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代官山春花祭 2017 運営参加者募集要項

代官山春花祭 2017

の開催にご参加ください

代官山春花祭実行委員会では、代官山で暮らし、代官山を愛する人々がひとつになって、みんなで代
官山の魅力を高める まちのお祭り 「代官山春花祭」を構成するさまざまなイベントを企画し運営して
いただける個人、団体、店舗、会社などの、「代官山春花祭の運営参加者」を募集いたします。
また合わせて、代官山春花祭開催期間中にサポーターとして運営管理に参加していただける代官山春
花祭事務局の支援スタッフを募集するとともに、
「 私たちのまちのお祭り 代官山春花祭」の開催資金
となる協賛金、寄付金の募集もさせていただきます。
代官山が、 代官山らしく、個性的で洗練された憧れのまち であり続けることを目指す まちのお祭
り へのご参加、ご協力をお願いいたします。

代官山春花祭

とは

代官山春花祭は、
代官山で暮らす人々、働く人々、代官山を訪れる人々のすべてが楽しみ、参加することが出来るいろい
ろなイベントを開催し、代官山を愛する人々同士のより良いお付き合いを育くむことによって、代官山
の「代官山らしさ」、「都市の洗練された生活」をより一層向上させてゆくことを目指しています。

代官山春花祭 2017 開催概要
名称：
代官山春花祭 2017
テーマ： 代官山イズム＆リズム
開催期間：2017 年 5 月 4 日（木・祝）〜 5 月 6 日（土） 3 日間
主催：
代官山春花祭実行委員会
実行委員長：伴 長谷戸町会会長
運営委員長：石原 代官山ステキな街づくり協議会事務局長
実行委員：天沼 代官山町会会長代行
有光 代官山親隣会会長
石原 親交会会長
伊藤 猿楽町会会長
伊原 代官山エスペランサ通り商店会長
笹原 鶯谷協和会会長
冨澤 鉢山町会会長
並木 恵比寿西二丁目町会会長
矢野 代官山商店会会長
監査役： 朝倉 朝倉不動産社長
協力：
親交睦会青年部（予定）
後援：
渋谷区（予定）、恵比寿地区町会連合会(予定)
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マルシェ＠ひまわり坂 出店者募集 申込締切
：3 月 3 日( 金)
申込締切：
参加申込みは専用メールフォーム(http://www.gw‑daikanyama.org/Marche̲Application.html)で
申込対象者 代官山エリア内（代官山町、猿楽町、鶯谷町、鉢山町、恵比寿西 1 丁目・2 丁目）に在住の個人
(団体)または代官山エリア内に立地している店舗・企業(就業者)
参加内容

ひまわり坂マルシェ会場に設置する区画テント内でオリジナリティのある商品の販売をおこなって
ください。
代官山の魅力の向上、にぎわいづくりにつながる個性豊かな Pop‑up Store の運営を期待
いたします。
個人やグループの創作活動の作品、所蔵品の販売や、お仲間が集まって開催するフリーマー
ケットなどの出店も歓迎いたします。また、キッチンカーによる調理品・飲料等の販売による出店
も歓迎いたします。
※キッチンカーによる調理品・飲料等販売に必要な許可は出店者ご自身で取得してください

参加条件

運営参加費：無し
売上歩合徴収：無し
実施場所：マルシェ会場（代官山アドレス コミュニティールーム前歩道、その他）
（イベントテント(約 2.2m × 2.2m)、ベニヤテーブル 1 台、丸椅子 2 脚の貸与あり ）
※ 25 区画限定・申込多数の場合抽選
※追加でテーブル、椅子を希望される場合は、1 テーブル /1 日:1,000 円、1 丸椅子 /1 日:100 円となります
※イベント運営主体者が独自に運営のための協賛金・寄付金を募集していただくことは出来ます

実施会場候補地（運営参加者からのご希望をもとに事務局にて区画割り当ての調整をおこないます）
代官山アドレス コミュニティールーム前歩道エリア※ 1 区画 2.2m × 2.2m(イベントテント)
※キッチンカーについては、代官山アドレス コミュニティールーム前通行止め区間
での出店となります。
寄付金：

まちのお祭り「代官山春花祭」 開催のためにご寄付をお願いいたします。
（任意）

区画テント配置予定図

イベントテント(2.2m × 2.2m)

