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コロナ禍における「おいでん踊り」の実施について

今年度のおいでん踊りについては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、基本
的な感染防止を行うほか、感染リスクを減らした内容で実施します。そのため、参加ル
ールやおいでん総踊りのプログラムについて例年から変更となる点がいくつかございま
すが、ご理解いただくようお願い申し上げます。
マイタウンおいでん及びおいでん総踊りの開催情報などのお知らせは、すべて豊田お
いでんまつり公式ホームページで行いますので、各連でご確認ください。

＜コロナ禍における主な変更点＞
◇踊り手同士は 1.2ⅿの間隔（接触しない間隔）を空けてください。（４ページ掲載） 
◇踊り手同士が接触する振付をしないでください。（４ページ掲載） 
 ※ベーシックスタイル（ポップ）の振付の中に、手をつなぐ部分がありますが、手は
つながずに踊ってください。 

◇かけ声を出さないでください。（４ページ掲載） 
◇踊りコースの見直しに伴い、並び方を２列ずつ背中合せに統一します。 
（４，６ページ掲載） 

また、参加される皆様には、感染防止の観点から下記の内容に従って下さい。 
●会場内では、原則マスクを着用してください。 
※熱中症や酸欠などのリスクもあるので、体調に応じたマスクの着脱の判断は各自で
お願いします。 

●マイタウンおいでん及びおいでん総踊りの参加受付時には毎回、感染防止チェックシ
ート（別紙）を提出していただきます。連の代表者は参加者の健康管理を行ってくだ
さい。体調が優れない方は参加を控えてください。 

第５４回豊田おいでんまつり 追加募集
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 Ⅰ はじめに                                 

「リトルおいでん」とは 
 次世代に受け継がれていくまつりを目指し、「おいでん」の音楽に合わせて未就学の子
どもたちに踊っていただく踊りを「リトルおいでん」と言います。 
 地域で開催する「マイタウンおいでん」と、豊田市駅前で開催する「おいでん総踊り」
の両方に申込み・参加いただけます。 

■「マイタウンおいでん」
６月４日（土）から７月１７日（日）の間、市内の複数会場で開催される地域の

おいでんまつりです。「おいでん踊り」だけでなく、屋台や花火、伝統芸能などの地
域の特色を盛り込んだ、子どもから大人まで楽しめるお祭りです。 

■「おいでん総踊り」 
７月３０日（土）※1に、豊田市駅周辺の中心市街地で、マイタウンおいでんに参
加した踊り連による「おいでん総踊り」や、未就学の子どもたちが参加する「リト
ルおいでん」を行います。誰もが楽しめるふるさとのまつりとして、参加者が一体
となって踊ります。 

※1「豊田おいでんまつり」は、東京オリンピック・パラリンピック開催の影響により、第 52 回・53 回と開催時期を例年から変更してきました。
令和４年は、開催時期を例年の７月の最終土曜日・日曜日へ戻して開催します。（おいでん総踊り７月３０日（土）、花火大会３１日（日））



3

 Ⅱ スケジュール                              

月  日 内   容 マイタウン

参加 

総踊り 

参加 

両方とも 

参加 

５月１６日（月）～
５月２７日（金） 参加申込み受付（６月開催マイタウン） ○ ○ ○ 

５月１６日（月）～
６月１７日（金） 参加申込み受付（７月開催マイタウン） ○ ○ ○ 

５月２８日（土）午
後５時頃 

マイタウンおいでん参加連発表 
（公式サイト）※２

＊マイタウン参加希望のリトルおいでん連のみ

○  ○ 

５月３０日（月）～
６月 ３日（金）

踊り位置の抽選 
＊おいでん総踊りの踊り位置をくじ引きします

 ○ ○ 

６月 ４日（土）～
７月１７日（日） マイタウンおいでん ○  ○ 

６月頃 踊り位置及び詳細案内送付 ○※１ ○ ○※１

７月３０日（土） おいでん総踊り  ○ ○ 

※１ 「マイタウンおいでん」参加の場合、マイタウンおいでんに関する案内文は、豊田おいでんまつり実行委員会か

らではなく、各マイタウンおいでん開催団体から送付されます。 

※２ 5 月 28 日（土）～6月 17 日（金）に申込みをした踊り連につきましては、順次公式サイトへ掲載いたします。

 Ⅲ 参加要件、申込み                            込期間
１ 追加申込期間 
６月開催マイタウン：５月１６日(月)～５月２７日(金) 最終日午後５時必着 
７月開催マイタウン：５月１６日(月)～６月１７日(金) 最終日午後５時必着 
２ 申込方法                                

