
まつりつくば 2021 オンラインステージ 

出演者募集要項 

 

1. 主催 

まつりつくば大会本部／つくば市 

 

2. イベント概要 

ステージパフォーマンスはまつりつくばオフィシャルサイト上で生配信し、後日アー

カイブ配信を行います。 

開催日時 
令和３年（2021 年）８月 28 日（土）・８月 29 日（日） 

各日午後１時から午後６時 30 分まで 

開催場所 
〒305-0031 茨城県つくば市吾妻 1-10-1 

ノバホール（大ホール） 

生配信場所 まつりつくば公式 Youtube チャンネル 

アーカイブ動画 

配信期間 
令和３年８月 30 日（月）から９月 25 日（日）まで 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、イベントは無観客で開催いたします。ま

た、会場には出演団体関係者及び荷物の搬入出要員以外は出入りできません。（ご家族

やご友人を含む） 

※ 保険の加入や新型コロナウイルス感染症対策の利用を目的として、出演者及び関係者名

簿の提出をしていただきます。 

※ 出演日は８月 28 日（土）・８月 29 日（日）のいずれかです。日程を事前にお選びいた

だくことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ステージの規格 

 
※ エリア外でのパフォーマンスはできませんので、予めご了承ください。 

 

4. 募集開始から当日までのスケジュール（予定） 

６月 30 日 出演団体募集・受付開始 

７月 16 日 申込締切（必着） 

７月 31 日 

抽選会・出演団体説明会 

※ 応募が多数あり、すべての応募団体の参加が難しい場合抽選会

を行います。 

※ 抽選会を行う場合、説明会は抽選にて当選した団体のみを対象

に行います。 

８月上旬 出演者及び関係者名簿提出締切 

８月中旬 パフォーマンス順と受付時間の通知 

８月 28 日 まつりつくば 2021 オンラインステージ当日（１日目） 

８月 29 日 まつりつくば 2021 オンラインステージ当日（２日目） 

 

5. 募集概要 

出演時間 １団体 10～15 分程度（転換時間を除く） 

※ 参加希望者数やスケジュールの状況等により、出演時間を調整

する場合がございます。 



出演順 まつりつくば大会本部にて決定 

※ 使用される楽器等の状況により、転換をスムーズに行うため、

予めご承知おきください。 

募集団体数 20 団体程度 

ジャンル 

① 日本のお祭りに関連する伝統芸能・郷土芸能 

（例）よさこいやお囃子、和太鼓による演奏等 

② 音楽・パフォーマンス系 

（例）吹奏楽などの楽器演奏、歌、ダンス等 

※ 応募が多数あり、すべての応募団体の参加が難しい場合抽選会

を行います。 

※ 抽選会は、申込があったジャンルごとに行う予定です。 

年齢 18 歳以上 

※ 18 歳未満は保護者の同意が必要となります。（別途、同意書を

ご提出いただきます。） 

 

6. 応募条件 

① 主として市内に活動拠点があり、かつ、市内在住・在学・在勤の方を中心に２～30

人程度で構成される団体であること。 

② 企業等の営利目的及び、政治・宗教的な活動紹介や勧誘を目的とした演出やパフォ

ーマンスが含まれていないこと。 

③ 故意、過失を問わず法律、公序良俗に反するもの、または恐れのある演出やパフォ

ーマンスが含まれていないこと。 

④ 他人のプライバシーを侵害する演出内容及び著作権を侵害する演出やパフォーマン

スが含まれていないこと。 

⑤ 他人を差別する、もしくは誹謗中傷する、ヘイトスピーチなど、名誉や社会的信用

を損なう演出やパフォーマンスが含まれていないこと。 

⑥ パフォーマンスに必要な楽器や機材、道具は出演団体の責において準備し、搬入出

を行うこと。 

⑦ 出演時間を厳守できること。 

⑧ 照明や演出についてまつりつくば大会本部及びスタッフに対して過度な要求は行わ

ないこと。 

⑨ その他、出演時間（当日の進行度による調整を含む）等において、まつりつくば大

会本部及びスタッフの指示に従うこと。 

⑩ 新型コロナウイルス感染防止対策について、まつりつくば大会本部の指示に従うこ

と。 

 

7. 申込方法 

必要書類に必要事項を記入の上、まつりつくば 2021 オンラインステージ受付係に郵



送またはメールにて提出してください。 

【必要書類】 

① 参加申込書 

② 活動実績報告書 

③ セッティングシート 

④ 保護者同意書（18 歳未満の方が出演する場合のみ） 

※ 書類の返却等はできません。 

※ 申込の際にお預かりした個人情報はまつりつくば 2021 オンラインステージにのみ使用

し、応募申込者の同意無く第三者に開示することはありません。 

  【提出先】 

郵送の場合 〒300-3292 茨城県つくば市筑穂 1-10-4 

まつりつくば 2021 オンラインステージ受付係 

（（一社）つくば観光コンベンション協会内） 

Email の場合 info@ttca.jp 

※以下の宛先を明記してください。 

まつりつくば 2021 オンラインステージ受付係 

（（一社）つくば観光コンベンション協会内） 

 

8. 出演団体の選考基準 

応募条件を満たしていることを前提に、申込内容（演目の内容及び会場の状況等）を

考慮して選考いたします。応募が多数あり、すべての応募団体の参加が難しい場合、選

考を通過した申込団体を対象に抽選会を行います。 

※ 提出書類の内容確認のため、申込者に直接連絡させていただく場合がございます。 

※ 提出書類の選考結果については、発送により通知する予定です。 

※ 選考の当落に関する理由についてはお答えできません。予めご了承ください。 

※ 抽選会を行う場合、抽選会に遅刻した団体は、いかなる理由があっても抽選に参加

いただくことはできません。 

※ 抽選会の内容・結果に関する異議申し立てには応じかねますので予めご了承くださ

い。 

 

