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【1．こいや祭りとは】  

 

《こいや祭りとは？》 

 

感動と交流 

みんなで創るみんなの祭り 

非日常空間で踊るお祭り 

  

という 3大コンセプトを掲げて、大阪の地を盛り上げている祭りです。 

ただ踊るだけのイベントではなく、祭りを通じて、「国境や性別、年代を超えた笑顔や感動、交流を生 

み出し、一大ムーブメントを起こそう！！」と 23回目を迎えました。  

 

舞台に立つ皆様だけでなく、観客の皆様も含め、全員がこいや祭りの主役です。 

一緒になってこいや祭りを創りあげていきましょう！！  

  

 

《名前の由来は？》 

 

関西では、「こっちにおいで～」という言葉を「こっちにこいや～」と言います。一見きつい言葉に捉え 

られるかもしれませんが、関西流の親しみを込めた言い方です。全国の皆さんが集まって楽しいお 

祭りを創りたいという思いを込めて、”こいや祭り”となりました。  
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【2．第 23回こいや祭り 開催概要】  

  

名称  第 23回こいや祭り  

開催日程  
2022年 9月 10日（土）・11日（日）  

※片日参加も可能となっております。 

開催時間  
10：00-20：00  

※各会場によって異なります。  

開催内容  
・市民参加型の踊るお祭り  

・現地開催と生中継を掛け合わせた新しいお祭り  

三大コンセプト  

・感動と交流  

・みんなで創るみんなの祭り  

・非日常空間で踊るお祭り  

第 23回テーマ  笑い合え！みんなでつなごやこの夏を 来いやこいやで大フィーバー！！！  

開催会場 （予定） 

〖メイン会場〗  

・大阪城公園 太陽の広場  

  

〖地域会場〗  

・大阪城公園内 

   やぐら 

   教育塔 

   JO-TERRACE 

   記念樹の森 （パレード） 

 

・あべのキューズモール（阿倍野区） 

・末広公園（大東市） 

・深北緑地（大東市）  

その他 今年度は現地開催のみでの申込となります。 

※開催会場は現在調整中ですので、急遽変更になる可能性もございます。  

  予めご了承ください。 （2022年 6月 7日（火）現在） 

 

主催：第 23回こいや祭り実行委員会  

後援：大阪市、 

後援予定：公益財団法人関西・大阪 21世紀協会、ラジオ関西、サンテレビ、大阪商工会議所  
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【3．参加予定チーム様の当日までの流れ】 
 

6月 7日 （火） 第 23回こいや祭り（本祭） 参加申込受付開始 

予定の受付チーム数（110チーム）に達し次第受付終了 

6月 26日 （日） 参加申込受付終了、チーム写真提出締切、 

交流会 実施（別途申込者のみ） 

7月 10日 （日） 説明会、KOIYA＋ 実施 

7月 11日 （月） 参加費 振込期限 

7月 22日 （金） 参加者名簿 提出期限 

8月 1 日 （月） メイン会場用音源提出締切（必着） 

9月 10日 （土）・11（日） 第 23回こいや祭り 当日 

 

説明会に関しましては、P１６【６．説明会・KOIYA+について】に記載しておりますが、参加チーム代

表者様（2名）は必ずご出席いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
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【4．開催要項】 

《4.1．参加申込について》 

〈参加申込受付期間〉 

2022年 6月 7日(火) 12:00 〜 6月 26日(日) 23:59 

※ 受付期間を過ぎたお申込は一切受付できません。 

〈申込方法〉 

1．参加申込受付期間中、こいや祭りのホームページ上（https://koiya.net/）に本祭参加申込

受付フォームを設置いたします。同フォームの内容に従って受付登録をお願いいたします。 

※参加申込受付は先着 110チームとさせていただきます。  

※ガイドブックにチーム写真を掲載するため、参加申込受付フォームよりチーム写真のご提出を

お願いいたします。形式は JPEG( .jpg / .jpeg )になっております。ご注意ください。 

※参加申込時は、想定される参加者に最も近い人数をお答えください。実際の参加人数と大きく

異なる場合、理由をおたずねする場合がございます。 

  