ベニヤテーブル(180W × 45D × 70H)
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ワークショップ＠ひまわり坂 開催運営者募集 申込締切
：3 月 3 日( 金)
申込締切：
参加申込みは専用メールフォーム(http://www.gw‑daikanyama.org/Workshop̲Application.html)で
申込対象者 代官山エリア内（代官山町、猿楽町、鶯谷町、鉢山町、恵比寿西 1 丁目・2 丁目）に在住の個人
(団体)または代官山エリア内に立地している店舗・企業(就業者)
参加内容

ひまわり坂マルシェ会場に設置する区画テント内で実施可能なワークショップをおこなってくださ
い。
「ワークショップ」には、屋外のテント内で実施可能な「創作活動」
「娯楽」
「競技」
「ゲーム」
「サービス提供」などあらゆる実施形態を含みます。
合わせて商品販売をしていただくことも可能で
す。
代官山の魅力の向上、にぎわいづくりにつながる個性豊かな ワークショップ の運営を期待いた
します。
※実施会場が屋外であるため、天候条件によっては一時的に強風が吹く場合があります。

参加条件

運営参加費：無し
売上歩合徴収：無し
実施場所：マルシェ会場（代官山アドレス コミュニティールーム前歩道、その他）
（イベントテント(約 2.2m × 2.2m)、ベニヤテーブル 1 台、丸椅子 2 脚の貸与あり ）
※ 25 区画限定・申込多数の場合抽選
※追加でテーブル、椅子を希望される場合は、1 テーブル /1 日:1,000 円、1 丸椅子 /1 日:100 円となります
※イベント運営主体者が独自に運営のための協賛金・寄付金を募集していただくことは出来ます

実施会場候補地（運営参加者からのご希望をもとに事務局にて区画割り当ての調整をおこないます）
代官山アドレス コミュニティールーム前歩道エリア※ 1 区画 2.2m × 2.2m(イベントテント)
寄付金：

まちのお祭り「代官山春花祭」 開催のためにご寄付をお願いいたします。
（任意）

区画テント配置予定図

イベントテント(2.2m × 2.2m)

ベニヤテーブル(180W × 45D × 70H)
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ワークショップ / エキジビション 開催運営者募集 申込締切
：3 月 3 日( 金)
申込締切：
参加申込みは専用メールフォーム(http://www.gw‑daikanyama.org/Exhibition̲Application.html)で
申込対象者 代官山エリア内（代官山町、猿楽町、鶯谷町、鉢山町、恵比寿西 1 丁目・2 丁目）に在住の個人
(団体)または代官山エリア内に立地している店舗・企業(就業者)
参加内容

参加条件

代官山春花祭という舞台で、あなたやあなたのお仲間、お友達、同僚の特技、才能、ノウハウ、
趣味や所属しているサークル・団体の活動などを、ワークショップや展示の形で、表現してみませ
んか？
代官山の魅力の向上、にぎわいづくりにつながり、人と人、まちとお店・会社の絆を育む催しの
企画・運営をお願いいたします。
運営参加費：無し
売上歩合徴収：無し
実施場所：㈱サイバード会議室、代官山スポーツプラザなど、
実施場所はご希望を勘案し事務局で決定させていただきます。
（提供会場の決定結果は参加申込締切後に通知させていただきます。
）
※必要経費程度のイベント参加料を来場者から徴収していただくことは出来ます
※会場により、作品等の販売をしていただくことも出来ます
※イベント運営主体者が独自に実施のための協賛金・寄付金を募集していただくことも出来ます

実施会場候補地（運営参加者からのご希望をもとに各施設と借用可否の協議・調整をおこないます）
㈱サイバード会議室（マンサード代官山 2F） ※ 6 名用〜 24 名用（全 5 室）
代官山スポーツプラザ B1F ギャラリー ※ 93 ㎡ 展示のみ / 物販不可
THE CONOE DAIKANYAMA エントランスギャラリー ※46.5㎡
代官山アドレス コミュニティールーム 集会室 ※58.3㎡
その他（ご希望の施設があれば、施設所有者・管理者との協議をさせていただきます）
※会場によっては、複数の参加者で共用していただく場合があります
実施会場資料 http://www.gw‑daikanyama.org/pdf/Event̲Site̲Plan.pdf
をご覧ください。
寄付金：

まちのお祭り「代官山春花祭」 開催のためにご寄付をお願いいたします。
（任意）

福島の動物写真展
@ サイバード会議室(2015)

福島の動物写真展
@ サイバード会議室(2015)

少しだけ職人気分！
@ サイバード会議室(2015)

ねこメモリいぬメモリ
@ サイバード会議室(2015)