9. 選考結果の通知と抽選会の開催について 

全応募団体に選考結果の通知を７月中旬頃にお知らせする予定です。 

応募が多数あり、抽選となった場合は、抽選会の開催についても併せてお知らせする

予定です。 

抽選会を開催する場合、当選団体に対してはそのまま出演団体説明会を開催する予定

ですので、予めご了承ください。 

※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、抽選会及び説明会をオンライン（ZOOM

等）で開催する可能性がありますので、予めご承知おきください。 



※ 演技のために音源が必要な団体は、事前に準備し、まつりつくば大会本部又はまつ

りつくば大会本部が指定するスタッフの指示に従って提出してください。 

 

10. 保険への加入 

出演団体の事故等に備えて、まつりつくば大会本部にて出演関係者を被保険者とする

傷害保険に加入いたします。保険の加入に際して、出演者名簿が必要となりますので、

まつりつくば大会本部が指定する期日までに、所定の様式に記入の上提出してくださ

い。 

なお、出演時以外（会場までの移動等）における事故については、まつりつくば大会

本部は関与せず、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。 

 

11. その他注意事項 

必ず次の注意事項をご確認いただいた上でお申し込みください。注意事項に反する行

為がみられた場合、出演をお断りさせていただきます。また、今後のまつりつくばのス

テージイベントにおいても出演をお断りさせていただく可能性がございますので、予め

ご承知おきください。 

【申込に関する注意】 

① 提出書類に虚偽が確認された場合、出演を取りやめていただく場合がございます。 

【出演に関する注意】 

① 出演団体への謝礼はございません。 

② 出演に係る食事等・費用（交通費や駐車料金等）はすべて出演者の負担とさせてい

ただきます。 

③ パフォーマンスにおいて、CD 音源等を使う場合は著作権フリーのものを使うか、音

源製作者（レコード会社等）から許諾を得てください。後日、許諾を得たことがわ

かる書類を提出いただく場合がございます。なお、著作権等の権利の侵害を指摘さ

れた場合において、まつりつくば大会本部はそれらの問題について関与せず、いか

なる責任も負いかねますので、予めご了承ください。 

④ 演技内容、演技方法について、まつりつくば大会本部が必要と認めたとき、まつり

つくば大会本部が指定するスタッフと協議いただく場合がございます。 

⑤ 素足でのパフォーマンスは、安全上の観点からご遠慮いただいております。必ず履

物を身に着けてパフォーマンスしてください。 

⑥ 貴重品や、出演時に使用する楽器等については、各団体の責任において管理をお願

いします。盗難や破損等が起きてもまつりつくば大会本部はいかなる責任も負いか

ねますのでご了承ください。 

⑦ 申込内容と異なる演目は行わないでください。 

⑧ 承認されたステージ出演団体以外の者が出演する「名義貸し」等の行為は行わない

でください。左記の行為が確認された場合、今後まつりつくばへの出演をお断りさ

せていただきます。 



⑨ 公序良俗に反するなど、まつりつくば大会本部が不適切とみなした行為は行わない

でください。 

⑩ 当日はまつりつくば大会本部が指定する時間までに受付を済ませてください。申込

代表者が当日来られない場合は、必ず当日出演する当該団体の構成員から当日責任

者を指定し、事前にまつりつくば大会本部に報告してください。 

⑪ 当日は検温、手指消毒、マスクの着用等の新型コロナウイルス感染症対策にご協力

ください。 

⑫ 出演をキャンセルする場合は開催日の２週間前までにご連絡ください。キャンセル

の理由によっては、今後まつりつくばの出演をお断りさせていただく場合がござい

ます。 

【撮影や広報等に関する注意】 

① 出演団体は、当日のパフォーマンスにおいてまつりつくば大会本部又はまつりつく

ば大会本部が指定する者が行った撮影（静止画・動画を問いません。）に際して、

自身が被写体となった画像・映像の肖像権を含む一切の権利（全ての著作権を含み

ます。）を放棄し、これらの権利がまつりつくば大会本部に帰属するとともに、ま

つりつくば大会本部がまつりつくばの広報等（まつりつくばオフィシャルサイト・

まつりつくば公式 Twitter・市ホームページ、印刷物・広報媒体での掲載、メディア

等への画像・映像提供など）のために使用することに、いずれも同意していただき

ます。 

② つくば市のプレスリリース、新聞社・地域誌・テレビ局の取材等により、写真や映

像で報道される場合がありますので、予めご了承ください。 

③ 画像や映像に撮影又は記録されている、参加団体あるいは参加者が使用した衣装、

用具、音楽、振付その他について、第三者から著作権等の権利の侵害を指摘された

場合において、まつりつくば大会本部はそれらの問題について関与せず、いかなる

責任も負いかねますので、予めご了承ください。 

【その他】 

① 要項に定めのない事項については、まつりつくば大会本部の指示に従ってくださ

い。 

② 新型コロナウイルス感染防止対策については、まつりつくば大会本部の指示に従っ

てください。 

 

12. 問合せ先 

〒300-3292  

茨城県つくば市筑穂 1-10-4 

まつりつくば 2021 オンラインステージ受付係 

（（一社）つくば観光コンベンション協会内） 

※ 応募受付及び電話による問合せは、土日祝日を除く平日午前９時から午後５時まで

となります。 


