
1 
 

2016 酒まつり ステージ出演者一般募集要項 
 
昨年より開催場所・内容が変更になっています。酒まつりの趣旨に賛同し、来場者と

共に酒まつりを盛り上げていただける方で、次の募集内容をすべてご理解いただいた

上で、お申込みください。応募前に十分なご確認をお願いします。 
 

◎「2016 酒まつり」の概要 

 

１．開催期間 : 平成２８年１０月８日（土）、９日（日） 

２．会 場 : ＪＲ西条駅南側一帯 
３．酒まつりについて 

銘醸地にふさわしいお酒をシンボルとした《酒まつり》は、今やお酒に係る地域独自の文化を醸成し、

同時に地域をより活性化させるユニークな祭りとして内外にその存在感が高まっております。一昨年初

めて行った経済波及効果調査においても、広島県下で約 32 億 6 千万円という数字が出ており、大人も

子どもも、お酒を飲む人も飲まない人も楽しめる祭りとして、酒都の名を冠する東広島市の地域文化醸

成と地域活性化の一翼を担っております。出演団体の皆さまにおかれましても、単なる発表の機会とし

てではなく、酒まつりにふさわしいパフォーマンスのご協力をお願いします。 
（酒まつりのホームページ http://sakematsuri.com/） 

 
４．会場の変更について 

 

 

http://sakematsuri.com/
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◎「五千人の居酒屋ステージ（市役所会場）」出演者募集要項 

 
１．日程  平成２８年１０月８日（土）、９日（日）の酒まつり当日 

 
２．会場  市役所会場のみ。昨年の五千人の居酒屋会場と美酒鍋会場が一体となった会場。 

前年までの各会場での募集はございません。 
 
３．募集内容 
（１）ダンスパフォーマンス・一般部門 

演技時間 ４分以内、出演は中学生以上、１グループ 10 名以内 
（２）ダンスパフォーマンス・ジュニア部門 

演技時間 3 分以内、出演は小学生以下、１グループ 13 名以内 
（３）ミュージシャン部門 
   １グループ 20 分以内（転換時間を除く）  ※セッテイング時間は５分程度 
（４）ワールドダンス（舞踊）部門 

１グループ 10 分以内（転換時間を除く）  ※日舞、洋舞、地域伝統芸能など 
 

４．応募資格（応募できる団体） 
（１）下記の①～③に該当する団体 
①申込み時点において、過去に東広島市で活動実績のあるグループ、もしくは、これから東広島市に

おいても活動を行う予定のあるクループとします。なお、活動形態としてはアマチュアのみ。 
②公序良俗に反せず、来場者に喜んでいただける演技・演奏等の提供ができること。 
③ 演技スペース内で、仮設音響設備の範囲で実行委員会が指定する時間と条件下で演技ができること。 

（２）本要項に定める内容に同意し、ステージ出演申込書のほか指定の提出物等を提出できる団体。 
（３）広島県暴力団排除条例および東広島市暴力団排除条例、酒まつり開催に伴う暴力団等の排除に関

する規約（実行委員会内規）に違反せず、酒まつりの安全・安心への取り組みに協力できる団体。

なお、暴力団排除条例違反が判明した場合には直ちに出演を取りやめます。 
（４）過去に諸事情により、出演取り消しとなっていない団体。なお、この項目以外にも実行委員会の

判断により応募をお断りする場合があります。 
 
５．演技スペース及び出演日時 
（１）演技スペース  ステージの広さ  幅約 7.2m×奥行き約 5.4m 

（２）出演時間 

▽1 団体が出演し演技を行える回数は期間中、1回です。 
出演日時については、出演申込書にてご希望をお伺いしますが、運営の都合上、最終的なスケジ

ュール決定は実行委員会で行います。出演日時の変更も予想されます。予めご了承願います。 
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６. ステージ出演申込方法および提出物について 
「2016 酒まつり ステージ出演申込書」と「出演者名簿」に必要事項を記載後、提出物を準備の上、

郵送、メールもしくは酒まつり実行委員会事務局へ持参してください。 

（１）ステージ出演申込書及び出演者名簿 

酒まつり公式ホームページ（http://sakematsuri.com/）からダウンロードしてください。 
（２）①郵送および持参先 

               〒739-0025 東広島市西条中央 7 丁目 23-35 
（公社）東広島市観光協会内 2016 酒まつり実行委員会事務局 

②E-mail     sakematsuri@hh-kanko.ne.jp 
（３）申込み受付期間  平成 28 年 7 月 1 日（金）～7 月 20 日（水）17：00 必着 

