2017(第 18 回) 10 月 9 日(月祝)開催

大阪メチャハピー祭「本祭」

参加チーム募集要項

6 月 12 日～7 月 31 日まで

拝啓

(参加申込受付期間)

いつもお世話になりありがとうございます。

「踊りを通した青少年健全育成」を目的とした大阪メチャハピー祭(まつり)は、18 年目
の開催を迎えます。本年度も、メイン会場大阪城ホールで例年同様に開催できる運びとな
りました。ありがとうございます。またサテライト会場では、古川橋、枚方、鶴見、京橋、
OBP の各会場も、例年同様の楽しい会場づくりが始まっています。ぜひ、多くの皆さまの
ご参加を、心からお待ちしています。

敬具
平成 29 年 6 月 12 日
大阪メチャハピー祭実行委員会(NPO 法人 OHP)
実行委員長

【

特

記

事

項

黒川 弘章

】

・今年度より、申込み手続きはすべて、原則インターネットからとさせていただきます。
各種資料等も、ご記入いただくメールアドレスに添付にてお送りします。(7 頁参照)

・「本祭」初参加のチームは、参加費を「半額」とさせていただきます。
・大阪城ホールファイナルステージで踊る「メチャハピー踊り子隊」の参加者を
募集しています。小学校 4 年生以上。【別紙参照】
・8 月 12 日(土)に祭りの原点の映画「学び座」の自主上映会をします。【後日案内】
・inKIX(関空)の開催は 8 月 20 日(日)です。【別紙参照】
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①

2017 大阪メチャハピー祭｢本祭｣
開催日時：10 月 9 日(祝)

開催概要

10：00～20：00(予定)

※大阪城ホール「学校の部」は午後 3 時ごろに審査発表、総踊りをする予定です。
大阪城ホール
(審査会場)
10：00

遊の部

11：00

審査演舞

12：00
13：00
14：00
15：00

ﾂｲﾝ 21

演舞開始

ﾊﾟｰｸ

古川橋

枚方

鶴見緑地

ｱﾍﾞﾆｭｰ

(審査会場)

(審査会場)

(審査会場)

演舞開始

演舞開始

演舞開始

演舞開始
終了

学校の部
審査演舞
学校の部
終了

審査発表と総踊り

16：00

遊の部

16：30

審査演舞

終了

終了

終了
全体スケジュール案【時間は予定】

16：30～20：00 大阪城ホールにてファイナルステージ開催。

「学校の部」以外すべての会場の審査発表、レジェンドチーム演舞、
ファイナル進出チームの演舞と総踊り
メイン会場：大阪城ホール
サテライト会場：OBP ツイン 21 内ギャラリー、OBP ツイン 21 横道路「パークアベニ
ュー」、ラブリータウン古川橋、枚方・岡東中央公園、鶴見緑地
主催：大阪メチャハピー祭実行委員会、NPO 法人 OHP
共催、協力：古川橋南北地域活性化協議会、大阪ビジネスパーク開発協議会、大阪メチャ
ハピー祭 in 枚方実行委員会、大阪メチャハピー祭 in 鶴見緑地実行委員会
後援：近畿経済産業局、大阪府、大阪市、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会ほか
参加チーム申込み期間：2017 年 6 月 12 日(月)～7 月 31 日(月)
※8/20 開催の inKIX(関空)にご参加のチームも、7 月 31 日が申し込み締切です。
※原則、公式ホームページから、WEB でのお申込みのみとなります。(7 頁参照)
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② 「本祭」ご参加にあたりまして

※必ずお読みください

・楽曲・踊りのジャンルは問いません。この参加要項をお読みの上、
「踊りを通した青少年
健全育成」という大阪メチャハピー祭基本理念にご賛同ください。
・撮影スタッフが開催中、撮影いたします。これらの撮影物（写真・動画等）は、大阪メ
チャハピー祭(NPO 法人 OHP)の活動報告として、公式ホームページや Facebook ペ
ージ、各種印刷物等に使用･掲載させて頂くことがございますので、予めその旨、ご承諾
願います。当該使用・掲載に問題がある場合は、事務局までその旨、お申し出願います。