※ＦＡＸ、E-mail で申し込んだ場合は、事務局まで届いているか電話で確認をお願いします。 

区 分 備 考

Web 
（インターネット） 『申込みフォーム』から申込み

持参、郵送、 
ＦＡＸ※、E-mail※

次の①②の書類を豊田おいでんまつり実行委員会事務局まで提出

① 第５４回豊田おいでんまつり参加申込書【リトルおいでん】 

② 誓約書【リトルおいでん】 
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保 護 者

保 護 者

４ 参加対象者・人数 

区分 マイタウンおいでん おいでん総踊り 

対象 未就学児 ※ 未就学児 

人数 制限なし １０名以上 
※ マイタウンおいでんのみ、保護者や園の先生も一緒に踊ることが出来ます。 
※ 人数が１０名以上で申込みのあったチームについては、体調不良が原因で１０名を下回っていて

も参加していただけます。 

５ 並び方 
４列として、車道中央線から歩道に向いて２列ずつ背中合せで並んでください。
※新型コロナウイルス感染症の状況による踊りコースの見直しに伴い（6ページ参照）、 
並び方が一律この形になります。
※参加者数や新型コロナウイルス感染症の状況に応じて変更となる場合があります。

                     …子ども   子どもの向き 
車道中央線

６ 振付・衣装 
（１）振付、衣装は自由です。ただし、奇抜な衣装、鳴り物、紙吹雪等は禁止です。 
（２）新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、以下のことを守ってください。
 ア 踊り手同士は 1.2ⅿ程度（接触しない間隔）を空けること 
 イ 踊り手同士が接触する振付をしないこと 

※ベーシックスタイル（ポップ）の振付の中に、手をつなぐ部分がありますが、  
手はつながずに踊ってください。 

 ウ かけ声を出さないこと 

歩道

歩道 

背中合せ
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 Ⅳ マイタウンおいでん                             
１ 開催情報        

順延・会場変更は開始予定時間の３時間前に決定します（公式サイトに掲載） 

・この情報は令和４年５月６日（金）現在のものであり、変更の可能性があります。
最新情報は豊田おいでんまつりの公式サイトを御確認ください。 
・踊りの時間以外にも、様々なイベントを行っておりますので、是非ご参加ください。 
＜追加申込期間＞ 
会場No.１～７ ５月１６日（月）～５月２７日（金）最終日午後５時必着
会場No.８～１７ ５月１６日（月）～６月１７日（金）最終日午後５時必着