受付時間  9：00～17：00 
（４）提出物 

□ ステージ出演申込書 
□ 出演者名簿 
□ 活動内容（演技、演奏）が分かる映像または音源 

郵送による申込の場合：YouTube 等の該当アドレスの通知もしくは CD や USB 等記憶媒体

に保存し送付 
E-mail による申込の場合：添付ファイル（mp4 形式のみ）にて送信または YouTube 等の該

当アドレスの通知。※件名にステージ申込みと明記 
□ 団体の活動内容が分かるチラシ、パンフレット（※必須ではない） 

 
（５）申込書提出時における注意事項 

①提出いただいた申込書一式、添付資料については参加の可否に係わらず返却しません。 
②提出いただいた CD や USB も返却はできませんのでご注意ください。 
③提出いただいた資料で団体の活動状況や所在の確認することが難しい場合には、団体代表者の身

分を証明する書類などの追加資料の提出をお願いすることがあります。 
 
７.出演の決定について 
（１）提出物により事前審査を行い、参加資格を認めた団体に対して、説明会及び抽選会開催のお知ら

せを、改めてご連絡します。 
（２）出演者説明会及び抽選会の開催 

説明会において、ステージ出演に必要な関係資料等の配布と当日の注意事項の説明を行います。 
なお、抽選会は希望者数が応募定数を上回った場合のみ行います。抽選に外れた団体は、参加資

格があっても今回のステージ出演はできませんので、予めご了承いただきますようお願いします。 
□ 開催日時：平成 28年 8月 9日（火）19：00から 
□ 場  所：東広島商工会議所会館（東広島市西条中央７丁目 23-35） ４階 文化ホール 

※説明会および抽選会に出席されなかった場合は、参加資格があっても、今回の出演はできません。 
  
 

mailto:sakematsuri@hh-kanko.ne.jp
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８. 「ステージ出演承認証」の発行（9 月初旬） 
（１）最終的にステージ出演が決定となった団体は、酒まつり当日の最終的な演目、出演者名、出演

人数を８月末までに提出していただきます。 
（２）酒まつり実行委員会にて「ステージ出演承認証」を発行、送付します。承認後は演技内容、出

演人数等を、原則変更することはできません。 
（３）承認後にこの要項に定めた項目に違反が認められた時は、直ちに承認を取り消します。 

 
９. ステージ出演にあたり同意していただく重要事項 
（１） 酒まつり会場、控室、演技準備、本番演技中に発生した観客からの苦情・トラブル等は、出演

団体の責任で誠実に対応してください。 
（２） 実行委員会が、来場者から酒まつり終了後に出演団体のステージマナーや演技・表現内容等へ

の苦情を受けた場合には、申込書記載の代表者または担当者の連絡先を相手方に提供することがあ

りますので予めご了承ください。 
（３） 演目、演技内容については、特定の宗教、政治的メッセージ、公序良俗に反する表現をしない

でください。 
（４） 酒まつり会場においては、市民生活や青少年の健全育成に多大な影響を及ぼす行為は禁止され

ています。公衆に不安もしくは恐怖を覚えさせるような特異な服装（「特攻服」や揃いの特異な服装・

覆面など）の方は入場をお断りしていますので、該当する方を出演・従事させないでください。 

（５） 主催者・主管者、関係機関が、記録・広報用に撮影した画像や映像を、酒まつりのＰＲのため、

出演者に改めて許可を取らずに使用することがあります。 
 

１０. 出演までのタイムスケジュール 

募集開始から本番までの主なスケジュール 
7 月 1 日（金）  募集及び応募申込書の受付開始 
7 月 20 日（水） 17:00 必着 応募締め切り 
8 月 9 日（火） 19:00 時～ 参加希望団体向け説明会・抽選会 
8 月 31 日（水）  ステージ出演表（演目、出演人数）等の提出 
9 月初旬  ステージ出演承認証の発行 
9 月中旬  最終プログラム、当日の注意事項等の案内 
10 月 8 日（土） 
10 月 9 日（日） 

 酒まつり当日 

 
１１． 機材運搬車および当日参加者の駐車場について 
（１）機材の搬入・搬出、出演者の交通費など出演に係る費用は全額自己負担でお願いします。 

（２）機材等の運搬車の駐車場を希望される場合は、ステージ出演申込書に記載してください。ただし、原則

として 1 台分しか確保できません。 

（３）出演者用駐車場については、酒まつり実行委員会では準備できませんので各自、準備してください。 

（４）当日は、酒まつり実行委員会が発行する駐車券（駐車許可）のない車両は指定駐車場に入れません。駐

車券については、事前に必要団体に交付します。 
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１２．当日の控室について 
参加者用の控室は準備予定です。ただし広さ、設備、設置場所の利便性などは希望に添えない場合

