令和元年５月 14 日
いいだ人形劇フェスタ２０１９

フェスタ・セントラルパーク出店のご案内
いいだ人形劇フェスタ実行委員会
実行委員長 原田 雅弘
パーク運営委員長 桑原 利彦
皆様方におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
また、日頃から「いいだ人形劇フェスタ」にご理解、ご協力を賜り心から御礼申し上げます。
さて、今年もフェスタの期間中、例年のように中央公園を「フェスタ・セントラルパーク」と
して、人形劇や音楽など盛りだくさんのステージと、様々な交流や市民参加を促すブースの展開
によって楽しい雰囲気づくりをしたいと考えております。
今年のフェスタは７月 31 日（水）～８月５日（月）の６日間での開催となりますが、セント
ラルパークにつきましては８月１日（木）～４日の４日間の開催といたします。
つきましては、下記および概要のとおりブース出店者を募集しますので、夏の暑い時期での実
施となりますがご検討くださいますようお願い申し上げます。

記

１

開催期間

2019 年８月１日(木)～８月４日(日)

２

出店場所

３

募集内容

・食べ物、物品の販売
・体験ブースの開設
・芸術、文化の発信

４

出 店 料

１ブース（テント）6,000 円

５

申込期限

６月７日（金）厳守 （FAX、E メール可）

６

そ の 他 ・出店者募集概要および注意事項を必ずお読みください。
・採用については実行委員会での選考となります。選考結果を６月上旬に通知に
てお知らせします。採用された方は６月 26 日（水）に行う出店者説明会に必
ずご出席ください。
・ご不明な点等ありましたら担当までお問い合わせください。

いいだ人形劇フェスタセントラルパーク
（飯田中央公園中央広場：飯田市中央通り１丁目 29-1）

〈お申込・お問合せ〉
いいだ人形劇フェスタ実行委員会担当：田中
〒395-0051 長野県飯田市高羽町5-5-1 飯田文化会館内
電話：0265-23-3552／FAX：0265-23-3533／E-mail：festa2019@iida-puppet.com

いいだ人形劇フェスタ 2019
セントラルパーク出店者募集概要および注意事項
１

２

いいだ人形劇フェスタ 2019 概要
21 年目の新たな一歩を踏み出す今年のフェスタでは「交流」を大切にします。
上演後に舞台裏や仕掛けを見せてもらったり、劇について語ってもらったり、人形に触らせ
てもらったり…。みる人、演じる人、ささえる人の身近なふれあいを通して人形劇をまるご
と楽しめるようなフェスタをつくります。
国内最大規模の人形劇の祭典として、今年も飯田市内を中心に海外・国内の約 300 劇団が
400 ステージ以上の人形劇公演を行う予定です。
募集内容
○以下の３項目について募集します。
(1)飯田下伊那の特色ある食べ物または物品・体験を販売、提供する方
(2)当地域の文化や、より広域的な視点での芸術・文化等の発信の場として活用する方
(3)世界の食べ物やグッズ・情報等を販売、提供する方
☆出店はいいだ人形劇フェスタの趣旨に賛同いただける方に限ります。
いいだ人形劇フェスタでは、「みる・えんじる・ささえる」を基本コンセプトとしており、観客だけで
なく劇団の方、運営スタッフなどフェスタに関わるすべての人がワッペン（参加証）を着用します。出店
者につきましてもワッペンを必ず着用していただくこととなります。（出店者説明会の際に販売いたしま
す。※１枚700円）

※暴力団関係者の出店は認めません。
３

出店期間
○2019 年８月１日（木）～４日（日）
〈準備・営業可能時間〉
24 時

8時

7/31(水)

9時

10 時

会場閉鎖

8/1(木)

会場閉鎖

8/2(金)

会場閉鎖

準備

8/3(土)

会場閉鎖

準備

8/4(日)

会場閉鎖

準備

準備

11 時

12 時

13 時

14 時

15 時

16 時

17 時

18 時

準備

19 時

20 時

22 時

会場閉鎖

営業時間 [11:00～20:00]
営業時間 [10:00～20:00]

片付け

会場閉鎖

片付け

会場閉鎖

営業時間 [10:00～21:00]
営業時間 [10:00～15:00]

21 時

片付け･撤収

片付け

会場
閉鎖

会場閉鎖

※5/14 現在の予定です。出店者説明会の際は決定した営業時間等をお伝えします。

４

出店場所
○いいだ人形劇フェスタセントラルパーク（飯田中央公園中央広場：飯田市中央通り１丁目 29-1）
・出店ブース（テント）の大きさは 1.5 間×2.0 間です。
・出店ブースの場所は、営業日数、営業内容等を考慮し実行委員会で割付を行います。
※出店者側で選択することはできません。また、選考内容の公開は行いません。
・各出店ブースにはテーブル２個、イス２脚を実行委員会で用意します。

５

出店料金及び出店期間
○出店料金
・出店日数にかかわらず一律 ６，０００円 （テント１張につき）
※上記出店料金には 200w までの電源使用料を含みます。
○電源使用料
・200w を超える電源使用の場合、500w 増えるごとに 500 円/日のご負担をお願いします。
（例）合計 1,600w の場合：容量 1,600w－基本 200w＝1,400w →

