
地元・日野・東平山の
連です。今年もばらえ
ていに富んだメンバー
で頑張ります。ご声援
宜しくお願いします。メ
ンバーも募集中です。
一緒に楽しく踊りまし
ょう！！�

地元で活動して早１３年。チ
ームカラーの赤を身に纏い　
今年も笑顔満開、元気一杯
に舞い踊ります。皆様と楽し
い時間を共有できること　う
れしく思っています。今年の
テーマは「祭」　どうぞ一緒
に盛り上がってください。�

緑豊かな府中のけやき並木
を吹き抜ける爽やかな風　結
成６年目を迎えた魁星、今年
の楽曲は心地良い鳴子の音
色が～颯爽～と響き渡ります
　心晴れ晴れ・・・快晴！快晴！
　道を極めて・・・開成！開成！
　憂う心も・・・回生！回生！�

『心ひとつに美しく』
という想いをチーム
名に込め、楽しく・美
しく・カッコよくをモッ
トーに活動して４年
目になりました。日野
の地で精一杯踊ら
せていただきます！�

アンチエイジングを目
指して、ボランティア
などで元気をいただい
ています。仲間を募集
しています。ご一緒に
楽しみませんか！�

日野市公立保育園卒園の
子どもたちを中心に、ひの
よさこい祭出場を目指して、
メンバーを募集し、練習に
取り組んでいます！　おどる
のが大好き！日野が大好き！
という子どもたちが笑顔い
っぱいで参加します！�

「誰でも踊れる！」をモット
ーに１０代から6０代のメン
バーで活動しております。
今年は東京下町の活気
溢れる情景を多摩のおて
んば娘たちが楽しくユー
モアを交え踊り上げます。�

笑顔満開で踊りきる。
サマージッパー　よさ
こい！　今年は龍の群
れとなって弾けます。
名物ジッパー下ろしや
恒例の３・３・７拍子！
　お楽しみください。�

おいしい地酒と和紙の里、
小川町の福豆です。今年
もひのよさこいで、新曲の
お披露目をさせていただき
ます。福豆のまわりに元気
と笑顔があふれますように
　元気に踊ります。�

結成７年目、今年も観客
の皆様と一緒にお祭りを
盛り上げ、楽しみたいと
思います。ご声援よろし
くお願い致します！！�

相模原市から参加の「よさこい
桂友会」です。ひのよさこいは４
回目の参加になります。今年は
衣裳も新しく、笑顔と元気をモッ
トーに全力で踊りますので、皆さ
んの御声援をよろしくお願い致
します！！　結成１４年目の老舗
チームの貫録をご覧ください。�

華やかな衣装にこだわり、
振付も素晴らしく、踊って
も楽しく、観ていても楽し
んでいただけると思います。
今回は産休が数名おり、
淋しいですが新メンバーも
加わり、温かい応援お願い
します。�

私たちは地域の老人
会のグループです。み
んな踊ることが大好き！
今年も元気で楽しく踊
ります。ご声援よろしく
お願いいたします。�

今年も元気に踊ります。日野交
通少年団は、日野交通安全協
会の青少年の部会です。毎年
交通安全啓蒙の為によさこい
祭に参加しています。高齢者
の交通事故が増えています。日
野の町で交通事故が起きない
ようにしましょう。�

埼玉県鶴ヶ島の妃龍でござ
います。結成１０年目の今年
のテーマは「明日の海」病
気と闘う人、心や体が弱っ
た人、色んな困難はあるけ
れど前を向いて進んでいき
ましょう。みんな元気になり
ますように！�

鳴子を手に踊ってみま
せんか？当日限りの飛
び入り連です。貸し出
し用鳴子もありますので、
ご気軽に参加してくだ
さい。�

結成９年目のよっちゃばれです。ヨ
ッチャ、ヨッチャ（寄って、寄って）
集まろうと言う方言からのチーム
名です。毎週日野ふれあい会館で
いい汗をかき練習をしています。
愛と優しさそして健康をテーマに
楽しく元気に笑顔で皆様も楽しん
でいただける様愛をこめて踊ります。�

高幡不動を拠点に活
動している「ソルシエ
ール（魔女）」です。
小さくて可愛い魔女
から妖艶な魔女まで
私達の舞をご堪能く
ださい。�

結成９年目！小平を活動拠
点に楽しく活動しています。
今年のテーマは「百花繚乱
～心一つに～」年齢層の
広い個性豊かな踊り子たち
が、心ひとつに満開の花を
咲かせます。力強く華やかな
舞いをどうぞお楽しみください。�

よさこいと新選組をこよなく
愛する元気いっぱいの子ど
もたちです。練習は頑張った
のかな？というと・・・遊び半
分練習ちょっとだけ？でも楽
しければ良しです！！応援お
願いします。�

