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練馬区独立７０周年記念事業  記念パレード 

【パレード出演団体募集要項】 
 

1、開催日時 平成 29年 10月 15日（日） 午後 2時 30分～午後 5時 

  

2、会場  千川通り→平成つつじ公園西側街路→南町小学校 

 

3、主催  練馬まつり推進協議会 （練馬まつり運営スタッフ委員会、練馬区） 
 

4、テーマ 未来への活力～練馬で活躍するひと・団体大集合！！ 

   
 

練馬まつり推進協議会では、練馬まつりの一環として練馬区独立 70周年記念パレードを開催しま

す。練馬区内の様々な団体に参加いただき、練馬の特色を凝縮したパレードを考えており、このパレ

ードに参加する、フラダンス・ダンス団体を募集します。 

  

※練馬まつり、記念パレードはどちらか一方の参加申込みとなります。パレード出演を希望される団体

の皆さまは、この「パレード出演団体募集要項」をよくお読みいただき、ご応募ください。               

練馬まつりのホームページ  http://nerima-matsuri.com   

   

 練馬区独立 70周年記念パレード 練馬まつり(参考) 

会  場 
千川通り→平成つつじ公園西側街路→ 

南町小学校 （約 450ｍ） 

としまえん 

① すずしろステージ 

② エルドラドステージ 

それいゆステージ 

募集対象 

①フラダンス 

②ダンス（ジャズ、ヒップホップ等） 

※①②とも20名～100名で参加できる団体 

歌、演奏、ダンス等 

出演時間 踊りを含むコースのパレード所要時間 20分 各ステージ、１団体につき 20分 

出演内容等 課題曲に合わせた演舞 出演団体ごとのプログラム 

参加料金 保険加入料のみ ※基本参加料は無料 基本参加料金及び保険加入料 
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申込み・問合せ先 

記念パレード事務局 

〒105-0011 東京都港区芝公園 1-2-16 第一槙ビル 2階 

TEL/03-5776-2818 FAX/03-5776-2842 

メール： nerimaparade@ohwada-gumi.co.jp 

◎ 募集開始から本番までの主なスケジュール 

 

6月21日（水）～  募集・応募申込み受付開始 

7月21日（金）  応募締切 

8月上旬  パレード出演承認証発送 

8月下旬  代表者会議 

8月31日（木）  参加料金(保険加入料)振込期限 

9月中旬  パレード出演団体説明会 

10月15日（日）  記念パレード当日 
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Ⅰ．パレードコースについて 

 

 

 

  

演技ゾーンごとに音響を設置します。 

基本的に移動しながらの演舞になります。 

スタート位置 
演技ゾーン① 

演技ゾーン②

 

 

演技ゾーン① 

演技ゾーン③

 

 

演技ゾーン① 

ゴール地点

 

 

演技ゾーン① 
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Ⅱ．パレード概要について 

■フラダンス 

1 パレードコースについて 

距離：450ｍ 道路幅：６ｍ～１１ｍ 

音響：固定式の音響を３～４カ所設置(移動式の地方車はございません) 

演技時間：20分 

２ 参加人数 

   20～100名で構成された団体(参加人数総数 300 名を想定) 

３ 曲目について 

   主催者側で課題曲を設定します。曲目は 8月下旬の代表者会議でお知らせします。 

※より多くの団体で演舞可能なものを選定します。 

４ 演舞方法について 

(1) 課題曲をもとに各フラダンスチームが１つのまとまりとなって演舞します。 

(2) 参加団体で統一した振り付けをお願いする場合があります。 

(3) 履物については各団体に委ねますが、コース上に敷物はございません。  

 

■ダンス 

1 パレードコースについて 

距離：450ｍ 道路幅：６ｍ～１１ｍ 

音響：固定式の音響を３～４カ所設置(移動式の地方車はございません) 

演技時間：20分 

２ 参加人数 

   20～100名で構成された団体(参加人数総数 200 名を想定) 

