チャリティイベント・ハッピーダンスマン

笑顔キラキラ★ハッピーダンスショー
主催 / 特定非営利活動法人 Dance Association Seeds（DAS）

参加チーム募集！
“ダンスが地域のためにできること” をテーマに開催するチャリティイベント「ハッピーダンスマン」
『笑顔キラキラ★ハッピーダンスショー』 に出演するチームを大募集します!!
本イベントでは募金活動とチャリティグッズ販売も行います。イベント収益の一部と募金活動で集まった募金の
すべて、チャリティグッズ販売の売上から経費を除いた利益のすべてを「ハタチ基金」へ寄付します。
【ハタチ基金】
東日本大震災発生時に 0 歳だった赤ちゃんがハタチになるその日まで、子ども達のサポートを継続的に行なう事を
目的として設立された基金です。
公式 HP http://www.hatachikikin.com/

募

集

要

項

（１）はじめに
今年度は、コロナ禍でのイベント実施となります。そのため、開催方法が例年と大きく異なりますことをご了承ください。
（下記「開催方法」を参照）
感染リスクを全くなくすことはできませんが、新型コロナウイルス感染予防対策を実施し、安全に開催できるよう準備を進めて
まいります。
（募集要項末尾「笑顔キラキラ★ハッピーダンスショー_新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を参照）
なお、感染者数の急増などによって社会状況が大きく変化した場合は、開催方法に更なる変更が生じる場合もありますことを、
予めご了承ください。
このような状況下ではありますが、ダンスで街を元気に出来るような笑顔いっぱいのイベントにしましょう!!
皆様のご参加を心よりお待ちしております。

（２）開催方法
新型コロナウイルス感染予防対策として、会場内の三密を回避するため、
【撮影日】及び、イベントの様子をインターネット
上で配信する【配信日】に分けて開催する。
【撮影日】→

参加チームはカピオホールにてパフォーマンスを行う（参加者 1 名に対して保護者 1 名のみ観覧可能）

【配信日】→ 後日、イベントの様子をまとめた映像を Live 配信する。
（限定公開／見逃し配信１週間）
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（３）開催日程
【撮影日】 2021 年 7 月 18 日（日）

つくばカピオホール

・第 1 部① 集合 9:30/リハ・撮影 10:00〜10:40

・第 2 部① 集合 14:30/リハ・撮影 15:00〜15:40

・第 1 部② 集合 11:00/リハ・撮影 11:30〜12:10

・第 2 部② 集合 16:00/リハ・撮影 16:30〜17:10

・第 1 部③ 集合 12:30/リハ・撮影 13:00〜13:40

・第 2 部③ 集合 17:30/リハ・撮影 18:00〜18:40

・参加者が会場に滞在する時間を短縮するため、ブロック単位（1 ブロック 70 分）で行う
・1 ブロックあたりの会場に滞在する人数を 190 人までに制限する （参加者・スタッフ・関係者含む）
※つくばカピオホールの収容人数は 380 人

【配信日】 2021 年 7 月 25 日（日）
◎第 1 部 / 10:00～12:00

パフォーマンス映像の Live 配信

◎第 2 部 / 12:30～14:30

・各チームのパフォーマンスを Live 配信する（Vimeo での限定公開 / 見逃し配信 1 週間）
・配信は第 1 部と第 2 部に分けて配信する（どちらもご鑑賞いただけます）
視聴URLは、撮影日終了後、参加費のお支払いをいただいた後、代表者様にお知らせいたします。参加メンバーへのお知ら
せは、代表者様よりお願いいたします。
＊7/18(日)撮影終了 ⇨ 7/20(火)までに参加費お支払い ⇨ 代表者さまへ視聴URLをメールでお知らせ

（４）募集について
募集チーム数／24 チーム程度
参加条件／7 名〜25 名程度のチーム（原則クラス参加）
，年齢・ジャンル問わず，引率者１名で引率できること
応募作品／3 分程度の作品（1 チーム 1 作品）
，ハッピーになれる作品を希望
パフォーマンス条件・舞台について／
■基本舞台：横幅約 12ｍ・奥行き約 11ｍ・高さ 7ｍ

床面＝リノリウム

■舞台装置（道具類）について
◎大道具は不可（出演者自身が手動で出し入れできる簡素な美術と小道具のみ使用可能。各自でご用意ください。
）
◎火気や水等の使用および白塗り等汚れの残る物、設定・撤去が困難な装置は使用不可
※舞台装置を使用する場合は、参加申込みの際に、予めご相談下さい。
■音源・作品情報について
◎音源・作品情報・参加者名簿を事前にご提出いただきます。(＊6/17 締切。お申込み受付後、詳細を連絡いたします)

（５）参加費
1名

2,200 円

※消費税込みの金額です。※参加者には全公演ご視聴いただける「配信 URL」を配布します。
※同団体に家族が所属している場合は、2 人目以降半額になります。


参加費のお支払い方法
参加費は撮影日（撮影終了後）にご請求いたします。代表者の方は撮影終了後、受付にて請求書をお受け取りください。
お支払い期限：7/20(火)
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キャンセルについて
【キャンセル期限 撮影日の 7/18（日）
】
撮影日当日、体調不良等で参加できなかった場合は、キャンセルが可能です。
代表者の方は必ず、撮影日の参加受付時にお申し出ください。キャンセルされる場合の参加費はご請求いたしません。
※キャンセル期限を過ぎてからのお申し出には対応できませんのでご注意ください
※配信 URL の配布をご希望される場合は参加費のお支払いをお願いいたします。