2. 参加申込受付をしていただいたチーム様へは、こいや祭り実行委員会より自動返信メールを送

信させていただきます。  

 

3. 次ページ《参加費について》に従って、指定口座への振込をお願いいたします。  

 

4. 振込を確認次第、こいや祭り実行委員会より「振込確認メール」を送信させていただきます。「振

込確認メール」に「参加者名簿」ならびに「参加者名簿の形式」 を添付いたします。  

 

5. 「参加者名簿の形式」に従って、「参加者名簿」を作成していただきます。件名を【チーム名 参加

者名簿】とし、「参加者名簿」をこいや祭り実行委員会(info.koiyamatsuri@gmail.com)宛に

メールで送信してください。 

 

6. ①参加申込受付、②振込、③参加者名簿提出の全てを確認次第、参加申込を完了とさせていた

だきます。 こいや祭り実行委員会より、参加申込完了メールを送信させていただきます。  

https://koiya.net/
mailto:info.koiyamatsuri@gmail.com
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《4.2．参加費について》 

大人(高校生以上) 2,000 円/人  中学生以下 1,000 円/人 

〈参加費に関する注意事項〉 

・参加費の支払い対象は、出演者(踊り子、MC 大道具スタッフなど『演舞スペースに入られる

方』)とし、チームスタッフは含みません。 

・片日参加の場合も金額は変わりません。ご了承ください。 

・個人が複数チームで参加される場合は、参加チームごとに参加費が必要となります。                                 

 

〈お振込みについて〉 

・参加申込受付後～7月 11日(月) 15:00 までに、指定の口座に参加費をお振込みください。 

口座の詳細は参加申込受付後の自動返信メールに記載しております。 

 

〈お振込みに際しての注意〉 

・手渡しでの参加費のお預かりはできかねます。必ず金融機関からのお振込みをお願いいたします。  

・参加費のお振込みは、チーム単位で、振込人名義をチーム名にしてお願いいたします。  

・記帳の都合上 10 文字までしか明記されないため、わかりやすい表記をお願いいたします。                              

(例)チーム名 『なにわ大学お祭りチームこいや』 ⇒ 名義人『コイヤ』でのお振込み  

・誤って氏名等でお振込みされた際は、誤って記載した【振込人名義・振込日・金額・チーム名】を

記載の上、 こいや祭り実行委員会（info.koiyamatsuri@gmail.com）まですぐにご連ください。 

・期限内にお振込みが確認できない場合は、参加を取り消しさせていただく場合がございます。 

 

〈追加請求の参加費について〉  

・何らかの事情により当日に参加人数が増えた場合、追加分の参加費を後日メールにて請求させ

ていただきます。 （当日、メイン会場演舞前の集合時にスタッフが人数を確認いたします。） 

・追加分の参加費は年齢に関わらず 2,000円/人とさせていただきます。  

     

 〈返金について〉 

・関係各所からのイベント自粛要請等による開催中止、並びに振込後の参加辞退・参加人数の減

少などにつきまして、返金は致しかねますので、あらかじめご了承ください。 

mailto:info.koiyamatsuri@gmail.com
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《4.3．審査について》 

 

・今年のこいや祭りでは「大賞」「準大賞」に加え、「地域会場賞」「U-30賞」「ファミリー賞」「新人 

賞」「パレード賞」を設けております。 

・なお、フィナーレ選出チームだけでなく、「ジュニア部門大賞」受賞チーム、「パレード賞」受賞チー

ム、「U-30賞」受賞チームにも再演の時間を設ける予定ですので奮ってご参加ください。 

ただし、エントリーチーム数や会場確保の兼ね合いにより賞を設けることができない可能性もござ

います。 

 

