
こうべ海の盆踊りとは

Hosted towards the end of summer at the 
Meriken Park, “Kobe Umi no Bon-Odori” (Kobe’s 
Bon-Odori of the Sea) is the biggest bon-odori 
held in the Kansai region of Japan. 
Began in 1993, this dance festival is now an iconic 
event of Kobe, and is holding its 26th dance this 
year.

『こうべ海の盆踊り』は、夏の終わりにメリケンパーク
で開催される関西最大級の盆踊りです。
1993 年に始まり、今年で26回目を迎え、今では神戸の夏
の風物詩となっております。

As a special event, Yukata rental will be available 
on a first-come, first-served basis. Yukata is an 
easy-dress style of Kimono, and is often worn by 
people of all genders to summer festivals in 
Japan.
Why not try on the Yukata and get the full Japa-
nese festival experience?

特別な企画として、先着順で浴衣の貸し出しをしていま
す。浴衣は夏に着る簡易な着物で、日本では男女を問わ
ず浴衣を着て夏祭りを楽しみます。
浴衣を着て、祭りの雰囲気を楽しみましょう！！

Kobe Umi no Bon-Odori 
(Kobe’s Bon-Odori of the Sea)

One of the most popular characteristics of this festival is dancing 
to the live performances of iconic minyo from all around Japan. 
Bon-odori events are held all over the country; however, most of 
these are danced to CD recordings. Having live music played 
for a bon-odori of this scale is rare, and it is another feature that 
makes this particular bon-odori event so loved.

当イベントの醍醐味は日本全国の代表民謡を生唄・生演奏に合わせて踊る
ことができるところにあります。
盆踊りは日本各地で開催されていますが、そのほとんどがＣＤ音源です。
当イベントのような大規模な盆踊りでの生唄・生演奏は珍しく、毎年多くの
方にお楽しみいただいております。

Bon-odori (bon dancing) is a traditional Japa-
nese dancing event.
The participants gather in a circle and dance to 
“minyo,” traditional Japanese folk music passed 
down through generations. Minyo varies from 
region to region, making each bon-odori unique 
to its area.
Whether danced in a big group, a small group, or 
danced to different minyo, bon-odori is an event 
that has been loved and enjoyed for centuries all 
over Japan. 

Bon-Odori
毎年好評の「大抽選会」を今年も実施します。
当日、会場でお配りするスタンプラリーシートに、各屋台で
お買物をするともらえるスタンプを３つ集めると、抽選会受付
テントにて応募できます。
そして、盆踊りのフィナーレ前に、巨大やぐらにて大抽選会を
行います。
豪華商品をご用意しておりますので、屋台でお買物をする
際には、忘れずにスタンプラリーシートを受け取りの上、
大抽選会に奮ってご参加ください！

まず、本部テント横で

「スタンプラリー
カード」をお受け取
りください。

抽選会は

19：50頃から
やぐら上で
行います。

スタンプラリーカード  

▲

The popular raffle is being held again this year!
At the festival you will be given a stamp card, which you can fill in by making a purchase from the 
stalls at the festival (one stamp per stall). Once you’ve collected three stamps, bring your stamp 
card to the raffle registration tent so you can register it!
The raffle will be held at the giant Yagura (a large stage-like centerpiece of the festival) just before 
the bon-odori finale. 
We have prepared luxurious prizes just for this raffle, so don’t forget to receive a stamp card and 
enter for your chance to win!

Please see the website of "Kobe Umi no Bon-odori" 
The information of "Kobe Umi no Bon-odori" is distributed on the website, Twitter and 
Facebook. The photos of that day will be posted on the photo gallery of the website. 
After the event, we plan to add aerial shoots by drone to there. Please watch it!

