東村山の魅力をもっと沢山の人たちに知って欲しい︒

地元の人たちに東村山の価値を再発見して欲しい︒

どんこい祭は︑人と人が繋がる

交流の場を目指します︒

どんこい祭
出演チーム
大 募 集 !!!!!

ダンス、よさこい、エイサー、伝統芸能、
お笑い…ムラヤマ好きなパフォーマンス
チームを募集します。

■開催日

2022 年 9 月 17 日（土）18 日（日）
10:00-16:30

■開催場所

天王森公園

東村山市本町 3-45

（市役所そば）

■募集の対象となる条件

①東村山を盛り上げようと活動している団体、チームで
あること。※ジャンルは問いませんが、近隣との協議
により一部調整させていただく場合があります。
②7 月 16 日 土）19 時からの説明会（出演時間抽選会）に
チームの代表者、
または代理の方がご参加いただけること。
③参加費を納入していただけること。
④「小さなボランティア運動」
（控室の掃除など）にご協力
いただけること。
⑤出演チームが多くなった場合は、演舞時間調整、くじ
引きの抽選決定により、参加できない場合があること
をご了承いただけること。
⑥今後の社会情勢により、開催規模・開催可否が変更に
なった場合にご理解をいただける方。

■申込方法（お選びください）
①右側の QR コードを読込、フォームからお申し込み

②裏面の申し込み用紙を FAX にて送信

■申込期間

2022 年 6 月 30 日（木）まで
【主催】どんこい祭実行委員会

お申し込みはこちらから！

【申込み・お問合せ先】

東村山市商工会

TEL：042-394-0511
FAX：042-394-0512
www.donkoi.com/contact/
【後援】東村山市・東村山市商工会・東村山市教育委員会

2022 年

どんこい祭 2022 ステージ出演

活動地域

チーム名※
フリガナ
電話番号

氏名

（例）よさこい・Jazz・ダンス・日本舞踊 etc

固定電話

連絡先※
メール
アドレス

フリガナ
電話番号

氏名

固定電話
携帯電話

〒

参加人数※

町名

住所

演舞形態

担当者と同一の
場合は省略

市区
町村

携帯電話

〒

連絡担当※

日

参加申込書

フリガナ

代表者※

月

住所
チーム写真

人

有

（パンフレット・HP に掲載します）

チーム HP
URL

無

提出写真は実物をご郵送頂くか、下記メールアドレス宛に
写真データ（jpg 形式、1MB 以下）をご送信ください。
どんこい祭 HP
からのリンク

http://

可

不可

パンフレット
ホームページ

チーム PR
150 文字以内

掲載データ

9/17（土）

出演希望日※

使用楽器

9/18（日）

（楽器使用の場合のみ記入） 使用楽器と数を記入してください。（例）ドラム ×1、ギター・大太鼓 ×3、小太鼓 ×5 etc

希望時間枠※
（10 分＝1 枠）

（例）17 日午前 10 分＝1 枠

午後 10 分＝1 枠

合計 2 枠

／

17 日午前 10 分＝1 枠

18 日午後にまとめて 20 分＝2 枠

合計 3 枠

※「出演者募集詳細」を読みました（必ずお読みの上、チェックを入れてください）
右記 QR コードからご覧いただくか、紙面で確認したい方は商工会館までお越しください。

／

※1 枠 3,000 円

「出 演 者 募 集 詳 細」
QR コードはこちら

★ ※印の付いている欄は記入必須項目です。
★ 参加申込をした時点で、どんこい祭 2022 ステージ出演参加要項に同意したものとみなします。

お申込後の
流れ

ステージ出演
参加申込
（6/30 締切）

説明会 & 抽選会
（7/16 開催）

タイム
スケジュール
決定

どんこい祭
当日

お問合せ先 「東村山市商工会 どんこい祭 係」 〒189-0014 東京都東村山市本町 2-6-5
TEL：042-394-0511 ／ FAX：042-394-0512 ／

donkoilove@gmail.com

申込締切日：2022 年 6 月 30 日（木）まで

どんこい祭 2022〜エントリー詳細資料
●開催日程
９月 17 日（土） ９月 18 日（日）
10:00-16:30
【場所】
：天王森公園
【住所】
：東京都東村山市本町 3-45
●参加条件について
①

東村山を盛り上げようと活動している団体、チーム、サークル であること（ジャンルは問いません）

②

説明会（出演時間抽選会）にチームの代表者（または代理の方）がご参加いただけること

③

参加費を納入していただけること

④

『小さなボランティア運動』
（控室の掃除など）にご協力いただけること

⑤

出演チームが多くなった場合は演舞時間の調整、
くじ引き 抽選決定により 参加できない場合があることを了承していただけること

⑥

近隣との協議の結果、使⽤楽器によっては参加ができない場合があることを了承していただけること

⑦

申し込みチームが多数の場合、東村⼭で活動しているチームが優先される場合があります。

⑧

緊急時などに出演時間の調整等ご協力いただけること。

⑨

感染症対策に積極的にご協力いただけること。

⑩

コロナウイルスの感染拡大状況によって、参加人数の制限や別会場でのパフォーマンスなど、
開催方法が変更となる可能性があることを了承していただけること。

●パフォーマンス概要
【パフォーマンス時間について】
原則：1 日

1 枠＝10 分 ～最大 3 枠＝30 分 （入退場含む、時間厳守です）

※ パフォーマンス時間の調整をさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。その際はご連絡差し
上げます。
※重要※