ミャンマー×フィリピン×チャリティーショップ
@ コミュニティールーム(2015)

福島の動物写真展
@ 代官山スポーツプラザ(2015)
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ライブエンターテインメント 開催運営者募集 申込締切
：3 月 3 日( 金)
申込締切：
参加申込みは専用メールフォーム(http://www.gw‑daikanyama.org/Live̲Application.html)で
申込対象者 代官山エリア内（代官山町、猿楽町、鶯谷町、鉢山町、恵比寿西 1 丁目・2 丁目）に在住の個人
(団体)または代官山エリア内に立地している店舗・企業(就業者)
参加内容

代官山春花祭という舞台で、あなたやあなたのお仲間、お友達、同僚の特技、才能、ノウハウ、
趣味や所属しているサークル・団体の活動などを、ライブパフォーマンスの形で、表現してみませ
んか？
代官山の魅力の向上、にぎわいづくりにつながり、人と人、まちとお店・会社の絆を育む催しの
企画・運営をお願いいたします。

参加条件

運営参加費：無し
売上歩合徴収：無し
実施場所：シアターサイバード、ヒルサイドプラザ、La Fuente Daikanyama など、実施場所は
ご希望を勘案し事務局で決定させていただきます。
※必要経費程度のイベント参加料を来場者から徴収していただくことは出来ます
※会場により、飲料等の販売をしていただくことも出来ます
※イベント運営主体者が独自に実施のための協賛金・寄付金を募集していただくことも出来ます

実施会場候補地（運営参加者からのご希望をもとに各施設と借用可否の協議・調整をおこないます）
シアターサイバード（マンサード代官山 1F）※ 230 ㎡(照明・音響設備有り 打楽器使用不可)
ヒルサイドプラザ（ヒルサイドテラス駐車場地下）
※ 170 ㎡(照明・音響設備有り）
La Fuente Daikanyama ANNEX棟前 ※屋外空地 音量制限あり 雨天時の実施判断は出演者の任意
ひまわり代官山坂通行止め区間、その他空地 ※音量制限あり 雨天時の実施判断は出演者の任意
その他（ご希望の施設があれば、施設所有者・管理者との協議をさせていただきます）
※会場によっては、複数の参加者で共用していただく場合があります
実施会場資料 http://www.gw‑daikanyama.org/pdf/Event̲Site̲Plan.pdf
をご覧ください。
寄付金：

まちのお祭り「代官山春花祭」 開催のためにご寄付をお願いいたします。
（任意）

VSOP 渋谷吹奏楽団
@ ヒルサイドプラザ(2016)

HAPPY&HOPPING STREET LIVE
@ ひまわり坂(2016)

ハワイアンフェスティバル
@ シアターサイバード(2015)

フルバンドジャズをあなたに
@ ヒルサイドプラザ(2016)

代官山 大音楽祭
@ ヒルサイドプラザ(2016)

KONNODUO ライブ
@ シアターサイバード(2015)

‑ 6 ‑

代官山春花祭 2017 運営参加者募集要項

ショップイベント 参加店募集 申込締切
：3 月 3 日( 金)
申込締切：
参加申込みは専用メールフォーム(http://www.gw‑daikanyama.org/Shop̲Application.html)で
申込対象者 代官山エリア（代官山町、猿楽町、鶯谷町、鉢山町、恵比寿西 1 丁目・2 丁目）および、この地域に
隣接している地域に出店している店舗
参加内容

代官山春花祭 2017 開催期間中(5 月 4 日(木)〜 6 日(土))に、
「○○○○ ‑ 春花祭スペシャル ‑」と
いうイベントタイトルで、ご来店客に「代官山らしさ＝代官山の空気感、風情、匂いや表情」を感
じていただけるオリジナリティのある企画（ワークショップ、フェア、ライブ、エキジビションな
ど）を実施してください。
実施イベントの内容は、
「やっぱり代官山は違うね。いいね！」という 満足感 を感じていただけ
る楽しい企画であれば、どのような内容のイベントでも結構です。
（有料イベント可 / 適宜、参加費を徴収していただいて結構です）
※但し、単なる値引き販売、条件付ポイントキャンペーンなどは対象外とさせていただきます。
※開催していただくイベントは、5 月 4 日〜 6 日の間に開催していただくことが原則となりますが
この期間の前後を含む開催期間としていただいても結構です。
実施イベントは、代官山春花祭パンフレットに掲載するとともに、代官山春花祭ホームページにも
掲載いたします。 http://www.gw‑daikanyama.org/
イベント実施店舗の位置は、春花祭パンフレットの参加店マップに掲載いたします。
また、Facebookページ、blog を運用されている店舗については、4月20日(木)以降にイベント告知
情報を掲載していただければ、代官山春花祭 Facebook ページでシェアいたします。
※代官山春花祭開催期間中の同時多発的イベント開催により、
相乗効果による来街促進を目的とし
ています。また、スタンプラリー企画にスタンプ台設置場所としてご参加いただくと、ラリー参
加者の来訪が期待できます。※賞品提供が必要となります。
（次ページ参照）

