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奴国のおとまちプロジェクト

企画募集企画募集

〒816-0831　福岡県春日市大谷 6 丁目 24 番地　｢奴国のおとまちプロジェクト」係
TEL 092-584-3366 ／ FAX 092-501-1669
https://www.kasuga-fureai.jp/　

【主催・申し込み・問い合わせ先】

春日市ふれあい文化センター 検 索

奴国のおとまちプロジェクト

市民の皆様から音楽イベントの企画アイデアを募集して、
ふれぶんが一緒に実現する「奴国のおとまちプロジェクト」。
今年度は、有観客イベントもしくは無観客配信公演の

どちらかを選択可能です。
あなたのアイデアをカタチにして、

市制 50周年の「音楽のまち・かすが」を
一緒に盛り上げましょう！

令和元年度採択事業
「えとおとスケッチ10thコンサート
～絵本と音の読み聞かせ～」 

平成 30年度採択事業
「わがまち選べる音楽会」

令和3年度採択事業
「ありがとう～愛が溢れるアートコンサート～」

応募方法など詳細は
チラシ裏面をご覧ください
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募集要項
1. 応募資格
春日市に在住・在勤・在学する、もしくは春日市を拠点に活動する個人または団体。
※政治、宗教、営利活動、反社会的活動が主たる目的の個人または団体の応募はできません。
※代表者が未成年の場合は、必ず成人の方と連名でご応募ください。

2. 企画内容
下記のいずれかをお選びください。
企画 A ▶ 市民参加型の音楽イベント企画
　●原則として、入場料・参加費等は無料とします。
　●公演、ワークショップなど形式は問いません。
　　( ただし、鑑賞のみでなく、参加型の企画を盛り込んでください。)
　　 例）コンサートでの客席参加型プログラム、音楽をテーマにしたワークショップ等
 　●新型コロナウイルスの感染状況によって予定の内容が実施できなくなった場合の
　　代替案も、応募時に検討・提案してください。
　　　
企画 B ▶ 音楽をメインとした無観客配信公演企画
　●公演時間は 1 時間程度で企画してください。
　●撮影した動画は、ふれぶん公式 Youtube チャンネルにて無料配信します。
　　※ライブ配信ではありません。

ー備考・注意事項ー
　※いずれも音楽ジャンルは問いません。音楽とその他ジャンルとの組み合わせも可能です。( ただし、
　　公序良俗に反しない内容であること。)
　※出演者はプロ・アマ問いません。
　※広く一般を対象としてください。グループ・団体の関係者等に限定した企画は対象外となります。

4. 企画実施日程・会場
2022 年 10 月～ 2023 年 3 月の間で、応募者が希望する日程・会場と、施設の空き
状況を調整して決定します。
※必ず応募前に希望会場の空き状況についてお問い合わせください。
※実施日は原則として１日とします。仕込み・リハーサル・撤収等のため前後の日程を使用、
　またはワークショップなどで複数日程の実施を希望する場合は、予めご相談ください。
※ワークショップや控え室などで複数会場の利用を希望する場合はご相談ください。

3. 採択企画数
A・B いずれかから 1 件

5. ふれあい文化センターの支援内容
企画 A
　●企画実施にかかる経費のうち、収入と支出の差額から最大で 30 万円　（税込）
　　までを、運営補助金として当館からお支払いいたします。
　　 ※企画終了後、事業報告書及び収支報告書をご提出いただいてから支払額決定・精算となります。
　 　　  ※支払先が個人または任意団体の場合は、支払額より源泉所得税を控除します。

企画 B
　●プロの撮影業者による撮影・編集に係る経費を当館が負担します。それ以外の公
　　演実施に係る一切の経費・業務は企画者にご負担いただきます。
　　《必要経費の例》
　　 出演料、出演者の交通宿泊費、事前練習に係る経費、当館付帯設備以外の追加機材費（※）、
　　 追加舞台スタッフ人件費（※）、音響・照明のプランニング・オペレーター人件費、運搬費、
　　 衣装代、大道具・小道具代、楽譜代、食費・ケータリング費、制作費　など
　　 ※追加機材費・追加舞台スタッフ人件費の要否は事前にお問い合わせください。
　●撮影終了後 1 ヶ月程度で動画を当館 Youtube チャンネルにて公開します。
　　※完成動画はデータでお渡しします。   ※ライブ配信ではありません。

企画 A・B 共通
　●利用施設および付帯設備を提供します。（舞台スタッフ基本技術料含む）
　●当館情報誌「エイ・メッセ」、ホームページ、SNS 等で広報します。
　 　 ※チラシ・ポスター等の印刷物は企画者が制作してください。当館内への設置、主催事業への
　　　 折り込み等については、当館がご協力いたします。
　 　※企画Ｂの場合は、動画公開時に広報します。