※以下の文章は予定通り賞を設けた場合について記載しております。 

一般部門 大賞・準大賞・優秀賞（フィナーレ選出チーム）・ファミリー賞 

ジュニア部門 大賞・準大賞 

両部門 各地域会場賞・U-30賞・パレード賞・新人賞 

※本年度もジュニア部門にエントリーされたチームからのフィナーレ選出は一切行いません。予めご

了承をお願いいたします。 

また、ジュニア世代を中心に活躍されているチームがフィナーレ審査の対象となることをご希望さ

れる場合は、必ず≪一般部門としてのエントリー≫をお願いいたします。その際、ジュニア部門の審

査対象から外れてしまうことを併せてご理解お願いいたします。 

 

〈ジュニア部門参加規定〉 

・チーム編成メンバーの過半数が 18歳以下であること。 

・ジュニアが中心となって活動しているチームであること。 

 

〈その他〉 

・第 20回（2019年度）と同様にフィナーレ選出チーム数は 8チームといたします。 

・両日参加のチームは審査の有無の希望をお選びいただけますが、片日参加のチームはメイン審査

対象外とさせていただきます。片日参加のチーム様は各地域会場賞（パレード賞は対象外）の審

査のみ対象とさせていただきます。 

・本年度は動画部門の設置・動画審査は行いません。 

・荒天中止等、やむを得ない理由でタイムテーブルの変更・会場数の減少が発生した場合、審査の

進行状況によりましては、対象となる賞の授与を取りやめさせていただく可能性がございます。 

 

詳細につきましては、7月 10日（日）の説明会にてご説明させていただきます。 
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《4.4．演舞のための音源について》 

   

 〈CDについて〉 

・使用する音源は音楽 CD（CD-R）に限定させていただきます。  

 ※データ CD（CD-ROM）では再生することができません。  

・CD1枚に収録する曲は 1曲のみでお願いいたします。  

・演舞曲の時間はステージの入退場(イリ・ハケ)を含めた 6分以内に収めていただきますようお願

いいたします。また、曲中に空白時間がないようにお願いいたします。  

 

〈メイン会場用 CDのご提出について〉  

・メイン会場分の音源 CD合計 2枚を本要項開示後～8月 1日(月)（必着）で以下の宛先にご

郵送ください。 

宛先：〒530―0038 大阪府大阪市北区紅梅町 1−7 久幸ビル 407号室 

第 23回こいや祭り実行委員会  

・CD本体とプラスチックケース両方に、チーム名(ふりがな)と曲名(ふりがな)の記載をお願いいた

します。    

   

〈注意事項〉  

・メイン会場用に予めご提出していただいた CDはご返却いたしません。 

・地域会場用の CDは各チーム様が踊る際、地域会場に直接お持ちいただきます。なお、こちらの

CDは演舞終了後にその場でお返しすることを想定していますが、運営状況により即座に返却で

きない場合がございます。つきましては、地域会場での演舞回数分の CDを持ち歩いていただくよ

うお願いいたします。 

・再生回数の多い CDでは劣化の恐れがあるため、必ず新品の CDに音源を録音していただくよ

うお願いいたします。傷などもついていないかご確認お願いいたします。再生トラブル回避のため、

ご協力お願いいたします。  

・当日の CDの変更・差し替えは混乱をきたす原因となるため、いかなる場合も受付できませんの

で悪しからず、ご了承ください。  

・近年、動画WEB等での公開に伴い、音楽の楽曲使用申請(著作権)の問題が厳しくなっておりま

す。楽曲使用に関しての申請につきましては、各チーム様の方々にてお願いいたします。 第 23回

こいや祭り実行委員会では責任を負いかねますので、ご了承ください。  
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《4.5．大道具規定について》 

