募集要項
202１年 5 月 9 日（日）＠牛久中央生涯学習センター・文化ホール
1６:00 開場／16:30 開演／18:０0 終演
茨城県中高生ダンスリサイタル「WE ARE」とは…
茨城県内の部活動・同好会・スクール等で活動する中高生パフォーマーが主役の発表会です。
ダンスレベルやジャンルを気にすることなく、
自分達の得意なこと、好きなこと、夢中になれることを好きな形で発表。
その日、その時、その瞬間だけの楽しい時間と空間をみんなで創り上げます。
【開催概要】
■大会名

第 3 回 茨城県中高生ダンスリサイタル「WE ARE」

■開催日時

2021 年 5 月 9 日（日） 1６：00 開場／1６：30 開演／1８：０0 終演 （予定）

■開催会場

牛久中央生涯学習センター（〒300-1211 茨城県牛久市柏田町 1606-1）

■チケット代 一般：2,200 円

学生（大学生以下）：1,100 円 ＊税込

■主催

特定非営利活動法人 Dance Association Seeds（DAS）

■共催

筑波大学舞踊研究室

■後援

茨城県、茨城県教育委員会、茨城県高等学校体育連盟、茨城県女子体育連盟、
スポーツによる地方創生官民連携プラットフォーム（茨城県、龍ケ崎市、下妻市、常総市、牛久市、
守谷市、筑西市、坂東市、つくばみらい市、取手市）、牛久市、牛久市教育委員会
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【はじめに】
第３回茨城県中高生ダンスサミットはコロナ禍での開催となります。そのため、感染拡大防止策としてマスクの着用
や舞台裏での人数制限等、ご協力をお願いすることが多々ございますが、より安全な大会開催のため、ご協力の程
どうぞよろしくお願いいたします。（感染拡大防止策についての詳しい内容は、末尾のガイドラインをご確認くださ
い。）また、社会情勢の変化によって、本要項の内容に変更が生じる可能性もございますことをご了承ください。加え
て、現況のコロナ禍の下、申込みチーム数・申込人数の状況や、社会状況により、安全上・財政上の問題によって開催
が困難と判断した場合は、中止となることもございます旨、ご了承ください。
不安定な社会情勢が続く中ではございますが、中高生の皆様にとって今しかできない学びがあり、舞台でのパフォ
ーマンスとダンスを通じた交流を心から楽しめるような大会を創ってまいりたいと思います。
たくさんの中高生の皆様のご参加をお待ちしております！

【募集要項】
■参加資格
学ぶ機会や交流の機会に興味関心を持ち、積極的に参加してくれるダンス・チア・新体操など、 身体パフォーマン
スを行っている茨城県内の中学・高校の部活動及び同好会と、民間スクールや地域サークル等の中高生チーム。
※茨城県内で活動している中高生チームであれば、所属は問いません
※１団体から複数チーム参加可能 （７名以上のチームであれば１団体から何チーム参加してもよい。ダンスコンテ
スト「THE LIGHT」に出場する人も参加可能）

■チーム人数

7 名以上

■演技時間

5 分以内

※無音での演技も演技時間に含まれます

■応募作品

5 分以内の作品 （オリジナル作品の他、コピーダンス作品での参加も OK です）
※次ページのパフォーマンス条件を必ずご確認ください

■参加費

2,２00 円×出演人数 （税込）
３月下旬にご請求額とお振込み方法をご案内いたします。
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【パフォーマンス条件】
◇基本舞台： 横幅 8 間（約 14.5m）
、奥行き 6 間（約 10.9m）
、高さ約 7m
床面＝リノリウム

バック幕＝ホリゾント

◇音響：マイクの使用は不可
◇照明：提出していただく照明案をもとに、プロによる照明がつきます。
◇舞台装置：舞台装置を使用する場合は、参加申込みの際にご相談下さい。
・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
・滑り止めのシート等は１分以内に転換できるもののみ使用可能
・火気や水等の使用および白塗り等汚れの残る物の使用、設置は不可
・撤去が困難な装置は使用不可
◇大会当日、各チームでご用意いただくもの
・本番用ＣＤ1 枚（予備として当日提出）※事前に音源をデータでご提出いただきます
・作品で使用する小道具等（参加申込みの際にお申し出下さい）
◇作品制作にあたっての注意事項
[禁止事項]
・舞台から客席に下りる行為や、客席や花道を使ったパフォーマンスは禁止
・差別的な表現や、他人を貶めるような表現は禁止
・控室及び会場におけるマナー違反や、公演のスムーズかつ公正な実施・運営を妨げる
行為は禁止
また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、下記をお守りください
① 演技時（本番）のマスクの着用は任意とする（本番以外は常にマスクを着用すること）
② 演技の前後はスタッフの指示のもと、手指の消毒を行うこと
演技構成上の制約は、特に設けませんが、各校・各団体の定める新型コロナウイルス感染
防止対策を遵守して、作品制作を進めていただけますようお願いいたします。

