習に参加できる方
（活動日は希望に添います）

屋台村散策　８月10日（金）～12日（日）
踊 り 参 加　８月11日（土）16:00～21:00
花 火 見 学　８月12日（日）時間検討中

追って、参加者に通知します

７月５日（木）までに、以下まで所定の申し込み用紙に必要
事項を記入のうえ、申し込んでください。尚、申し込み期日
以降の受け付けは一切いたしません。申込先 三原市社会福
祉協議会（担当：小川） TEL63-0570 FAX63-0599

７月15日（日）：昨年のビデ
オ上映・心構えについて ７
月22日（日）：実技（車椅子
の介助方法等） ８月５日
（日）：ボランティアと顔合わ
せ・踊り練習。
研修には出来るだけ参加し
て、８月５日の研修は特に休
まないようにしてください。
※７月５日（木）より、毎週
木曜日中央公民館にて、踊り
の練習をしています。一度は
出席してください。

７月15日（日）：昨年のビデ
オ上映・心構えについて ７
月22日（日）：実技（車椅子
の介助方法等） ８月５日
（日）：ボランティアとの顔合
わせ・踊り練習。これは障害
をお持ちの方達をサポートす
る上で重要な研修です。研修
を全休された場合、当日の参
加をお断わりすることもあり
ます。※７月５日（木）より、
毎週木曜日中央公民館にて、
踊りの練習をしています。一
度は出席してください。

※その他、やっさ祭り全体の運営をお手伝いいただけるボランティアの
方もお待ちしています。

第17回わんぱく相撲三原場所結果

他いろいろ