〈大きさ規定〉  

・幕などを使用する際は、ステージ床からの最高点(以下：最高得点)が 5.0m以下となるようにし

てください。  

・人が乗らない立体造形の大道具については、ステージ床から含めて最大径が2.5m以下となるよ

うにしてください。  

・人が乗る道具で、地面に接する(車輪付き、キャスター付き、可動式)道具、また、車輪付きでない

道具については車輪等を含めた高さが 2.0m以下となるようにしてください。  

・人が乗る道具で、人が直接支える(地面から道具が完全に離れる)道具については、足場を含め

て持ち上げた状態の最高点が2.0m以下になるようにしてください。また、必ず乗り手1人に対し、

道具を持ち上げている人以外の 3人以上の補助の人員を確保してください。  

・道具に人が乗る場合、必ず持ち手を設け、乗り手は必ず片手は持ち手を持って演舞するようにして

ください。また、道具の上で飛ぶなどの危険とみなされる行為は禁止とします。  

・傘、纏などの、全長 1.5m以上でも十分に個人で扱える道具であれば、安全を確認できる範囲で

使用を認めます。  

・本祭当日に大装具の測定を行います。その際、上記規定の違反や、下記の大道具情報記入シート

の内容と異なる場合は、その道具の使用を禁止します。また、安全性に欠ける場合やステージ破損

の危険性があると実行委員会が判断した場合にも、使用を禁止します。あらかじめご了承くださ

い。  

※これらはメイン会場での規定です。地域会場の規定に関しては 7月 10日（日）の説明会にてご

案内いたします。 

 

〈提出物〉  

・使用道具の安全面や大道具の遵守確認に伴い、大道具を使用するチーム様には,事前に大道具

の大きさ、補助人数についての資料（大道具情報記入シート）を提出していただきます。こちらは 

7月 10日（日）の説明会にて配布（データ）を予定しております。 
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《4.6．ボランティアスタッフについて》  

大阪府、及び近隣の府県（京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県）を拠点に活動されている参加チーム

様より両日とも 2名ずつ当日のボランティアスタッフとしてのご協力をお願いしております。 

詳細につきましては、説明会にてご連絡いたします。 

 

《4.7．中夜祭について》 

〈目的〉 

第 23回こいや祭りでは、「踊って終わり」という祭りではなく、以下の 3点をより良いものとするた 

めにのために中夜祭を実施する予定です。 

①感動と交流：こいや祭りと参加者の関係を醸成します。 

②非日常空間：より多くの方々に祭りが創り出す非日常空間を提供します。 

③地域活性化：地域の方々も巻き込み、祭りを創り上げます。 

つきましては多くの皆様に参加していただきたいと考えております。 

 

・本祭 1日目（9月 10日（土））終了後に大阪城公園内にて実施予定です。 

・詳細は決定次第こいや祭りホームページ（https://koiya.net/）やメール、各種 SNSにてお知ら

せいたします。 

・参加には別途申込をしていただくことを想定しております。 

 

  

https://koiya.net/
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《4.８．オンライン配信について》 

〈現地開催の中継配信について〉 

・こいや祭り公式 YouTubeチャンネルにて、9月１０日（土）・１１日（日）本祭当日における 

メイン会場の様子の配信を予定しております。 

・第 23 回こいや祭りに参加申込された時点で、本祭期間中に撮影された映像、写真につきまして

本委員会が無償で利用することに同意したとみなします。予めご了承ください。 

・音源提出の際には 8 ページに記載しております、【演舞のための音源について】をご確認いただ

き、著作権を侵害しないよう音源の提出をお願いいたします。 

・著作権の侵害や公序有俗に反する動画は配信いたしかねます。下記 URL よりご参照ください。

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/copyright-guidelines?hl=ja 

 

〈どこでもこいや（動画配信）について〉 

・昨年度行われた、事前に各チームで撮影していただいた動画を、こいや祭り公式 YouTube にて

公開する「どこでもこいや」は協議の結果、今年度は開催しない運びとなりました。 

・つきましては、第 23回こいや祭りは現地参加のみでの受付となっております。 

 

《4.９．感染対策について》 

・刻一刻と変わる状況を鑑み、『第２３回こいや祭り開催のためのガイドライン』を制作しております。

策定でき次第、ご連絡させていただきます。参加される皆様のご協力が必要不可欠となっておりま

すので、ご確認、ご周知の程よろしくお願いいたします。 

 