DAS のコロナ対策ガイドラインにつきましては、本要項の末尾をご確認くだい。

【確認事項】
■演技順
大会事務局にて抽選を実施いたします。決定した演技順は後日お送りする参加要項、またはホームページでお知
らせいたします。
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■提出物
参加受付後、大会運営に必要な資料をご提出いただきます。
◎チーム情報・チーム写真 ➡ フォーム入力
３/26（金）締切

◎参加者名簿 ➡ データ送信

◎使用音源 ➡ データ送信

4/16（金）締切

◎照明案 ➡ メール添付もしくは FAX

■フィードバック
ゲストコメンテーターからのアドバイスが貰えます。
また、ゲストコメンテーターからの一言コメントをまとめた「フィードバックシート」を後日お送りします。

■引率者
引率者は各チーム 1 人とします。引率の方には「引率者証」をご用意します。
＊引率者・出演者の観覧について
客席に余裕がある場合のみ、引率者・出演者席をご用意します。なお、感染拡大対策のため、使用する客席数
に制限がございます。チケットの売れ行きによっては、ご用意できない場合もございますのでご了承ください。

■肖像権
大会における肖像権については、大会事務局に帰属されます。予めご了承ください。

■写真・動画の撮影
本番中の撮影・録画・録音は、一切禁止とさせていただきます。予めご了承ください。
大会の記録映像・記録写真の販売を行いますので、ご利用ください。

【応募方法】
■募集期間

202１年 3 月１日（月）10：00～３月１２日（金）18：00

＊先着 20 チーム

◇DAS ホームページの「WE ARE 参加申込みフォーム」より、 必要事項をご入力の上、お申込みください。
DAS ホームページ➡http://das-dance.com/blog/event/dance-summit/

右の QR コードからもお申込みいただけます ＞＞

※先着順での受付となります（20 チーム）

WE ARE 参加申込みフォーム

※お申込み受付け後、事務局より返信メールを送ります

3 日以上返信がない場合は、お手数ですがお電話にてご連絡ください
※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
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＊申込みの際の必要項目
①学校名・団体名

②部活または同好会名

③チーム名（②と別にあれば）

④出演人数（予定人数）

⑤顧問の先生/代表者のお名前・電話番号・メールアドレス
⑥連絡担当者名・電話番号・メールアドレス
※メールアドレスは添付ファイルが受け取れるアドレスをご入力ください（資料をメールで送るため）
⑦住所（資料などを郵送する場合の送り先住所）
⑧リハーサル希望の有無
※本番前日 5/8（土）16:00～20:30 にステージでのリハーサルが可能です（１チーム７分程度）

■参加費の支払いについて
事前にお振込みいただきます。 お支払い方法の詳細については、事務局よりご案内いたします。

＊留意事項
・参加費は出演人数によって変わります。 ※2,200 円×出演人数
・お申込み受付後、あらためて「チーム情報」と「参加者名簿」を提出していただきます。その際に、確定した出演人
数を申請してください。
※申請後も、3/26（金）までは人数変更が可能です。これ以降は変更ができませんのでご注意ください。
・「チーム情報」で決定した出演人数をもとに、事務局よりお振込金額をご案内します。
・お振込期間は４/5（月）～４/9（金）です。
・参加費のお支払い後、参加キャンセルや参加人数の変更が生じた場合は、参加費の半額を後日返金いたします。

【大会の中止・出演キャンセル】
■大会の中止について
以下の場合、大会の中止を検討いたします。中止となった場合の参加費は後日全額返金いたします
・天災等で交通機関に大きな乱れが生じた場合
・災害や荒天により出演者や関係者に危険が及ぶと判断された場合
・使用する会場から中止の要請があった場合（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
・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
・申込みチーム数・申込人数の状況や、社会状況により、安全上・財政上の問題によって開催が困難と判断した場合

■出演キャンセル・出演人数変更について
下記の期限までに事務局へメールでご連絡ください
◎チームキャンセル期限 → ３/１9（金）まで
◎出演人数の変更期限

→ 3/26（金）まで

上記の期限後にキャンセルした場合、また、当日欠席の場合は参加費の半額を後日返金いたします。
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【申込み～大会当日までのスケジュール】
3月１日（月）