　●企画内容へのアドバイス、当日の運営・進行等、制作の補助を行います。
　 　※制作・当日運営等は、企画者が主体となって行ってください。

6. 応募方法
別紙応募様式（1. 企画書 2. 収支予算書 3. 個人情報の取り扱いについて）に
必要事項をご記入の上、参考資料（出演者プロフィールや企画内容が分かるもの、団体
の実績など。音源・動画資料も可）を添えて、春日市ふれあい文化センター新館 1 階受
付窓口に持参・郵送・メールのいずれかでご応募ください。
※収支予算書について、企画 A の場合は応募様式 2（企画 A）、企画 B の場合は応募様式様式 2
　（企画 B）を提出してください。
※応募書類の様式は 5 月 1 日（日）より、春日市ふれあい文化センター新館 1 階受付窓口で配布、
　または当館ホームページからもダウンロード可能です。
※応募書類および参考資料は原則、返却いたしません。
※動画資料はパソコンで視聴できる形で DVD 媒体に記録したものを提出するか、企画書に YouTube
　等の配信 URL をご記載ください。

7. 募集期間
2022 年 5 月 17 日（火）～ 6 月 30 日（木）必着
※受付時間／ 9:00 ～ 22:00　休館日／毎週月曜（祝日除く）

8. 審査・結果通知
●応募書類受付後、担当者から企画内容についてのお問い合わせや、応募書類の
　訂正・再提出等をお願いする場合がございます。
●応募書類および参考資料をもとに一次審査（書類審査）を行い、一次審査通過者
　を対象に二次審査（プレゼンテーション審査）を行います。
　　【 二 次 審 査 日 程 】7 月 17 日（日）予定
　　【二次審査結果通知】7 月下旬頃予定
●審査結果は企画責任者宛に郵送にてご連絡します。審査内容や採否について、
　電話でのお問い合わせには応じられませんので、予めご了承ください。

10. その他
企画 A
　●実施当日の物品販売については協議事項となりますので、応募前に必ずご相
　　談ください。
　　 ※原則として、採択後のお申し出は不可。
　●音楽著作権使用料の申請は企画者自身で行っていただきます。必ず公演実施
　　日までに JASRAC への事前申請を行ってください。

企画 B
　●演奏プログラムは原則、JASRAC と YouTube の利用許諾契約範囲内で、使用申
　　請や使用料の支払いの発生しない楽曲をお選びいただきます。
　●完成動画を営利目的（有料配信や DVD 販売など）で再利用することは禁止します。
　　※その他の目的で利用する場合はご相談ください。

企画 A・B 共通
　●実施後（企画 B の場合は動画公開後）、1 ヶ月以内に事業報告書および収支報
　　告書を提出してください。
　　※企画 A の場合、収支報告書と併せて経費分の領収書のコピーをご提出いただきますので、
　　 　必ずお手元に保管をお願いいたします。

　●採択された企画は、春日市ふれあい文化センターと企画者の共同主催名義で実
　　施します。
　●応募前に施設の見学や設備の確認、企画内容や応募書類作成についての相談等
　　のため面談を希望される場合は、事前に電話で日程調整を行ってください。
　●企画採択後に企画内容に変更が生じた場合には直ちに当館担当者に変更内容を
　　ご連絡ください。
　●団体の組織・企画内容・会場・収支予算等に大幅な変更が生じた場合や、応募
　　書類の内容に虚偽の記載などが認められた際、前述の新型コロナウイルス感染
　　症対策にご協力いただけない場合には、企画採択後であっても、実施を中止す
　　る場合がございます。

9. 新型コロナウイルス感染症対策について
●会場内、楽屋の定員を守り、密にならない工夫を行ってください。
●来館時に出演者・スタッフ・来場者全員の検温を行い、37.5℃以上の発熱のある
　方や咳・風邪症状などのある方、体調不良の方などはご参加をご遠慮いただきます。
●公演時の出演者を除いて、常にマスクを着用してください。
●こまめな手指消毒、手洗い等にご協力ください。
●大声での会話はお控えください。
●新型コロナウイルスの感染発生時に保健所などの公的機関へ情報提供するため、
　参加者名簿（出演者・　スタッフ・来場者）の作成にご協力ください。
●楽屋等で飲食する際には、感染予防対策（マスク飲食や黙食、手指消毒、距離の
　確保、対面で飲食をしない等）を十分に行ってください。また、感染拡大状況
　および施設の利用制限に従い、飲食を禁止する場合もあります。
●企画 B の場合、撮影時には公演関係者以外は入場不可とします。
　※出演者のご家族等の見学も原則、不可とします。介助等で同伴が必要な場合はご相談ください。
●感染拡大状況によって、施設の利用制限内容が変更となる場合がございます。
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https://www.kasuga-fureai.jp/　

【主催・申し込み・問い合わせ先】

春日市ふれあい文化センター 検 索

企画内容や応募書類の記入方法等についての
ご相談等、お気軽にお問い合わせください！
企画内容や応募書類の記入方法等についての
ご相談等、お気軽にお問い合わせください！