結成当時は中高年の
健康維持を目的とし
ていましたが、近年
は小学生、若いお母
さん達が中心に和気
あいあいと、地域の
イベントに参加して
おります。�

ひのよさこい祭と共に誕生。
よさこい仲間を大切に、心
身共に健康でありたい！友と
語らい、友と汗を流し、明るく、
楽しく人生を謳歌しています。
衣装も新しく、素適な曲に
のり、「ひのよさ」が未来へ
続く事を願って踊ります。�

第１２回ひのよさこい祭開催お
めでとうございます！よさこいと
新選組をこよなく愛するチーム
です。チーム地方車もドォーン！
といきます！！�
＜チームメンバー随時募集中です＞�
http://shinsengumirevo.tyonmage.com/

よさこい踊りが大好きな元
気な仲間です！今日は、日野
の皆様と一緒によさこい踊
りができることを楽しみにや
って来ました。精一杯踊り、
観客の皆様とともに、楽し
みたいと思います。どうぞ宜
しくお願いします。�

地域活性化を目指し、
多くの人に「よさこい」
の楽しさを知ってもら
いたいと思っています。
いろいろなイベントに
参加し、子供から大
人まで、楽しんで踊っ
ています。�

私たちは、女子１００％、元
気と笑顔と賑やかさ１２０％
のチームです！　今年のテ
ーマは「山桜」。WINGひ
とりひとりを一本一本の桜
の木に例えて、この会場で
満開の笑顔の華を咲かせ
ます。�

本場、高知よさこい「本丁
筋踊り子隊」の全面協力の
もと、日野市を拠点とし活動
しております。日本の祭の伝
承と日本人の美的感覚を楽
しみながら磨いているチーム
です。�

第１回目から参加。
小学生中心の元気
な女の子のチームで
す。大好きな曲にあ
わせて踊ります。手
拍子、足拍子、温か
い応援よろしくお願
い致します。�

日野・多摩平幼稚園を母体として、
卒園生や地域の小学生１～６年
生の男女３３名で活動しています。
ひのよさこい祭は、今年で７回目
の参加になります。男の子のメ
ンバーも増えて、例年とは少しチ
ームの雰囲気に変化があります
ので、お楽しみに御覧ください。�

今年で結成１０年目を迎
えました。いままで応援
してくださった方々に感
謝の気持ちを込めて踊
ります。テーマは｢ディス
コ｣皆さんノリノリでいき
ましょう。�

日野・多摩平幼稚園のりす
Ｃ組です。よさこいが大好き
な元気いっぱいの子ども達
です。「えい」「や-」と大き
な声を出しながら踊ります。
カラテの型のポーズがポイ
ントです。一生懸命踊ります
ので、ご声援お願いします。�

日野・多摩平幼稚園のりすＢ組
です。よさこいやダンスが大好
きなパワーあふれる子ども達です。
「そーれ！」「はっ！」「わっしょい」
などたくさんのかけ声と、決めの
ポーズが多くあるところが見所
です。元気一杯、楽しく踊ります
ので、ご声援お願いします。�

日野・多摩平幼稚園のり
すＡ組です。よさこいが大
好きなパワフルな子ども達
です。子供たちが考えた格
好良いポーズもあります。
一生懸命踊ります！！　ご
声援よろしくお願いします。�

結成８年目を迎えた誠楽は、
日野市役所の若手職員か
らなるチームです。日野を
盛りあげていこうという思い
から、作られた歌詞や踊り
には、日野の特色が次々と
出てくるので是非注目して
みて下さい。�

世田谷から初参加。“地域
を元気に”を合言葉に結成８
年目、“維新”をテーマに活
動に取り組んでいます。本日
は、世田谷と高知が絆で結
ばれ完成した作品の初ご披
露です。日野の皆様とのご縁
に感謝し、一歩一歩前進！�

東京都町田市を拠点に
活動し結成１４年目にな
ります。今年のコンセプ
トは「鯉の滝のぼり」。
華の大江戸の心意気
で土佐を舞い踊ります。
「Do our Best． めざせ
東京の星」�

おかげさまをもちまして、今
回で５回目の参加となりま
す。セレモアつくば連でご
ざいます。明るく、楽しく、元
気よく、演舞させていただき
ますので、どうぞよろしくお
願い致します。�

第１２回ひのよさこいご開
催おめでとうございます。
大好きなひのよさこいへ
の参加でメンバー一同と
てもよろこんでいます。応
援よろしくお願いします。�

茨城県常陸大宮市から参
加しました「雅華組」です。
よさこいが大好きな仲間や
親子で楽しく踊っているチ
ームです。見ているお客様
に最高の笑顔を送り、感動
をあたえる演舞をしますので、
よろしくお願いします。�
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当日はゆりーとも遊びに来るよ�
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