《4.10．開催方法等が変更となった場合の対応について》 

・当日の荒天や、新型コロナウイルス感染症及びその他感染症状況による、政府や利用施設からの

イベント自粛要請があった場合、無観客開催や、開催場所の変更、開催の延期・中止とする場合

がございます。 

・上記をはじめ、そのほか開催方法の変更や中止等の場合でも参加費の返金はいたしかねます。 

・開催方法の変更や中止等をする場合、メールや、こいや祭りホームページ及び各種 SNSにてお知

らせさせていただきます。 

https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/copyright-guidelines?hl=ja
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《4.１１．ブース出店について》 

 

〈ブース出店目的〉 

単なる“踊りのイベント”ではなく“地域をあげての町興しのお祭り”とするために、お祭りの一部とし 

て、ブース出店をします。これにより、観客の更なる増加を図り、お祭りを楽しむ全ての方々の満足感 

の向上を目指します。 

 

〈ブース出店にあたって〉 

こいや祭りは「みんなで創るみんなのお祭り」を目指しています。例年チーム様にもブースを出店し 

ていただき、こいや祭りを盛り上げていただいております。 

第 23回こいや祭りもブースを出店していただけるようにただ今検討しており、出店条件を 3点設け 

させていただきます。 

 

1.本祭両日（9月 10日（土）・11日（日））ともに出店していただけること。 

2.こいや祭りが提案する考え、並びに別途お送りいたします『出店要項』にご理解いただけること。 

3.決定は実行委員会ブース担当者が検討し、ご連絡させていただくこと。 

 

以上の 3点をご了承の上、出店希望のチーム様はブース担当〈高山岳〉までご連絡お願いいたし 

ます。折り返しこちらから出店要項をお送りいたします。 

メールアドレス：t.m.g.172924@gmail.com 

 

〈ブース出店開催予定概要〉 

場所：大阪城公園太陽の広場（レイアウトは現在策定中） 

日時：9月 10日（土）、11日（日）10:00 〜 19:30頃予定 

前回の出店例：チームグッズ、かき氷など 

予定の出店ブース数に達し次第、募集を締め切らせていただくことがあります。 

※ 例年出店してくださっているチーム様には、こちらから別途ご連絡させていただきます。 

 

〈新型コロナウイルス感染症に関する対応〉 

ブース出店の可否につきましては、様々な社会情勢を考慮しながら当委員会で判断させていただき 

ます。判断日程も含めて、メールや、こいや祭りホームページ及び各種 SNSにてお知らせさせてい 

ただきます。 

mailto:t.m.g.172924@gmail.com
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【５．遠方から参加されるチーム様に向けて】 

 

今年度の開催にあたりまして''日本教育旅行株式会社''様の協力のもと、皆様のご宿泊並びにバ

ス手配のお手伝いをさせて頂きます。 

是非次ページからの資料をご確認の上ご検討ください。 
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第 23 回 こいや祭り 

宿泊・貸切バス手配のご案内 

 

