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旭食品

■募集対象 16 歳(高校生

      大旗振りの男性（体力に自信のある方）若干名

  スーパーよさこい

  32,000 円

■申込方法 申込書に

      郵送して下さい。

  〒783-8555

問合せ先) 旭食品株式会社

      TEL：088

日 2019 年

      ＊6 月中旬から本番にかけて、主に高知市内で練習を行う予定です。

       集合練習に参加できる方を募集します。

  簡単な面接を行います。

      申込書を受付けましたら、追って面接の日時・場所をお知らせします。

高知県外在住で出席が難しい方は、電話で面接

＊注意事項(必ずご一読下さい

本祭以外の多くのイベントに参加できる方を優先選考

は、個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律およびそれに関係する法

令を遵守します。

よさこいに関する連絡はＥメールアドレスに送信、または郵便などで

きます。また、

場合、適切に対応いた

皆様よりご提供いただいた個人情報に

を円滑に遂行するため以外には

演舞中その他、写真

供する場合には、

よさこい祭り本祭以外の

旭食品 201

高校生)以上の女性

大旗振りの男性（体力に自信のある方）若干名

スーパーよさこい(8/24,25

円 

申込書に必要事項を

郵送して下さい。＊郵送のみを

8555 高知県南国市領石

株式会社 よさこ

088-880-8111

年 5 月 27 日(月

月中旬から本番にかけて、主に高知市内で練習を行う予定です。

集合練習に参加できる方を募集します。

簡単な面接を行います。

申込書を受付けましたら、追って面接の日時・場所をお知らせします。

高知県外在住で出席が難しい方は、電話で面接

必ずご一読下さい

多くのイベントに参加できる方を優先選考

は、個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律およびそれに関係する法

令を遵守します。 

よさこいに関する連絡はＥメールアドレスに送信、または郵便などで

きます。また、弊社で管理する皆様ご自身の個人情報の

場合、適切に対応いたします。

皆様よりご提供いただいた個人情報に

を円滑に遂行するため以外には

その他、写真撮影を行ないます。

、個人に承諾を得ることなく利用させていただきます。

よさこい祭り本祭以外のイベント

2019 よさこい踊り子

(2 次募集）

以上の女性 30 名

大旗振りの男性（体力に自信のある方）若干名

(8/24,25＠明治神宮

必要事項を記入し、３ヶ月内近影の顔写真

＊郵送のみを

高知県南国市領石

よさこい踊り子募集係

111  FAX：088

月) 

月中旬から本番にかけて、主に高知市内で練習を行う予定です。

集合練習に参加できる方を募集します。

簡単な面接を行います。 

申込書を受付けましたら、追って面接の日時・場所をお知らせします。

高知県外在住で出席が難しい方は、電話で面接

必ずご一読下さい) 

多くのイベントに参加できる方を優先選考

は、個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律およびそれに関係する法

よさこいに関する連絡はＥメールアドレスに送信、または郵便などで

管理する皆様ご自身の個人情報の

します。 

皆様よりご提供いただいた個人情報につきまして

を円滑に遂行するため以外には一切使用

を行ないます。

個人に承諾を得ることなく利用させていただきます。

イベントへの参加

よさこい踊り子

次募集）

名 

大旗振りの男性（体力に自信のある方）若干名

＠明治神宮)に参加できる方重視！

記入し、３ヶ月内近影の顔写真

＊郵送のみを受付対象とさせていただきます。

高知県南国市領石 246 

踊り子募集係 

088-880-8700

月中旬から本番にかけて、主に高知市内で練習を行う予定です。

集合練習に参加できる方を募集します。

申込書を受付けましたら、追って面接の日時・場所をお知らせします。

高知県外在住で出席が難しい方は、電話で面接

多くのイベントに参加できる方を優先選考

は、個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律およびそれに関係する法

よさこいに関する連絡はＥメールアドレスに送信、または郵便などで

管理する皆様ご自身の個人情報の

皆様よりご提供いただいた個人情報につきまして

使用はいたしません。

を行ないます。撮影した写真は弊社が使用または

個人に承諾を得ることなく利用させていただきます。

の参加の可否は

よさこい踊り子

次募集） 

大旗振りの男性（体力に自信のある方）若干名 

に参加できる方重視！

記入し、３ヶ月内近影の顔写真(4

とさせていただきます。

 