（６）イベントの中止について
以下のような状況の場合、イベントの中止を検討します
・

使用する会場から中止の要請があった時（火事、事故、新型コロナウイルス対応による休館など)

・

使用する会場のある地区に避難指示／避難勧告／避難準備情報が出ている場合

・

交通機関がすべてストップした時（電車、バス、高速道路）

・

イベント会場のある地区で大きな地震が起こったとき（震度 5 弱以上）

・

荒天による特別警報発令時（大雨・大雪・暴風・暴風雪）

・

大規模な災害の情報が入り、多くの人が不安を感じている場合

・

イベント会場のある地区に、緊急事態宣言及び自粛要請が出た場合

（７）参加申込み方法
★DAS ホームページの「笑顔キラキラハッピーダンスショー参加申込みフォーム」よりお申込みください
※

お申込み受付け後、自動返信メールとは別に、DAS より申込み受付メールを送ります

※

3 営業日以上返信がない場合は、お手数ですが DAS（029-859-3313）までご連絡ください

※

info@das-dance.com からメールが受け取れるように設定をしてください

＜申込みの際の必要項目＞
① チーム名・フリガナ
② 人数（予定人数でも構いません）

参加申し込み
フォーム

③ 代表者氏名・連絡先
④ 担当者連絡先（氏名・電話番号・メールアドレス）
※資料をメール添付で送りますので、添付ファイルが受け取れるメールアドレスをお書きください
⑤ 所属団体（団体名・学校名・スクール名など）

募集期間

2021 年 5 月 24 日（月）10:00 ～5 月 30 日（日）18:00

※先着順となりますのでお早めにお申込みください

【参加者の皆様へのお願い】
１.撮影日当日、少しでも体調に不安のある場合は参加をお控えください。
２.チームのメンバーや指導者に県外在住者がおり、その地域に県外への自粛要請が出されている場合は参加をお控えください。
３.下記「笑顔キラキラ★ハッピーダンスショー_新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に示す、感染予防対策にご理
解・ご協力をお願いいたします。
以上 3 点を、ご了承の上、お申し込みください。
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チャリティイベント・ハッピーダンスマン

笑顔キラキラ★ハッピーダンスショー
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のガイドライン
２０２１年 4 月
「チャリティイベント・ハッピーダンスマン-笑顔キラキラ★ハッピーダンスショー」の開催に際し、参加者（出演者）・観
客・スタッフ・関係者（以下「来場者」という）の安全を確保するため、各施設で提示されているガイドライン及び緊急事
態舞台芸術ネットワークが示す「舞台芸術公演における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の考え方・対策
を活用しながら、感染予防・感染拡大防止対策に取り組みます。

■DAS が行う感染予防・感染拡大防止対策
・来場者のマスク着用を必須とする。（ただし、参加者（出演者）は本番の舞台上のみ外してよい）
・来場者に手洗い、手指の消毒を励行する。出入口等の適切な場所に消毒液を設置する。
・来場者の当日の検温・健康チェックを実施する他、来館を控えてもらうケースを事前に周知する。
・公演（撮影ブロック）ごとに会場内の換気、消毒を行う。また、施設管理者と公演主催者との間で調整の上、公演中も
定期的に適切な換気を行う。
・ソーシャル・ディスタンス確保のため、案内表示やサイン等により注意喚起を行う。
・施設内のドアノブや手すりなど、不特定多数の人が触れやすい場所の消毒をこまめに行う。
・会場内（会場入口、チケット窓口、ロビー等）において、列を作る際には可能な限り間隔を空けるよう案内し、人が密集
しないよう努める。
・入場、退場の際は密にならないように時間を調整する。
・来場者の氏名及び連絡先の把握に努める。また、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供され得ることを、来場者
へ事前に周知する。
・来場者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、市や保健所等へ情報提供を行い、適切に対応する。

■ご来館されるお客様へのお願い
・次の方はご来館をご遠慮ください。お支払い済みのチケット料金は全額払戻しさせていただきます。
（返金にかかる振込手数料を除いた分のご返金となります）
〇発熱、息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、咳・のどの痛み（咽頭痛）等の症状がある方
〇過去 2 週間以内に、感染拡大している国・地域への訪問歴、または当該在住者との濃厚接触がある方
〇新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触がある方
〇その他、体調に不安がある方
・マスクの着用（咳エチケット）、こまめな手洗い、手指の消毒をお願いいたします。
・まわりの人との距離を 1m 以上（できれば 2m）空けるようご協力ください。
・密集しての雑談、大声での会話はお控えください。
・来場者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、市や保健所等へ情報提供を行い、適切に対応いたします。予
めご理解・ご協力をお願いいたします。
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＜参考＞
・緊急事態舞台芸術ネットワーク 舞台芸術公演における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
http://jpasn.net/stage_guideline0630a.pdf
・（公財）つくば文化進行財団における新型コロナウイルス感染防止対策とお願い
https://www.tcf.or.jp/exhibition/018569/
ご質問・ご相談等がございましたら、お気軽に DAS までお問い合わせください。

【お問い合わせ】
NPO 法人 Dance Association Seeds 事務局
〒305-0821 茨城県つくば市春日 3-20-12
電話 029-859-3313
メール info@das-dance.com
ホームページ http://das-dance.com
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