拝啓 ご関係者各位におかれましては、益々ご健勝のことと心よりお慶び申し上げます。 

平素は弊社へ格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。 

この度「第 23 回 こいや祭り」が開催されますことを心よりお慶び申し上げます。 

イベントの成功に向けて精一杯ご支援させて頂きますので、よろしくお願いいたします。 

敬具 

日本教育旅行株式会社 

森口 珠実 

第 23 回 こいや祭り 宿泊プラン 

≪宿泊設定日≫  2022 年 9 月 9 日（金）・10 日（土）・11 日（日）ご宿泊分  

≪貸切バス設定日≫2022 年 9 月 9 日（金）・10 日（土）・11 日（日）・12 日(月)ご利用分 

≪受付期間≫   2022 年 6 月 8 日（水）~ 8 月 10 日（水） 

≪最少催行人数≫ おとな 1 名（ご宿泊の場合） 

≪添乗員≫    添乗員は同行いたしません。 

※チェックインはお客様自身で行っていただきます。 

≪宿泊代金≫   旅行代金＝１泊の宿泊代金×泊数 です。 

記載の宿泊代金は、客室を定員利用した場合のお一人様 1 泊当たり 

税金・サービス料込の代金になります。部屋数には限りがございますの 

で、ご希望に沿えない場合もございます。 

また喫煙/禁煙部屋の指定は承れません。予めご了承ください。 

≪貸切バス代金≫ 貸切バス料金 ÷ 人数 です。 

貸切バス料金は出発地、人数によって変動になります。 

予めご了承ください。 

≪旅行代金に含まれるもの≫ 

宿泊代金・貸切バス代金・税金サービス料込み 

(お一人様当たりの代金です)  

≪旅行代金に含まれないもの≫ 

上記以外は基本代金に含まれませんが、参加にあたって通常必要とな

る費用を例示します。 

 1.個人的性格の費用：飲食代・クリーニング代・電話代 

2.傷害、疾病に関する医療費 

3.任意の旅行傷害保険料 

4.自宅～ホテル(宿泊地)間の交通費 

（弊社手配でない場合） 
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≪宿泊施設・貸切バス≫ 

フォームにてお答えいただいた条件をもとに、各チーム様のご希望に合わせ、お探し致し

ます。 

回答に２～３日いただく場合がございます。 

 

≪申込・変更方法≫ 

下記フォームにてお申込ください。またお申込内容は必ずお控え下さい。変更につきまして

はメールにてお願いいたします。間違いを防ぐため、電話での申込・変更はいたしません。 

旅行契約は当社が契約を承諾し、申込金（または旅行代金）を受領したときに成立したもの

とします。お申込みを頂いた後、当社が承諾した後でお申込金の請求書を発送いたします。

９月７日(水)までに最終日程表（確定書面）、旅行代金残額の請求書を発送いたします。 

 

≪キャンセル規定【宿泊プラン】≫  

各宿泊施設の宿泊約款に準じますので、ご契約の際にお伝えいたします。 

≪キャンセル規定【貸切バスプラン】≫ 

 配車日の 14 日前～8 日前まで：所定運賃・料金の 20% 

 配車日の 7 日前～配車日時の 24 時間前：所定運賃・料金の 30% 

 配車日時の 24 時間以降：所定運賃・料金の 50％ 

また、キャンセル料がかからない日程でも、お申込み者全員がキャンセルとなる場合は、手

配手数料 

（1 団体様税込 4,400 円）を頂戴いたします。 

※受注型企画旅行の詳しい旅行条件は、当社ホームページよりご覧いただけます 

https://netravel.co.jp/company/img/juchugatakikakuryokoujoukensho.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。 

このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく上記の 

総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。 

 

https://forms.gle/bk1Uxh6pNBvHYD1A9 

≪受付期間≫２０２２年６月８日（水）～ ８月１０日（水） 

【お申込・お問合せ】 

日本教育旅行株式会社（京都府知事登録旅行業第 2-6 号） 

〒600-8155 京都府京都市下京区西玉水町 287 TEL075-351-0405  

営業日 月曜日～金曜日（定休日 土、日祝日） 営業時間 9:15～18:00 

総合旅行業務取扱管理者：山中将義 担当：岩本／森口 

https://netravel.co.jp/company/img/juchugatakikakuryokoujoukensho.pdf
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【６．説明会・KOIYA+について】 

  

※今年度は説明会と KOIYA＋は同日開催いたします。 

日時 2022年 7月 10日（日）18：00～21：00（予定） 

 18：00～ 説明会 

 19：30～ KOIYA＋ 

 21：00   終了 

場所 福島区民センター 

https://goo.gl/maps/XmCXkmnVD6Wbjj998 

〒553-0006大阪府大阪市福島区吉野 3丁目 17-23 

アクセス： 地下鉄 野田阪神駅 徒歩 4分 

         JR野田駅         徒歩 7分 

実施方法 対面実施（予定） 

遠方からの参加など事情のある方に限り、オンライン（zoom）でご参加いただけ

ます。その場合、別途メールでこいや祭り実行委員会 

（info.koiyamatsuri@gmail.com）にご連絡ください。 

参加方法 「説明会」「KOIYA＋」ともにこいや祭りのホームページ上 https://koiya.net/ 

に「本祭参加申込受付フォーム」に参加の設問がございます。 

 