電源使用料 1,500 円/日

※セントラルパークの電源容量には限りがあります。そのため容量によっては機材の持ち込みをご遠慮
いただく場合があります。
※お持ち込みをされる機材は、必ず出店申込書に記載してください。記載のない機材の使用が発覚した
場合は撤去していただきます。（電源のダウン等全体にご迷惑がかかります）
※発電機の使用は原則認めません（販売車を除く）。また、電源のダウン等による補償は行いませんの
でご承知おきください。

６

衛生管理について
・食品関係の出店をされる方は、保健所への届出を行ってください。後日、食品営業許可
書または飲食店営業（露店）営業許可済証の写しを実行委員会に提出していただきます。
また、出店時には必ず出店ブース内の見える位置に掲示していただきます。

７

注意事項
(1)駐車場および車のパーク内への乗り入れについて
・当方では駐車場を用意できません。各出店者での対応となります。
・近年長時間路上に駐車する車が見られます。警察に注意されますので路上駐車は極力
行わないようにしてください。
(2)ブース管理について
・貴重品、食品、販売物品等の管理は各出店者により行っていただきます。
・テントの天幕に雨がたまった場合、実行委員により水を落としますので機材等の保護
をお願いします。
（実行委員会での警備および補償は行いません。）
(3)ごみについて
・セントラルパークにはごみ箱を設置しません。売り物に関するごみ、ダンボールやお
客様が使用した容器（食べ残し、汁物などを含む）は、すべて各出店者の責任により処
分（持ち帰り）していただきます。
(4)火災事故防止について
・火器を使用する場合は必ず１店舗につき消火器を１つご用意していただきます。
(5)排水について
・公園内には雨水排水路しかありませんので、適切な対応をお願いします。
(6)喫煙及び飲酒について
・セントラルパーク内は指定場所以外禁煙としています。おタバコを吸われる場合は所定
の喫煙所にてお願いします。また、出店中の飲酒は禁止としますので、ご協力ください。
(7)出店の取り消しについて
・出店者側の都合で出店しなかった場合、出店料及び電源使用料の返金はいたしません。
・政治活動、宗教活動、違法行為、他のお客様に迷惑をかける行為等により実行委員会が
不適と判断した場合、その場で出店を取り消し撤収していただくことがあります。その場
合、出店料の返還や補償には応じられません。
(8)災害等によるパーク閉鎖時について
・地震、台風等の自然災害、火災、その他自然的または人為的な現象によりパーク開設不
可と実行委員会が判断した場合、パークを閉鎖する場合があります。その場合は日割によ
り出店料をお返しします。また、電源使用料についても同様となります。

８

申込方法
・出店を希望される方は、出店申込書の必要事項をご記入の上、飯田文化会館へ提出してく
ださい。（郵送・FAX、E-mail 可）
申込期限：６月７日（金）厳守

９

出店説明会
・出店される方への説明会を次のとおり行いますので、採用された方は必ずご出席ください。
日時：６月２６日（水）午後７時
場所：飯田文化会館

10

今後のスケジュール
期

日

容

６月７日（金）

出店申込書提出期限

６月１４日（金）予定

採用・不採用通知発送

６月２６日（水）

出店者説明会

６月２９日（金）

使用電気器具変更受付期限

７月４日（木）

出店料等請求書発送

７月２１日（月）

11

内

出店料等納期限

備

考

採用者には出店者説明会通知同封

指定口座もしくは文化会館にて直接

食品営業許可書等（写）提出期限

７月３１日（水）

出店準備可能日

13:00～16:00

8月1日(木)～4日(日)

営業可能日

営業初日に出店許可書をお渡しします

申込先・問合せ：いいだ人形劇フェスタ実行委員会 担当：田中
〒395-0051 長野県飯田市高羽町 5-5-1 飯田文化会館内
電話：0265-23-3552／FAX：0265-23-3533／E-mail：festa2019@iida-puppet.com

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

賛助会員募集のおしらせ・お願い

◇◇◇◇◇◇◇◇◇

いいだ人形劇フェスタ実行委員会では、フェスタのより一層充実した活動を行うために、法人・
団体等（個人可）を対象に「賛助会員」を募集いたしております。
人形劇フェスタが幅広く市民の中に浸透し、真に市民が主体となった人形劇の祭典として発展す
るために、賛助会員としてご協力をいただければ幸いです。
賛助会員の会費は年間一口、10,000 円で、何口でも結構です。毎年の人形劇フェスタの折りに
はご協力いただいた方々のお名前をガイドブックに掲載させていただくとともに、一般公演が全て
ご覧いただける参加証ワッペンを賛助会費一口につき 10 枚お渡しいたしますので、期間前より着
用していただきフェスタのＰＲをお願いするとともに、ぜひ人
形劇をご覧いただき、人形劇フェスタの楽しみを直接味わって
いただきたいと存じます。
また、ワッペンを施設等の子供たちにプレゼントするご希望
がございましたら、事務局にご連絡いただければ紹介いたします。
ご賛同いただける方は、いいだ人形劇フェスタ実行委員会事務
局までご連絡ください。市内であれば担当者が集金にお伺いいた
します。お手数ですが、宜しくご協力をお願い申し上げます。