参加募集開始 ～3月12日（金）まで
DASホームページアドレス ➡http://das-dance.com/

＊参加受付後、DASより事前の提出物等についてお知らせいたします
参加申し込みフォーム

3月19日（金）

チームキャンセル締切 ＊事務局までご連絡ください

3月26日（金）

◎チーム情報 ◎チーム写真 ◎参加者名簿 提出締切
＊チーム情報とチーム写真はフォーム、
参加者名簿は専用Excelデータに入力し、メールにてご提出ください
＊出演人数の変更も3月26日（金）まで

4月5日(月)

参加費振込 ～4月9日（金）まで
＊参加費はご提出いただいた「チーム情報」の出演人数をもとに、事務局よりお知らせいたします

4月16日（金）

◎音源 ◎照明案

提出締切

＊音源はデータで、（容量が大きいものはファイル便をご利用ください）
照明案はデータのメール送信またはFAXにてご提出ください

詳細連絡
4月中旬

＊参加費のお振込み確認後、事務局より当日のタイムテーブル等、詳細な連絡をいたします
また、当日の提出書類をお送りいたします。

5月8日（土）

舞台リハーサル
＊希望のチームのみ、ステージにてリハーサルを行うことができます（1チーム7分程度）

5月9日（日）

本番！
＊当日の提出物（使用楽曲申請書・健康チェックシート等）をご提出ください

【会場へのアクセス】
所在地 ： 〒300-1211 茨城県牛久市柏田町 1606-1
電話 ： 029-874-3111 牛久中央生涯学習センター・文化ホール

●電車の場合 牛久駅東口→中央生涯学習センター・文化ホール（約 7 分）
●車（常磐自動車道）の場合
圏央道牛久阿見 IC より約 10 分 圏央道つくば牛久 IC より約 15 分
常磐自動車道桜土浦 IC より約 21 分 常磐自動車道谷田部 IC より約 21 分
※駐車場あり（500 台程度）
※大型バスの駐車も可能
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参加者の皆様へのお願い
下記、
「茨城県中高生ダンスサミット_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。
また、大会当日、少しでも体調に不安のある場合は、参加をお控えいただく事をご了承の上、お申込みください。参加費の半額を
返金いたします。

第 3 回茨城県中高生ダンスサミット_新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン
2020/12 発行
特定非営利活動法人 Dance Association Seeds

参加者・スタッフ・関係者の安全を確保するため、会場である牛久中央生涯学習センターが示す「新型コロナウイルス感染拡大予
防主催者用ガイドライン」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、感染予防対策に取り組みます。スタッフ・参加者・関係者の皆様にも、感染予防対策にご理
解・ご協力をお願いいたします。

特に、会場に滞在する人の数を制限し、短時間で密にならないような大会運営を行ってまいります。以下、具体的な内容です。


客席の滞在人数は常にホールの設定する推奨客席利用席数内とする



1 公演・休憩ごとに控室、会場内の換気・消毒を行う



演技・審査・撮影中もこまめにドアを開け、換気をする



ステージ上、ステージ袖、控室など各スペースで密にならないよう、スペース毎に人数を制限する



集合、解散が密にならないよう、時間を調整する



当日、体調確認（シートの提出）、検温、手指の消毒を徹底する（スタッフ、参加者、関係者全て）



会場内では常にマスクを着用することを徹底する（スタッフ、参加者、関係者全て）※但し、演技時（本番）は任意とする



当日に表彰式等がある場合は舞台上にあがる人数を制限し、時間を短縮して行う



スタッフ、参加者、関係者の氏名と連絡先を把握する（一定期間保管）。また、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する



大会当日、体調に不安のある者は参加を見合わせるよう周知する（スタッフ、参加者、関係者全て）



その他、必要に応じて対策をとる



このガイドラインをお守りいただけない場合は、退出していただく場合もあります



キャンセル期限後に各校・各市町村の判断により参加を見合わせなければならなくなった場合、参加費の半額を後日返金いた
します。

＜参考＞
■牛久中央生涯学習センター感染拡大予防主催者用ガイドライン
https://www.clef.co.jp/ushiku/?page_id=252
■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

＜＜お問い合わせ＞＞
特定非営利活動法人 Dance Association Seeds 内
茨城県中高生ダンスサミット運営事務局
〒305-0821 茨城県つくば市春日 3-20-12 7
TEL：029-859-3313 ／ MAIL：info@das-dance.com