開催予定日

開催予定時間

６月４日（土）

10:00～17:00

６月１１日（土）

11:00～16:30

６月１１日（土）

11:00～14:00

６月１８日（土）

11:00～14:00

６月２５日（土）

18:00～21:00

６月２５日（土）

13:00～18:00

６月２５日（土）

16:30～20:30

７月２日（土）

18:00～21:00

７月２日（土）

15:00～20:00

７月３日（日）

14:00～18:30

７月９日（土）

18:00～20:30

７月９日（土）

16:00～21:00

７月９日（土）

14:00～20:40

７月９日（土）

15:30～21:00

７月１７日（日）

11:00～19:00

事前
説明会

1 いけいけ鞍ヶ池おいでんまつり 15:00
鞍ケ池公園　芝生広場

（矢並町）
雨天決行
（屋根有）

No. マイタウン名
踊り開始時間
（予定）

会場（住所） 雨天時対応方法
順延日

or雨天時会場（住所）

６月１２日（日）3 ほみにおいでん 11:30
保見運動広場
（保見ケ丘）

順延

2 エコフルタウンおいでんまつり 14:10
とよたエコフルタウン

（元城町）
順延 ６月１２日（日）

７月２日（土）5 足助地区おいでんまつり 18:00
足助宮町駐車場
（足助町）

順延

4 踊ろ舞！おいでん小原 11:00
小原トレーニングセンター

（市場町）
雨天決行
（屋根有）

６月２６日（日）
６月５日（日）
19：00～

7 猿投おいでん夏まつり
リトル17:10
一般18:00

豊田市運動公園
芝生広場（高町）

順延

6 おいでん香恋の里しもやま 13:30
下山支所駐車場
（大沼町）

会場変更
下山トレーニングセンター

（大沼町）

9 元祖おいでん上郷！２０２２ 17:00
柳川瀬公園多目的広場
（畝部東町）

会場変更

8 IYOIYOおいでん 18:00
ＧＡＺＡ南広場
（喜多町）

順延 ７月３日（日）

旭総合体育館（下切町）10 おいでんあさひ風鈴まつり 16:30
旭支所 駐車場
（小渡町）

会場変更

柳川瀬公園体育館
（畝部東町）

藤岡体育センター
（藤岡飯野町）

12 ふじおかおいでん夏まつり 17:00
藤岡コミュニティ広場
（藤岡飯野町）

会場変更

11 稲武おいでんまつり２０２２ 18:10

道の駅どんぐりの里いなぶ
イベント広場

「グリッピーのぼうし」
（武節町）

会場変更
稲武福祉センター

多目的広場（桑原町）

15 豊スタおいでん夏まつり ２０２２ 15:45
豊田スタジアム東イ
ベント広場（千石町）

会場変更

13 マイタウンおいでん高岡 17:00
高岡運動広場
（高岡町）

順延 ７月１０日（日）

14
大林納涼祭

“ほ～いおいでん大林２０２２”
19:00

大林公園
（大林町）

順延 ７月１０日（日）

豊田スタジアム
コンコース内（千石町）
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２ マイタウンおいでん出場連発表及び詳細 
・ ５月２８日（土）午後 5時頃 豊田おいでんまつり公式サイトで発表します。 
・ イベントの詳細、当日の持ち物等は、開催前に各マイタウンおいでん開催団体から発
送される案内文で確認してください。 

 Ⅴ おいでん総踊り                             

１ スケジュール 
（１）日時 
７月３０日（土）午後５時３０分～午後８時４５分
※参加連数や新型コロナウイルス感染症の状況により開催時間を変更する可能性が
あります。 

（２）プログラム 
オープニング、リトルおいでん（3曲※）、総踊り、おいでんアート 
※参加者数や新型コロナウイルス感染症の状況に応じて変更となる場合があります。 

２ 踊る位置 
・踊る位置は抽選を行い決定します。
・クジ引きによる抽選で、引いた番号順に❶から矢印方向（  ）へ踊り位置が決定し
ます。 

・リトル連の人数容量が➋に達したら、次の数字から矢印方向へ踊り位置が決定します。
リトル連の数、総人数によって➌から始まる列の終点位置は変動します。
※新型コロナウイルス感染症に対応した措置として、第54回に限り、えきまえステージ
周辺をコースから外す予定です。 
※参加者数や新型コロナウイルス感染症の状況に応じて変更となる場合があります。
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３ 抽選期間 

５月３０日（月）～６月３日（金）
午前９時００分から午後５時００分まで 

４ 抽選場所                                  

豊田おいでんまつり実行委員会事務局
（豊田市役所 西庁舎７階 商業観光課内） 

５ 抽選方法   

・抽選箱からくじを引きます。くじを引く方はどなたでも結構です。 
・抽選に参加しない場合は、事務局が代理でくじを引きます。

６ 詳細 

・６月下旬頃、踊り位置及び詳細案内を送付します。 

７ 注意事項                               

・リトルおいでんの踊りの審査、表彰は行いません。
・熱中症には十分ご注意ください。 

８ その他 

・降雨の場合は、当日正午までに実行委員会が実施の可否を決定します。（雨天決行。実
施決定後の気象変更等により中断又は中止することもあります。）
・光化学スモッグ注意報又は警報が出ている場合、中断又は中止することがあります。 
・中止の場合、延期はしません。 
・開催・中止の案内は、公式ホームページ、公式 Instagram及びテレホンサービスで行
い、同時にひまわりネットワーク、その他のメディアに情報提供します。 
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 その他おいでんまつりに関する情報                        
（１）おいでん踊りの練習や振付について 
 ①踊りの振付動画の貸し出し・YouTube 
・豊田おいでんまつり実行委員会事務局にて振付動画DVDを貸し出します。（無料）
・豊田おいでんまつり公式サイトや YouTube で振付動画を公開しています。 

 ②ポップ合同練習会（ポップインストラクターによる合同練習会） 
 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、練習会の実施は未定とします。 
・練習会の案内等は、豊田おいでんまつり公式サイトに掲載します。 

（２）「おいでん」ＣＤの販売 
①販売場所：・ミュージックショップリバー Ｔ－ＦＡＣＥ店 
      ・ＴＳＵＴＡＹＡ ＦＡＳもとまち店 

・豊田おいでんまつり実行委員会事務局（豊田市役所 商業観光課内） 
②価格：１，０００円（税込）

（３）インスタグラム 
まつり開催情報や協賛募集の告知を行います。
フォローをお願いします。 
豊田おいでんまつり公式アカウント…@toyota_oiden 

申込先及び問合せ先 
豊田おいでんまつり実行委員会事務局 （豊田市役所西庁舎７Ｆ 商業観光課内） 
〒４７１-８５０１ 豊田市西町３-６０   
電話 ０５６５-３４-６６４２  ＦＡＸ ０５６５-３５-４３１７ 
E-mail   ：oiden@oidenmaturi.com
公式サイト  ：https://www.oidenmaturi.com/

ポップ ディスコ 民踊