参加条件

運営参加費：無し
売上歩合徴収：無し
告知協力：店内にて代官山春花祭パンフレットの配付をお願いいたします。
実施場所：各参加店舗内

寄付金：
まちのお祭り「代官山春花祭」 開催のためにご寄付をお願いいたします。
（任意）
代官山春花祭Facebookページ https://www.facebook.com/DaikanyamaShunkasai
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スタンプラリー実施概要
参加申込みは専用メールフォーム(http://www.gw‑daikanyama.org/Shop̲Application.html)で
申込対象者 代官山春花祭 2017 ショップイベント参加店舗
参加内容

代官山春花祭 2017 開催期間中(5 月 4 日(木)〜 6 日(土))に、事務局から配付する備品一式を店舗内
の分かり易い場所に設置し、
スタンプ捺印のために来店されるスタンプラリー参加者を適切にご誘
導ください。
スタンプラリー告知は、代官山春花祭パンフレットに掲載
するとともに、代官山春花祭ホームページにも掲載いたし
ます。 http://www.gw‑daikanyama.org/
スタンプラリー参加店舗の位置は、春花祭パンフレットの
参加店マップに掲載いたします。
※スタンプラリー開催により、来街者の広範囲な回遊促進
を目的としています。

※昨年度データ

※昨年度データ

参加条件

運営参加費：無し
告知協力：店内にて代官山春花祭パンフレット（スタンプ台紙）の配布をお願いいたします。
実施場所：各参加店舗内
※来街者・住民の方々に対して、スタンプラリー参加への充分な動機づけとなる賞品1品(1,000〜
2,000円程度)以上をご提供いただきます。
(賞品授受の方法は別途連絡させていただきます)
※賞品写真(960px × 960px 以上)をご提供いただきます。
※配付するポスター(A3判)を店舗入口付近に道路側に向けて掲示していただきます。
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代官山春花祭 2017 新規参加申込者相談会 開催のご案内
「代官山春花祭 2017」への参加にご関心があり、これまで代官山春花祭参加のご経験がない方を対象
とする相談会を下記日程にて開催させていたきます。
事務局より「代官山春花祭 2017」の開催概要を説明させていただくとともに、イベント運営参加に
関するご質問を承りますので、お気軽にご参加ください。（どなたでもご参加いただけます）
代官山春花祭 2017 新規参加申込者相談会
日時：2017 年 2 月 15 日（水） 午後の部：① 14:00 〜 ② 16:00 〜 夜の部：19:00 〜
会場：AFS 代官山 猿楽町 24‑12 代官山アーガス 2F
※会場準備の都合がございますので、ご出席いただける方は下記メールアドレス宛てにご連絡ください
info@gw‑daikanyama.org 代官山春花祭事務局 二俣綜一朗

※本資料は「代官山春花祭ホームページ(http://www.gw‑daikanyama.org)」からダウンロードしてい
ただくことが出来ます。
代官山春花祭 2017 開催運営支援寄付金のお願い
2013 年度から代官山春花祭の運営参加にあたっては、運営参加費の徴収はおこなわな
いことといたしました。
しかし、代官山春花祭の開催準備、運営管理には相当の実費費用が必要となります。
そのため、代官山春花祭の開催にあたり、開催運営資金のご寄付を広く募集させてい
ただくことといたしました。(任意)
代官山春花祭を経済的な側面からもご支援いただける方には、是非代官山春花祭への
ご寄付をお願いいたします。
代官山春花祭 2017 開催運営支援寄付金：1,000 円 /1 口 （何口でも可）
ご寄付いただける方は、代官山春花祭ホームページ(http://www.gw‑daikanyama.org)
の「JOIN US」ページから「寄付金申込書」送信フォームを開き、ご寄付のお申込みを
お願いいたします。
後日、寄付金振込依頼書 / 請求書を送信させていただきます。
なにとぞ、ご支援、ご協力をお願いいたします。
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