３ 曲目について 

   主催者側で課題曲を設定します。曲目は 8月下旬の代表者会議でお知らせします。 

※より多くの団体で演舞可能なものを選定します。(ジャズ、ヒップホップを想定) 

４ 演舞方法について 

(1) 課題曲をもとに各ダンスチームが１つのまとまりとなって演舞します。 

(2) 振り付けについては、各団体ごとに自由演技となります。 

(3) 履物については各団体に委ねますが、コース上に敷物はございません。 

(4) バトンやフラッグを使用した演舞はできません。 
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Ⅲ．パレード出演申込みについて 

 1 申込み受付期間 

  平成 29年 6月 21日（水）～7月 21日（金）１７：００（必着） 

 

 2 申込みの資格 

パレード出演に応募できるのは、次の条件を満たす団体となります。 

応募前にご確認をお願いします。 

(1) 下記の表の①～③に該当する団体 

① 
区内に活動の拠点がある区民のグループ、音楽・ダンスの趣味のサークル、教室のメン

バー。学校、企業のクラブ等の団体。プロ、アマは問いません。 

② 公序良俗に反せず、多くの来場者に喜んでいただける演技・演奏などが提供できること。 

③ 
野外のパレードにおいて、仮設の音響設備の範囲で、主催者が指定する時間と条件の下

で演技ができること。 

(2) その他本要項に定める内容に同意し、パレード出演申込書のほか指定の必要書類を提出 

できる団体 

(3) 前年度練馬まつりにおいて出演取消しになっていない団体 

(4) 練馬まつりにエントリーしていない団体（練馬まつりのステージと重複して参加することはできません） 

 

 

3 申込み方法および必要書類 

この募集要項の内容に同意の上で、下記の必要書類を受付期間に申込み先へ郵送してください 

（FAX でのお申込みは受付けません）。 

(1) 出演申込書  

(2) 団体の紹介文（200文字程度）またはリーフレットやチラシ等の団体の活動がわかるもの 

※提出いただいた資料で団体の活動状況や所在を確認することが難しい場合には、 

 団体代表者の身分を証明する書類などの追加資料の提出をお願いすることがあります。 

(3) 従事するスタッフ全員の名簿（氏名・性別・生年月日） 

※名簿は保険加入の目的以外には使用しません。 
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4 パレード出演申込みにあたって同意いただく重要事項 

(1) パレード出演申込書に虚偽記載等があった場合は、出演を取消します。 

(2) パレード出演承認証の譲渡、貸借はできません。また、認められたパレード出演団体以外の者 

が行う「名義貸し」等の行為は行わないでください。 

(3) 主催者が、来場者からパレード終了後に出演団体のマナーや演技・表現内容等への苦情を受 

けた場合には、申込書記載の代表者または担当者の連絡先を相手方に提供することがありま 

す。 

(4) 演目、演技内容については、特定の宗教、政治的メッセージ、公序良俗に反する表現をしない 

でください。 

(5) 主催者、関係機関が、記録・広報用に撮影した画像や映像をＰＲのため、出演者に改めて許 

可を取らずに使用することがあります。 

(6) 出演者、従事スタッフ全員は、主催者が一括で契約する保険に加入していただきます。 

 

5 パレード出演の正式承認 

パレード出演申込書および必要書類を審査の上、パレード出演を承認した団体には「パレード出演 

承認証」を送付します。承認後は、内容を変更することはできません。 

(1) パレード出演承認の時期 

パレード出演申込書および必要書類を審査の上、資格を満たす団体について、パレード出演 

を承認します。承認は、「パレード出演承認証」の発送をもって通知します。通知は 8月上旬頃 

発送予定です。 

(2) 予定数を上回る応募があった場合 

①資格要件を満たした団体が、予定数を上回るときは、抽選により出演団体を決定します。 

  公開抽選日は別途ご連絡いたします。 

②前回の練馬まつりのステージに落選し、以下の要件を満たす団体は、抽選の際に優遇します。 

  ・申込書に前回の練馬まつりのステージ抽選で落選した旨の申告がある場合。 

  ・団体名が前回申込み時と同一の場合。 

※承認後に要項に定めた項目に違反が認められた時は、承認を取消します。 

6 パレード出演団体説明会 

(1) 代表者会議（8月下旬ごろを予定） 

課題曲や、並び順についての打合せをします。 

(2) パレード参加団体説明会（9月中旬を予定） 

パレードの当日の注意事項等についての説明を行います。 

 