もあります。 
 

１３． 注意事項（再度、必ず確認してください） 
（１）ステージ出演申込書における虚偽記載等を行わないでください。 
（２）暴力団排除条例の趣旨に違反しないでください。 
（３）ステージ出演承認証の譲渡、貸借はできません。また、認められたステージ出演団体以外の者が行

う「名義貸し」等の行為は行わないでください。 
（４）申し込みと異なる演目を行わないでください。 
（５）演技スペース、演技時間、それに伴う準備、控え等は、主催者の定めるプログラム、マニュアル等

を厳守してください。 
（６）演技内容、曲目、使用機材、舞台装置の配置、演者のフォーメーション等を実行委員会の定める書

式に従って、期日までに提出してください。提出された内容の変更は、原則として認められません。 
（７）演技内容、演技方法については、実行委員会が定める技術者と打ち合わせしてください。 
（８）団体の関係者、家族、友人等が観客席等を陣取り、騒がしい行為で周囲に迷惑をかけることのない

ようご協力ください。 
（９）来場者の写真撮影を制限していないため、一般来場者が演技の様子を撮影する場合があります。ご

了解ください。 
（１０）終了後は、控室及び活動エリア周辺のごみ拾い等の美化活動を行ってください。自団体のごみは

持ち帰ってください。 
（１１）当日は、少なくとも代表者か当日責任者のいずれかが必ずステージ傍で待機しておいてください。 
（１２）搬入・搬出に関する規程、時間を守ってください。 
（１３）大規模な自然災害等で酒まつり自体が中止決定となった場合以外での雨天時のステージ演技につ

いては原則決行とします。各出演団体は雨天時に対応できるように準備をしておいてください。 
（１４）各事項について変更の可能性がございますので予めご了承ください。 
 
１４. 参加承認の取り消し 
（１）前項の遵守事項およびこの要項に定める事項、出演者説明会の内容に違反した団体のステージ出演

承認は、取り消されます。 
（２）承認を取り消された団体には、会場から撤収・退場を命じます。 
（３）承認を取り消された団体および構成員は、次回以降の酒まつりへの参加を認められません。違反が

後日発覚した場合も同様とします。 
（４）承認を取り消された団体へのいかなる補償も行いません。 
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2016 酒まつり 五千人の居酒屋ステージ出演申込書 

酒まつり実行委員会 宛 
 

ステージ出演団体募集要項に同意の上、下記のとおりステージ出場を申し込みます。 

団体名 

正式名称 
 

申込日 
平成 28 年 

月  日  
（プログラムに記載する団体名） 
 

申込区分 
□ ダンスパフォー

マンス・一般部門 
□  ダンスパフォー

マンス・ジュニア部門 
□ ミュージシャ

ン部門 
□ ワールドダン

ス（舞踊）部門 

所在地 
〒 
 

代表者名  連絡先 : 

実務担当者 
（書類送付先） 

〒 
氏名  
電話 FAX 
携帯電話 メール 

当日責任者 氏名 携帯電話 
出演希望日時 
※出演の日時・時

間帯は実行委員会

で最終的に決定 

市役所会場ステージ 
８日（土） □午前 □午後  
９日（日） □午前 □午後  

参加人数 
出演者      人 
スタッフ     人 

演技時間 演技正味 
      分 

演技内容及び 
団体紹介 

持込楽器、必要な機材、舞台・音響のセッティングなどの希望（図、イラスト） 
音源  □生演奏 □CD □その他（             ） 
 
 
 
 
 
 

控室の希望 □必要   □不要 
提出音源、映像 
※返却不可 

□YouTube アドレス（                    ） 
□USB  □CD  □添付ファイル（mp4 形式のみ） 

搬入車両 
□使用する（車種       ）（ナンバー      ） 
※駐車可能台数は原則１台のみ 
□使用しない 
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2016 酒まつり 出演者名簿 

 
記入日：平成 28 年  月  日 

 
団体名 代表者名 

 
緊急連絡先 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 酒まつり実行委員会では申込書・出演者名簿の情報を、2016 酒まつりに関することのみ使用させてい

ただき、代表者の承諾なく他の目的には使用いたしません。 
   

       2016 酒まつり実行委員会 事務局  TEL：082-420-0330 FAX: 082-420-0329 

 
 氏 名 性別 生年月日 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 


