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2019 年度文化祭実行委員会 第 4 回資料 

第 47 回文化祭 内容と進み具合 10 月 
内容     日時 場所 内容 今の進み具合 備考 
作品展示 グループ、

一般、地域団体 
11/2 11/3 
10:00~16:00 

大会議室、小会議室、

和室、 
絵画、クラフト、書、

花、活動紹介など 
説明会実施済み 
展示場所仮決定 

打合せ会 10/3 予定 

作品展示小中幼保 11/2 11/3 
10:00~16:00 

廊下壁面、和室 園児作品(幼保)、夏休

み作品(小)、応援旗

(中) 

先方依頼済み 
搬入搬出調整済み 

 

展示公民館講座 11/2 11/3 
10:00~16:00 

大会議室、廊下壁面 講座写真、 写真担当者決定済み 
担当者と講師打合せ

中(大会議室) 

 

演芸発表 グループ、

一般、地域団体 
11/3 10:40~15:00 保育園ホール 音楽、舞踊など 説明会実施済み 

出演順仮決定 
打合せ会 10/3 予定 

千二小金管バンド・ダ

ンスチーム 
11/3 10:00~10:35 保育園園庭（雨天時ホ

ール、ダンス中止） 
 先方依頼済み  

模擬店・喫茶 11/2 10:00~16:00 
11/3 10:00~16:00 
LO30 分前 

小会議室 コーヒー紅茶(お菓子

付き)、ジュース、ぜ

んざい 

数量決定済み 
お菓子・ぜんざい依頼

済み 
 

ぜんざい 50＋100 
コーヒー 150 円 
ぜんざい仕入 140 円 

模擬店・お茶席 11/3 11:00~15:00 いこいの間 抹茶、生菓子 茶道クラブ依頼済み 
福寿会お願いします。 

 

グループ、福祉作業所

等の即売会 
11/2 11/3 玄関前 ぷくぷくクッキー 

有機野菜  
グループ作品 

ぷくぷく依頼済み 
他、調整中 
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2019 年 10 月 28 日 

 

第 47 回千二地区公民館文化祭舞台発表実施要領（最終版） 

 
 

 

１ 日  時  ２０１9 年１１月 3 日（日） 

        午前１０時 ～ １５時 1５分 

２ 場  所  吹田市立千里山保育園 園庭およびホール 

３ 実施概要   

  午前 ９：３０ 受付開始 

      

【進行】 

 午前の部  

10：00 開会のあいさつ（館長） 

     10：0５ 千二小金管バンド演奏 

     10：２０ 千二小ダンスチーム演技 

     10：４０ 舞台発表開始 

   （8 団体各１５分以内） 

     1２：30 休憩 

 午後の部 

  １３：15 舞台発表開始 

   (８団体各１５分以内) 

     1５：10 閉会のあいさつ（実行委員長） 

 

 

 

 

＜その他 イベントなど＞ 

展示及び模擬店（千二地区公民館） 
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文化祭舞台発表の分担等について 

 

   人  数  来場者総数  約５００人（出演者含む総来場者数） 

スタッフ 10 人  

 

   ■スタッフ集合…９時     集合場所  …公民館ロビー 

 

   ■前日準備及びスタッフ打ち合わせは公民館・保育園 

１１月 2 日（土）１５時～  

 

スタッフ役割      

 

総括・進行 
廣田、倉田 全体を把握し各スタッフに指示。特にタイムテーブ

ルを管理して司会者に指示。「めくり」もよろしく。 

司会 
中村 演者、演目の紹介。記念品の贈呈。インタビュー、状況の説

明などで時間を稼ぐ。 

進行スタッフ 青少年対策委員会メンバー 

案内・連絡調整 杉田、氏平 来場者の案内。控室の調整、公民館との連絡など。 

写真 杉田、氏平、岸田 全演目の写真撮影をお願いします。 

場外誘導・駐車場・駐輪場 脇田、原、青木、川崎 適宜状況に応じて応援を依頼。 

（市長等接待） （島田、雑部） ２Ｆと共通 
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■ 次第 ■ 

9 時 00 分 スタッフ集合 打合せ 保育園へ移動。    

      来場者対応 神德 記名してもらい園庭へ案内。 

 

９時３０分 千二小金管バンド設営。控室なし。 

     園庭に椅子。木下先生の指示で設営。 

１０時までに演奏準備完了。 

１０時００分～１０時０５分連絡調整 

開会のあいさつ（司会 中村→柏谷） 

１０時０５分 金管バンド演奏開始 

終了後直ちに椅子をホール前へ移動。 

  千二小ダンスチーム スタンバイ控室なし。 

  10 時 20 分 演技開始 

        演技開始まで司会者、状況説明、運動会の話題などで時間をつなぐ。  

  10 時 35 分 演技終了 司会者 状況説明。ホールへ移動を促す。 

  10 時 40 分 以降プログラム順に演技。スタート時間厳守。 

  12 時 30 分 午前の部終了。司会者、午後の案内。休憩。 

  13 時 00 分 スタッフスタンバイ。 

  13 時 15 分 午後の部開始。司会者が開始。 

  15 時 10 分 午後の部終了。司会者終了宣言。 

         終了のあいさつ 岸田実行委員長 

 

受付：（朝：杉田、ママさんブル 午後：神德          ） 

・受付テーブルに芳名帳と配布物をセット。来場者には司会者が記名を呼び掛ける。 

 

記録写真：杉田、氏平、岸田 各演技 2～3 枚 子どもの演技は多めに。 

  

 

公民館事務室：（ 大竹、藤部 ） TEL 6389－7100  

・外線対応 

・1Ｆと２Ｆの連絡 

 

終演後の椅子など片づけ：手の空いているスタッフ全員で対応。舞台上の物品の復旧。 

 

雨天時の対応：別紙マニュアル 

 

前日準備：15 時 00 分から 17 時 00 分の予定。 



2019/10./28 

千二地区公民館文化祭実行委員会 

第 47 回文化祭舞台発表 雨天対応マニュアル（最終版） 

 

 

１．園庭での演目への対応 

（１）雨天中止の判断 

第一段階 前日１１月 2 日、午後３時の時点で翌日の１１月 3 日が雨天と判断できる場

合は委員長が中止を決定する。 

第二段階 当日１１月 3 日、午前７時の時点で雨天と判断できる場合は中止を決定する。 

第三段階 当日１１月 3 日、午前７時の時点で雨天が予想されるが、演技が開始される

午前１０時頃が確実に雨天と判断できない場合は、実施を前提として準備をお願いする。 

 

（２）千二小学校への連絡 

いずれの場合も決定後、館長が千二小学校校長に速やかに連絡する。 

 

（３）出演予定児童への連絡 

館長は千二小校長に連絡のさい、出演予定児童に連絡してもらうようお願いする。 

  

２．園庭での演目が中止になった場合の他の演目への対応など 

 いずれの時点で中止を決定しても他の演目の出演時間は変更しない。 

開会時間は 10 時３５分に変更する。その後予定通り 10 時 40 分からプログラムを進行

させる。 

 公民館、保育園に変更案内を掲出し周知を図る。 

 

 



 


