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2022 年 11 月 27 日（日）＠つくばカピオホール 

【第 1 部】 11:45 開場／12:00 開演／13:00 終演  

【第 2 部】 16:15 開場／16:30 開演／17:30 終演 

 

〜Happy Dance Project プレゼンツ『笑顔キラキラ HAPPY DANCE SHOW』とは〜 

 

「ダンスが地域のためにできること」をテーマに、地域のダンススクールやダンスサークル、学校などに呼びか

け、ダンスに関わる多くの人々が協力して開催するチャリティダンスイベントです。このイベントの利益の一部を「ハ

タチ基金」と「日本赤十字社」へ寄付いたします。今年度も皆様のご協力よろしくお願いいたします。  

＊本公演は DAS が行うチャリティ活動「Happy Dance Project」と連動して開催いたします。 

 

 

Happy Dance Project（ハッピーダンスプロジェクト） 

 

 

 

 

NPO 法人 Dance Association Seeds（DAS）が行うチャリティ活動の総称。 

チャリティイベントの企画・運営、チャリティグッズ販売、募金活動などを行

い、募金全額とイベント利益の一部とチャリティグッズ販売の利益を寄付

いたします。 

 
 

 



2 
 

【開催概要】 

■イベント名   Happy Dance Project プレゼンツ『笑顔キラキラ HAPPY DANCE SHOW』 

■開催日時    2022 年 11 月 27 日（日）  [第１部] 11:45 開場／12:00 開演／13:00 終演  

                  [第 2 部] 16:15 開場／16:30 開演／17:30 終演 

■開催会場    つくばカピオホール（茨城県つくば市竹園 1-10-1） 

■チケット     自由席／一般：2,200 円（税込）,学生（4 歳～大学生以下）：1,100 円（税込） ※3 歳以下膝上無料  

■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       つくば市（予定） 

 

 

―――――――――――  募集要項  ――――――――――― 

【はじめに】 

 本公演はコロナ禍での開催となります。そのため、感染予防対策としてマスクの着用等、ご協力をお願いすることが

多々ございますが、より安全な大会の開催のため、ご協力の程どうぞよろしくお願いいたします。（感染予防対策につい

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、今後の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。予めご了承ください。 

 

【参加資格】   地域のダンスサークル・ダンススクール・学校の部活動など。 

ジャンルを問わず、ハッピーなダンスパフォーマンスをご披露いただけるチーム。 

【チーム人数】  7 名以上  

【演技時間】   3分程度 

【作品内容】   ハッピーな作品 

【参加費】    1,000 円/1 人（税込） ※複数作品に出演する場合は作品ごとに参加費がかかります 

 

＊参加費のお支払いについて    

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、参加受付後、事務局より追ってご案  

内いたします。 

 

＜留意事項＞       

・参加費は参加人数によって変わります。 ※1,000 円×参加人数（税込） 

・お申込み受付後 11/6(日)までに「参加者名簿」を提出していただきます。その際に、確定した参加   

人数をご登録ください。原則、これ以降は変更ができませんのでご注意ください。    

ご登録いただいた出場人数をもとに、事務局よりお振込み金額をご案内します。  

・お振込期間は 11/7（月）～11/11（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、参加費の半額を返金いたし  

ます。（振込手数料を差し引いての返金になります。予めご了承ください） 
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【その他の確認事項】 

■引率について 

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。 

※客席に余裕がある場合のみ、引率者・出場者席をご用意します。なお、チケットの売行状況によってはご用

意できない場合もございますので、予めご了承ください。 

 

■参加者の肖像権 

本公演における参加者の肖像権については、公演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。 

その代わり、公演の記録映像・記録写真の販売を行いますので、ご利用ください。 

  

■チケット出演者先行販売について 

   出演者の皆様を対象に、チケットの先行販売を行います。 

参加受付後に詳細をご案内いたしますので、チームの代表者様がまとめてお申し込みください。 

申込期間 : 10/9(日）～10/16(日） ※枚数制限あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大会の中止・参加キャンセル】 

 

【パフォーマンス条件】 

◇基本舞台：横幅 約１2 m 、奥行き 約 11 m 、高さ 約７ｍ 、床面＝リノリウム   

◇音響：事前に使用音源をご提出いただきます。マイクの使用は不可。 

◇照明：プロによる照明がつきます。基本的に照明さんにお任せとなります。 

◇舞台装置：舞台装置の使用を希望される場合は、参加申込みの際にご相談ください。   

・大道具は不可。出場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   

・作品で使用する小道具等（参加申込みの際にお知らせください）  

◇作品制作にあたっての注意事項  

・7 名以上のチームであること, 

・3 分程度の作品であること,  

・下記の「禁止事項」の行為を行っていないこと 

 

【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   

・控室及び大会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。 
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■公演の中止について     

以下の場合、公演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。    

（振込手数料を差し引いての返金になります。予めご了承ください） 

・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場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 

 

■参加キャンセル・参加人数変更について     

11/4（金）までに DAS事務局へメールでご連絡ください。電話でのご連絡は受付いたしかねます。 

上記の期限後にキャンセルされた場合、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。（振込手数料を差し引いての返金になります。予めご了承ください） 

 