入退場・チーム紹介・パフォーマンス全てを含め所定の時間内で必ず終えて頂きますよう、よろしくお願い
致します。他の出演者や使用許可の時間の関係上、時間厳守でお願いします。
※マイク準備、楽器準備、音量チェックなどもすべて出演時間に含まれます。
時間オーバーする場合は当日現場でフェードアウトや演目曲をカットするなどの措置が取られます。

●ステージについて
場所は 2019 年度同様 天王森公園 イチョウの木の前を予定しております。

●パフォーマンス予定表の提出について
パフォーマンス予定表、セッティング表 のご提出をお願いします。
アピールポイント
曲目ごとのセッティング表記入をお願いします。

提出期限は、８月 19 日（金）とさせて頂きます。
提出方法は、商工会への直接提出、FAX、メールにて承ります。
●出演費について
１チーム： 1 日 1 枠＝10 分 3,000 円 最大 3 枠＝30 分 9,000 円
【納入口座】
青梅信用金庫 東村山支店 普通口座 0722557
ヒガシムラヤマシショウコウカイセイネンブ ブチョウ ニシオアツシ
東村山市商工会青年部部長 西尾厚
【商工会 どんこい祭係】

東村山市商工会館 どんこい祭係
東村山市本町 2-6-5

まで

受付時間
平日 9：00～17：30 （土日祝 休館）
※ 振込み名義は 団体名 または 代表者名 でお願いします。
※ 出演費の納入期限は、７月１６日（土）説明会終了後から 22 日（金）までとさせて頂きます。
●当日パフォーマンス予定の曲について

※ 提出期限を過ぎますと当日の運営に支障を来たしますので、
期限を厳守頂きますようお願いいたします。
提出期限：８月２０日（土）
〒189-0014 東村山市本町

2-6-5

東村山市商工会館

どんこい祭

ステージ係

宛

●チーム及び踊り子肖像権の取り扱いについて
・参加チームの肖像権及び著作権は二次使用権も含め、全てどんこい祭実行委員会に帰属するものとしま
す。各チームは、本エントリーをもってその使用権を主張しないことに同意したものとさせて頂きます。
・各肖像権及び著作権等の権利侵害等の訴えがあった場合、すべて行為者の責任となり主催者 は一切関与
しません。

●保険について
どんこい祭期間中の保険はかけておりません。保険を掛けたい場合は各チーム様が個別にご対応下さい。

●出演時間について
７月１６日 説明会後 抽選を行い出演時間を割り当てます。その後、チーム間での話し合いの上 各チー
ム出演時間の変更があったら連絡をください

７月２３日（土）の時点 最終決定とさせていただきます
●駐車場について
駐車場は用意してありません。
また、 9 時以降 公園周辺は出演者車両（自転車含む）侵入禁止になります
別紙「どんこい祭 関係者車両 進入禁止区域図」 参照。
※これを守れない場合は 今後の祭りの開催ができなくなります。
●着替え場所
コロナウイルス感染症対策のため、未定となっております。
決定次第、頂いたメールアドレス宛でご連絡いたします。

●雨天時の判断について
小雨程度ならばステージは開催します
中雨の場合は各チームの判断にお任せしています
※ ステージの床はカーペットになっており水を含む場合大変滑ります
大雨、台風など実行委員会が危険と判断した場合、中止とします。
※音響に関しては PA の判断となります。
※出演費に関して 音響準備、ステージ準備は前日までに完了しているため、当日雨天中止の場合でも返金
できません。
● 不明点について
下記までご連絡お願いいたします。
どんこい祭実行委員会 担当 若森佑樹
042-394-0511（平日 10:00-17:00）
【メールアドレス】 donkoilove@gmail.com

■補足■

●パフォーマンス時間をオーバーした出演団体がありフェードアウトや演目曲をカットするなどの措置が取ら
れました。マイク準備、楽器準備、音量チェックなどもすべて出演時間に含まれます。

●ステージの裏手で大旗などをふるパフォーマンスは危険ですのでお控えください。
●申請すればパフォーマンス中の早着替え用のテントを使用できます。チームデータのその他に「早着替え希
望」と記入してください。
（テントの使用時間も枠内になります。準備、片付けも含め出演時間内でお願いい
たします）
。感染症対策のため人数等ご配慮をお願いいたします。
●楽器に関しましては，音量調節が可能な楽器のみでお願い致します。
和太鼓に関しましては，毎年音量を控えてほしいとの要望がありまして，配慮をお願いする場合がありま
す。ご協力お願い致します。
●【バミリの件】
当日、ステージのバミリを 以下のように貼ります
・ ステージ中央
・ 前面、側面、後方 の センター
・ ステージ前面に センターを ０ として 両サイド 90ｃｍ（１間）間隔に 0～6 まで番号を振ります
下手側からだと 6、5、4、3、2、1、0（センター）
、1、2、3、4、5、6 となります

我々の運営等行き届かない点多々あるかとは思いますが、皆様に最高の演舞を気持ちよく披露していただ
けるよう努力して参りますので宜しくお願いします！