・原則として１チーム 10 名以上で構成してください。極端に人数が少ない場合、参加を
お断りする場合もございます。(大阪城ホール会場での演舞は 25 名以上)
・プログラムを遅延なく進められるよう、各会場とも演舞時間は口上、入退場を含め５分
以内を厳守してください。
・大阪メチャハピー祭の趣旨にご賛同くださる方々の協力で、各地域の皆様が、
「子どもの
健全育成のために感動の場づくりを！」との想いで会場を運営してくださっています。
できるだけ多くの会場で、元気な踊りをご披露くださいますよう、ご協力をお願い致し
ます。
・当日は、多くの参加団体のご理解とご協力によってタイムスケジュールが進行します。
原則として実行委員会作成のタイムスケジュールどおりに動いてください。
（どうしても、
という条件等ございましたら、申込の備考欄に詳細をご記入ください）

・
「参加費」は、期日(8 月末)までにご入金ください。ご入金がない場合はご参加頂けませ
んのでご注意ください。(5 頁参照)
・上記、ご同意いただけますよう、よろしくお願いします。
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③ 審査・部門分けについて
・大阪城ホール、古川橋、枚方、鶴見緑地の 4 会場で審査を行い、選ばれたチームは
ファイナルステージに進出します。
・ 大阪城ホール会場は、25 名以上で構成するチームが審査対象です。
・ 25 名未満のチームは、古川橋、枚方、鶴見緑地の審査会場から、ファイナルステージ
を目指します。
・ 大阪城ホール会場では下記の２つの部門に分けて審査予定です。
【学校の部】 ※学校名が必須です

【遊の部】

25 名以上での参加で、幼小中の学校チー

出演メンバーの年齢・所属に関わらず、

ム、もしくは学校区が主体となっている

全チームを対象とする部門。25 名未満

小中学生が主体(概ね半数以上)のチーム

のチームはすべてこちらの部となりま
す。

※「学校の部」に当てはまるチームは、どちらの部を選んで頂いても結構です。
※学校の部は、午後 3 時ごろに審査発表、総踊りを開催予定です。

「学校の部」以外の審査発表は、すべてファイナルステージで行います。
その他ファイナルステージでは、選ばれたチームがファイナル演舞を行い、最後には
参加者全員での総踊りを開催します。詳しくは 9/16(土)参加チーム説明会にてご案内申
し上げます。

【ファイナル進出枠【予定】】
大阪城ホール 学校の部から 2～3 チーム
inKIX(8 月開催)から 1 チーム

古川橋

遊の部から 2 チーム

2 チーム

枚方

2 チーム

鶴見

1 チーム

その他、年間を通したチームの取り組みに対する OHP 賞を 1 チーム選出予定
(選出方法はチーム説明会にてご案内する予定です)
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④

「参加費」に関して

・ 高校生以下中心チーム（18 歳未満(高校生以下)が 2 分の 1 以上を占めるチーム）
1 チーム
\20,000 ※昨年と変更ありません
・ 一般チーム(上記以外のチーム) ※昨年と変更ありません
おとな(18 歳以上）ひとり
￥2,000
学生(大学生・専門学校生)ひとり \1,000
高校生以下（18 歳未満)ひとり
￥500
・「本祭」に初参加のチームは、上記金額の「半額」となります。

＜参 加 費

/ 御 振 込 先＞

三井住友銀行 京阪京橋支店 普通預金 Ｎｏ．1617769
郵便振替口座 00920-4-55763
口座名義 特定非営利活動法人 オー・エイッチ・ピー
【※お振込み手数料はご負担をお願いします】
※必ずチーム名でご入金ください。個人名で入金される場合は、その旨ご連絡ください。
ご入金は 8 月末日までにお願いします。期日までにご入金がない場合はご参加頂けません。
また、一度ご入金頂いた参加費は、祭りの開催中止以外原則返金いたしません。