――――――――――― 参加受付後の流れ ―――――――――――― 

本番に向け、DAS から皆様にお送りする資料、皆様にご提出をお願いする資料があります。 

お手数をおかけしますが、公演の成功に向け、ご協力をお願いいたします。 

 

■DAS からお送りする資料 

★9/26（月）〜9/30（金） 

① プログラム（出演順入りタイムテーブル） 

② 参加要項（当日の詳細案内） 

③ チケット出演者先行販売のお知らせ 

★11/7（月） 

  参加費振込案内 

 

■ご提出いただくもの 

★10/30（日）まで 

SNS等に掲載するチーム情報（チーム写真・コメント） 

★11/6（日）まで 

① 参加者名簿 ➡ メール添付でデータ送信 

② 使用音源 ➡ メール添付またはファイル転送サービスでデータ送信 

③ 使用楽曲情報➡ フォーム入力・送信 

④ 作品紹介文（当日 MC が読み上げます）➡ フォーム入力・送信 

⑤ 照明案 ➡ 希望チームのみ。メー添付でデータ送信 

 



5 
 

【申込み～大会当日までのスケジュール（まとめ）】 

9/11（日）～9/23（金）   参加申込 

9/26（月）～9/30（金）   プログラム順・参加要項・チケット販売案内 （DAS より送付） 

11/4（金）まで        参加キャンセル・参加人数変更 最終 

11/6（日）まで        参加者名簿・使用音源・使用楽曲情報・作品紹介文・照明案 を提出 

11/7（月）           参加費振込案内（DAS より送付） 

11/7（月）～11/11（金）  参加費振込期間 

11/14（月）〜        当日の詳細連絡・記録映像＆写真販売案内（DAS より送付） 

 

 

【参加申込み方法】 

■募集期間  2022 年 9 月 11 日（日）10：00～9 月 23 日（金）18：00 ＊先着 20 チーム 

 

「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。 

 

笑顔キラキラ★ハッピーダンスショー参加申し込みフォーム ＞＞   

 

※先着順での受付となります（20 チーム）      

※お申込み受付後、事務局より返信メールを送ります。3 営業日（月曜～金曜）たっても返信がない場 

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 

 

＜申込みの際の必要項目＞ 

① 参加団体情報 （所属団体名／参加チーム名／参加人数（予定）／代表者情報等） 

② 参加希望の部 （第 1 部／第 2 部／どちらでも可） 

③ 「笑顔キラキラ HAPPY DANCE SHOW」への参加同意 

④ 当日リハーサル希望の有無 

※本番当日 11/27（日）にステージでのリハーサルが可能です（1 チーム 5分程度） 

第 1 部 10：15～11：15 ・ 第 2 部 14：45～15：45 

 

 

参加者の皆様へのお願い 

 下記、「Happy Dance Project プレゼンツ 笑顔キラキラ HAPPY DANCE SHOW_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、大会当日に少しでも体調に不安がある場合は、参加をお控えください。参加費の半額を返金いたします。 

Happy Dance Project プレゼンツ 笑顔キラキラ HAPPY DANCE SHOW 
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新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン 

                                                                     2022/8 発行 

                                               特定非営利活動法人 Dance Association Seeds 

 

 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、利用施設(カピオホール)で提示されている

「カピオホール利用カイドライン」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（第四版）」の考え方・対策を活用しながら、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。 

 

■公演形態について 

大声での歓声・声援がないダンス発表を行う。通常定員で開催する。 

利用会場の定めるガイドラインに則って、会場管理者と協議しながら制作を進める。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、開催方法を変更しての開催・または開催中止とする場合もある。 

 

■会場全般の対策  

・来場者全員に、検温と体調チェックアンケートの提出を実施する。また、来館を控えてもらうケ―スを事前に周知する。 

・来場者全員にマスクの着用をお願いする。 

・来場時に手洗い、手指の消毒を励行する。適切な場所に消毒液を設置する。 

・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。 

・公演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。 

・会場内(会場入口、入場券受付、ロビー 他)において、列を作る際には可能な限り間隔を開けるよう案内し、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。 

■客席の対策 

・座席の最前列席は、舞台前から適切な距離を取る。 

・必ずマスクを着用し、大きな声で発声（応援など）をしないよう周知する。 

 

■舞台の対策 

・出演者は、舞台上でのマスクの着用を任意とする。ただし、開催時の社会状況によっては、本番時にもマスク着用とする。 

・発表の前後は、スタッフの指示に従い、必ず手指消毒を行う。 

・舞台上での故意な発声はしない。 

■公演後の対策 

・公演ごとに、可能な範囲で来場者の氏名、及び、連絡先を把握し、名簿を作成・保存するよう努める(保存期間を当面 1か月以 

 上とする)。なお、個人情報の保護の観点から、名簿等の保管には十分な対策を講じる。 

・感染を疑われる者が発生した場合には、速やかに所轄の保健所に連絡し、必要な情報提供を行う。 

 

 

＜参考＞ 
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＜＜お問い合わせ＞＞ 

特定非営利活動法人 Dance Association Seeds 内 

イベント運営事務局 

〒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 

・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_guideline211021a.pdf 

 

・カピオホール利用ガイドライン 

https://www.tcf.or.jp/exhibition/res/2022/6/1/capio_guid_20220520.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご質問等お気軽にお問い合わせください。 

 

 