The Grand Raffle大抽選会

参加方法

1 2 3 4

開演　Start
オープニング（東川崎恵比須太鼓）

民謡生演奏大盆踊り
（木島一清・西原和恵・進藤聖子・佐藤美貴）
① こうべ港音頭（神戸市）
② 炭坑節（福岡）
③ デカンショ節（兵庫）
④ 相馬盆唄（福島）
⑤ 鹿児島おはら節（鹿児島）
⑥ ドンパン節（秋田）
⑦ ソーラン節（北海道）

恒例企画（ご当地民謡）
・ みなと音頭（神戸市）
・ 布引音頭～平成ヴァージョン～（中央区）
・ ポートタワー音頭（中央区）
・ 山と港と花時計（中央区）
・ 神戸ハイヤ節（中央区）
・ 河内音頭（大阪）

18：00～

終了　End20：45～

19：10～

恒例企画（ご当地民謡）
① こうべ港音頭（神戸市）
② 炭坑節（福岡）
③ 鹿児島おはら節（鹿児島）
④ 阿波おどり（徳島）

20：10～

大抽選会　Giant raffle19：50～

18：20～

Programプログラム Singer歌手

生唄・生演奏 Live Singing and Performances

民謡歌手 高木  ことり
folk singer KOTORI TAKAGI

民謡歌手  進藤聖子
folk singer SATOKO  SHINDO

民謡歌手  西原和恵
folk singer KAZUE NISHIHARA

民謡歌手  樫本  千成
folk singer CHINARI　KASHIMOTO

夏の思い出作りに、メリケンパークにお集まりください！
Come to Meriken Park for a night to remember. Dance! Dance! Have a great time! さぁさ！みんなで踊ろよ！踊ろ！

※「スタンプラリーカード」は
　サンプルです。

民謡歌手  木島一清
folk singer KAZUKIYO KIJIMA

民謡歌手  佐藤美貴
folk singer  MIKI   SATO

浴衣の貸し出し・着付け Yukata Rental and
Dressing

・当日受付…先着順
   Reservation: none. First-come, first served.

・受付開始…17：00～
   Rental open: 17:00

・金額………￥1,000－
   Fee: 1,000 yen

・最終返却時間…20：45
   Last return: 20:45

ボクも

みんな
と

踊るも
め！

こうべ海の盆踊りホームページをご覧ください！！
こうべ海の盆踊りでは、ホームページ・ツイッター・Facebookで情報を配信しています。
ホームページには写真ギャラリーを設置しており、当日の写真も掲載していきます。
今年のイベント終了後にはドローンからの空撮映像も追加予定です。是非ご覧ください！

HP＝http://www.uminobon.net/

No.0000

No.0000

3つのスタンプを集めると大抽選会にご参加いただけます。

【スタンプの集め方】

※点線で切り取り、投票券をご希望の賞品の投票箱に入れてください。
※カード上部は、当選確認＆賞品受け渡しに必要になりますので
 なくさないようご注意ください。

受付でアンケートに答えて
スタンプを1つGET♪

◆アンケート◆

◆各ブースでお買い物◆

(お買い上げ頂いたご本人様のみが、
スタンプ押印対象となります)

購入金額にかかわらず
「1店舗につき1つ」スタンプをGET♪

【大抽選会】
＜時間＞19：50～
＜場所＞●●●

【投票】
＜時間＞18：00～19：40
＜場所＞●●●

こうべ海の盆踊り

屋台ブースで

お買い物をして、

スタンプを
3つ集めて…

本部テント横の抽選

会受付で、投票券を

切り離し、ご希望の

賞品の投票箱へ。

投票受付時間
１８：００～１９：４０



ドローンえもんを作る企業

https://www.sky-walker.co.jp

お探しの　がきっと見つかる！お探しの　がきっと見つかる！

TEL:078-341-4786

要実データー

私たちは を応援します！私たちは を応援します！

要実データー

http://www.noritz.co.jp
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オリジナルCD　好評発売中！

ずっと美味しく、
     もっと美味しく

CDも

よろしくもめ
！

神戸市灘区篠原中町6丁目2-13
TEL. （078）801-1351（代）

http://haikarasan-kobe.jp/

こうべ海の盆踊り