〈説明会について〉 

・第 23回こいや祭りにあたって、認識していただきたい事項を説明する場となっております。 

・参加されるチーム様は必ず2名の参加をお願いしています。参加が難しい場合は、すぐにこいや祭

り実行委員会（info.koiyamatsuri@gmail.com）にご連絡ください。 

・集合時間などの詳細については後日メールにてご連絡させていただきます。 

・参加チーム代表者様に厳正な抽選を行っていただき、メイン会場の演舞順を決定したします。当日

のプログラムは、後日連絡をさせていただきます。 

※当日オンラインでの参加や欠席されたチーム様につきましては、当委員会より抽選させていただ

きます。あらかじめご了承ください。 

 

〈KOIYA＋〉 

・皆様のこいや祭りへの想いを、私たち実行委員に伝えていただき「みなさまと一緒に」こいや祭り

を作っていく、想いを共有する場にしたいと考えております。 

・本イベントを通じて、こいや祭りの企画・運営などに反映させていただく機会となればと存じます。 

https://goo.gl/maps/XmCXkmnVD6Wbjj998
mailto:info.koiyamatsuri@gmail.com
https://koiya.net/
mailto:info.koiyamatsuri@gmail.com
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 【７．こいや祭り応援団について】 
 

〈こいや祭り応援団とは〉  

こいや祭り実行委員会は、こいや祭りを皆様から愛され、いつまでも続いていくお祭りへ成長させて

いきたいと考えております。   

こいや祭り実行委員会の考えについてご共感いただくことで、一人でも多くの皆様にご支援いただ

ける組織を目指し、こいや祭り実行委員会はこいや祭り応援団を設立しております。   

こいや祭りは「みんなで創るみんなの祭り」をコンセプトの１つに掲げています。創立当初からの目

指す形として『1000万円の資金を集めるのに、100万円のスポンサー10社で成り立つ祭りよ

り、1000円のサポーターが 1万人いる祭りでありたい。』と言い続けてきました。こいや祭りが好き

だと言ってくれる人たちの、小さな愛と力がたくさん集まって成り立つお祭りでありたいと願ってきま

した。 

今年度の開催につきましても、一人でも多くの皆さんと共に創り上げたいと思っております。 

こいや祭りの応援団として少しずつ、お力添えくださればとても嬉しいです。よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

〈こいや祭り応援団 申し込み方法〉  

下記 URL もしくは QRコードから、「こいや祭り応援団＆オンラインショップ」にアクセスしてくださ

い。一口 500円から、何口でも応募していただくことができます。 

 

 

〈応援団様の BASEサイト上掲載について〉  

ご協力いただいた第 23回こいや祭り応援団様につきましては、こいや祭り BASEサイト上にてお

名前を掲載させていただきます。あらかじめご了承ください。 

 ※もしお名前の掲載が NGの場合、並びに掲載するお名前をニックネーム等にご指定いただく場

合は、ご購入の際の備考欄にその旨をお書きください。 

 

 

  

「こいや祭り応援団＆オンラインショップ」 

https://koiyamaturi.base.shop/ 

 

    

https://koiyamaturi.base.shop/
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【８．お問い合わせ】 
 

・メール 

参加にあたり何かご不明点、ご質問等ございましたら、こいや祭り実行委員会

（info.koiyamatsuri@gmail.com）までご連絡ください。 

 

・事務所所在地 

〒530-0038 大阪府大阪市北区紅梅町 1−7 久幸ビル 407号室 

 

 

 

 

 

mailto:info.koiyamatsuri@gmail.com