※具体的な日程については、8月上旬の承認通知にてお知らせします。 

  

※イメ

ージで

す。 
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Ⅳ．演技・参加料金等 

1 演技について  

 

(1)パレード時間は、20分を予定しています。 

(2)使用する楽曲は事前に主催者が決定したものとなります。曲は代表者会議にてお知らせします。 

(3)パレードコースの道路幅は６ｍ～１１ｍとなるため、その範囲で可能となる演技構成になります。 

(4)バトン、フラッグ等の小道具を使用したパレードはできません。 

(5)コース上に敷物等はございませんので、履物の使用有無については各団体でご判断ください。 

(6)音響は地方車(移動式の音響)ではなく、エリアごとに固定式の音響を設置しての演舞となります。 

 

2 参加料金 

    

  参加料金は保険料のみとなります。 

パレード参加者（当日従事予定者）傷害保険料 

100円×従事者人数（保険についての詳細は後日ご案内します） 

    

3 参加料金のお支払い 

(1) 出演を承認した団体には「パレード出演承認証」とあわせて、「参加料金請求書」をお送りします。 

(2) 「参加料金請求書」の金額を 8月 31日（木）までにお振込みください。振込後の返金はできません。 

（振込手数料はご負担願います） 

 

    

 

 

4 開催中止の場合の取扱い 

(1) 雨天時は、基本的にパレードは中止となります。天候の状況により、直前まで開催判断を保留

とする場合があります。 

(2) 主催者が、天候・天災・その他不測の事態の発生等の事由により、パレード開催前に中止した

場合、参加料金(保険加入料)の返還はいたしません。 

(3) 中止に伴う出演団体の準備等の損失については、一切補償いたしません。 
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Ⅴ．搬入搬出・着替えについて 

車両による搬入・搬出はできません。着替え場所について、南町小学校体育館、開進第二中学校体育館、

区役所のいずれかになります。 

Ⅵ．注意事項（必ず確認してください） 

 1 遵守事項 
(1) パレード会場、控室、演技準備、本番演技中に発生した観客からの苦情・トラブル等は出演団体の

責任で誠実に対応してください。 

(2) パレードスタート時間等、会場スタッフの指導があった場合は従うようお願い致します。 

(3) グッズの販売、チラシの配布はできません。 

(4) 団体の関係者、家族、友人等が観客席等を陣取り、騒がしい行為で周囲に迷惑をかけないでくださ

い。 

(5) パレードでは、来場者の写真撮影を制限してないため、一般の来場者が演技の様子を撮影する場

合があります。 

(6) 終了後は、控室及び自団体周辺のごみ拾い等を行ってください。自団体のごみは持ち帰ってくださ

い。 

(7) 団体構成員として登録していない者を出演または従事させないでください。 

(8) 代表者が当日来られない場合は、必ず当日参加する当該団体の構成員から当日責任者を指定し

てください。 

(9) 指定場所以外では禁煙です。 

 

2 参加承認の取消し 

(1)この要項に定める事項に違反した団体のパレード出演承認は、取消します。 

(2)承認を取消された団体は、会場から撤収、退場してください。 

(3)承認を取消された団体、およびその構成員は、次回以降の練馬まつりへの参加を認めません。違

反が後日発覚した場合も同様とします。 

(4)承認を取消された団体は保険料の返還はしません。また、いかなる補償も行いません。 

 

 

【お問合せ先】 

記念パレード事務局 

〒105-0011 東京都港区芝公園 1-2-16 第一槙ビル 2階 

TEL/03-5776-2818 FAX/03-5776-2842 

メール： nerimaparade@ohwada-gumi.co.jp 

 