⑤

チーム説明会について

参加されるチームを対象とした説明会を、９月 16 日(土)に開催します。代表者の都合
がつかない場合は、代理の方でも結構です。上記、どうしても参加できないチームの方に
は、後日資料をお送りしますが、演舞会場、タイムスケジュール等の変更等に関しては、
対応できかねる場合がございますのでご了承ください。
【午前中の開催です。ご注意ください】
＜2017 大阪メチャハピー祭「本祭」参加チーム説明会＞
日時：９月 16 日（土）１0：００～１2：００（9：３０開場）予定
会場：ドーンセンター5F 「特別会議室」 (天満橋駅徒歩約 5 分)
(大阪府立男女共同参画・青少年センター/大阪市中央区大手前 1-3-49)
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↑9/16 参加チーム説明会会場地図

⑥

提 出 物 と 参 加 費 に つ い て

5点

※期日が変わっているものがあるのでご注意ください。
① チーム写真 8 月末日までに、事務所にお送りいただくか、メールにて添付してくだ
さい。説明会(9/16)へのご持参では印刷に間に合いませんのでご注意ください。
大阪メチャハピー祭公式ガイドブック(祭当日発行)に、チーム紹介文とともに掲載いたし
ます。 (メール添付)→
ohp@mechahappi.com

② 音源 CD 9 月 16 日(土)の説明会にご持参頂くか、それまでに事務局にお送り下さい。
25 名以上で構成するチーム・・・３枚
25 名未満のチーム・・・２枚
(1 会場のみ演舞希望のチームは 1 枚)
音源は、「CD」に統一させて頂きます。ご注意ください。
・ 演舞する曲が１曲だけ入っている CD をご用意ください。(5 分未満)
・ CD に「チーム名」を明記したシール等を貼り、必ずケースに入れてご提出ください。
・ 必ず「標準(SP)モード」で録音して下さい。｢倍速(LP)モード｣で録音されますと、家
庭用音響機器で再生できても、業務用の音響機器では音が出ないことがあります。

③ 演舞ヒアリング 申込み締切(7 月末)後にご連絡します。WEB 上での手続きです。
(締切は 8 月末日)
音楽のきっかけや演舞内容、持ち込み物を事前にお聞きしするための確認です。円滑な
進行および安全に踊っていただくため、できるだけ詳しくご記入ください。
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④ 参加者名簿

(申込み締切後にメール添付にて用紙をお送りします。締切は 9 月末日)

大阪メチャハピー祭「本祭」の演舞会場における万一のけが・事故に備えて、治療費を
補助させていただけるようイベント保険に加入しています。事前に名簿のご提出がない
場合、保険の対象となりませんので、必ずご提出ください。
※様式に指定は無く、氏名、年齢、性別が分かるリストであれば大丈夫です。
※保険は治療費の一部を補助するもので、全てを補償できるものではありません。

⑤ 参加費

(5 頁をご参照ください。締切は 8 月末日)

申込み・お問い合わせは下記、大阪メチャハピー祭事務局まで
〒534-0025 大阪市都島区片町 2-7-22
TEL：06-4800-8787 FAX：06-6353-5959
Mail：ohp@mechahappi.com
URL：http://mechahappi.com (「めちゃはぴ」で検索)

今年度より、参加申し込みは原則、WEB 上でのお申込みとさせて頂きます。
・右の QR コードを読み取って頂く
・大阪メチャハピー祭公式ホームページからお申込み頂く
【祭りのホームページは「めちゃはぴ」で検索】
↑ いずれかの方法でお申し込みください。

inKIX、本祭ともに
参加申込み締切

7 月 31 日(月)

公式ホームページからお申込ください。
http://mechahappi.com/

申込 QR コード

お問合せ事務局 〒534-0025 大阪市都島区片町 2-7-22
TEL：06-4800-8787 FAX：06-6353-5959
Mail：ohp@mechahappi.com

-7-