8700 

月中旬から本番にかけて、主に高知市内で練習を行う予定です。

集合練習に参加できる方を募集します。(DVD 練習はござい

申込書を受付けましたら、追って面接の日時・場所をお知らせします。

高知県外在住で出席が難しい方は、電話で面接いたします。

多くのイベントに参加できる方を優先選考対象と

は、個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律およびそれに関係する法

よさこいに関する連絡はＥメールアドレスに送信、または郵便などで

管理する皆様ご自身の個人情報の訂正または削除のお申し出があった

つきましては、厳密に管理・保管し、よさこい祭り運営

しません。 

撮影した写真は弊社が使用または

個人に承諾を得ることなく利用させていただきます。

可否は正しくお答え

よさこい踊り子募集要項

に参加できる方重視！ 

(4×3 ㎝)を添付のうえ

とさせていただきます。

月中旬から本番にかけて、主に高知市内で練習を行う予定です。

練習はございません

申込書を受付けましたら、追って面接の日時・場所をお知らせします。

します。 

対象とさせていただ

は、個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律およびそれに関係する法

よさこいに関する連絡はＥメールアドレスに送信、または郵便などでご案内を

訂正または削除のお申し出があった

は、厳密に管理・保管し、よさこい祭り運営

 

撮影した写真は弊社が使用または

個人に承諾を得ることなく利用させていただきます。

答えください

旭食品よさこい祭り実行委員会

募集要項

を添付のうえ 

とさせていただきます。 

月中旬から本番にかけて、主に高知市内で練習を行う予定です。 

ません) 

申込書を受付けましたら、追って面接の日時・場所をお知らせします。 

させていただきます。

は、個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律およびそれに関係する法

ご案内を送付させていた

訂正または削除のお申し出があった

は、厳密に管理・保管し、よさこい祭り運営

撮影した写真は弊社が使用または外部からの依頼で

個人に承諾を得ることなく利用させていただきます。 

さい。 

旭食品よさこい祭り実行委員会

募集要項 

 

きます。 

は、個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律およびそれに関係する法

送付させていた

訂正または削除のお申し出があった

は、厳密に管理・保管し、よさこい祭り運営

外部からの依頼で提

旭食品よさこい祭り実行委員会

は、個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律およびそれに関係する法

送付させていた

訂正または削除のお申し出があった

は、厳密に管理・保管し、よさこい祭り運営

提

旭食品よさこい祭り実行委員会 



旭食品 2019 よさこい申込書 

ふりがな  

生年月日 
      年 

  月   日 

写真 

（３ヶ月内近影） 

4cm×3cm 

 

※写真の裏側に氏名 

を記入して下さい 

氏名  

住所 

〒 

 

E メール 
※PC メール(@asask.co.jp)を 
受信可能なアドレス 

 

携帯(自宅) 

TEL 
 

勤務先(学校名)  

TEL  

身長 cm 体重 kg 足サイズ cm 

よさこいの参加実績チーム名(3 チームまで) よさこい祭り参加回数(直近 5年間) 旭食品での参加回数 

・ 

・ 

・ 

  

旭食品チームへの参加申し込みの動機 

 

☆よさこい祭り期間中(4 日間)で踊れない日はありますか？ 

ない ・ ある（9 日 10 日 11 日 12 日）※「ある」場合は踊れない日に×をして下さい 

☆スーパーよさこい（東京 8/24-25）に参加できますか？ ※別途旅費等が発生します 

参加できる ・ 参加できない 
キャンセルはご遠慮下さい。またキャンセ
ル時にも旅費等が発生します。 

☆龍馬生誕祭(11/15)に参加できますか？ ※参加費は不要です 

参加できる ・ 参加できない 

☆土佐のおきゃく「春の舞」（3月上旬予定）に参加できますか？ ※参加費は不要です 

参加できる ・ 参加できない 

☆他よさこいイベントに参加する際には積極的なご協力をお願いします 

はい ・ いいえ 
多くのイベントに参加できる方を優先させ
て頂きます。 

☆アンケート 2018 年度の旭食品チーム踊り子で下記のイベントに参加されましたか？ 

・スーパーよさこい  ・龍馬生誕祭  ・土佐のおきゃく「春の舞」 

【参加承諾書】 

自己の責任において健康管理を十分に行い、旭食品チームの一員として規則を守ります。 

飲酒・喫煙等を含む全ての行動の責任は自分で負い、旭食品チームには一切迷惑をお掛けしません。 

踊り子氏名  ○印  
保護者氏名 
(未成年者の申し込み時には保
護者様の署名捺印が必要です） 

 ○印  

 


