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チーム代表者各位
The 祭実行委員会・IZANAI 北海道
代表 佐野真由美

第 16 回「愛と感謝の祭 The 祭」参加のご案内

拝啓

陽春の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて皆様からの愛と応援のおかげで、The 祭は、昨年 15 年の節目を迎え、新たに 16 年目の挑
戦に踏み出すことができます。共に歩み続けてきていただいた多くの皆様、また新たに出会って
くださった皆様への感謝の想いでいっぱいです。

今年、第 16 回 The 祭の開催テーマは、
「ASOBU（あそぶ） ODORU（おどる） IKIRU（いきる）」とさせていただきました。

『ASOBU』は、様々な参加型のアクティビティのこと。乗馬やカヌー。凧揚げ。BMX 体験など。身体を
使って、この大地で思い切り遊びましょう。
『ODORU』は、様々なステージパフォーマンスのこと。愛と感謝を込めて、披露される踊りやパフォーマ
ンス。見る人も、披露する人も、みんな心踊らせましょう。
『IKIRU』は、今この瞬間を喜び生きるというコンセプト。美味しい飲食ブースを準備して、たくさんのご
参加をお待ちしております。

祭の中で開催される様々なプログラムを、３つのキーワードにたっぷり詰め込んで、ご参加ご
来場される皆様へとプレゼンテーションさせていただきます。

2001 年どんなルールにも縛られない、自由で、魂が震えるような踊りやパフォーマンスを披露
する祭り。踊り手・創り手・お客様との愛と感謝に満ちた祭り。
「ザ・祭り！」をつくりたいとい
う信念で、立ち上がったこの祭り。
今年も皆様の心が、命が、魂が、まばゆく光り輝き、世界中に発信されゆく様を、日本中で世
界中で響かせてゆきましょう。まずは、この The 祭から！

大変ご多用かと思いますが、今年も皆様とこの場所でお会いできることを、
IZANAI 北海道・The 祭実行委員会 一同、心よりお待ちしております。

敬具

2016 年度 開催概要
開催日時：

【第１日】７月２日（土）12：00 〜 21：00
【第２日】７月３日（日）10：00 〜 16：00
砂川オアシスパーク遊水地（北海道砂川市西豊沼 2-1）

開催会場：

永続テーマ：愛と感謝の祭

2016 年度テーマ：ASOBU（あそぶ） ODORU（おどる） IKIRU（いきる）

舞台テーマ：Be the light 光であれ
主

催：The祭実行委員会／IZANAI北海道・すながわ夷

共

催：SUGA JAZZ DANCE STUDIO

後援予定：北海道／砂川市／砂川観光協会／砂川商工会議所／滝川市／滝川市教育委員会／新十津川町／新十津川町教育委員会／
上砂川町／上砂川町教育委員会／The祭受け入れ協議会／北海道新聞
運営協力予定：（一社）砂川青年会議所／浪漫村Nijinos／石狩川下覧櫂／砂川ヨット・カヌー協会／北海道マリスクラブ／
江部乙馬クラブ／まちなか集客施設SuBACo-スバコ
お問合せ：The祭実行委員会、IZANAI北海道・すながわ夷
〒073-0012 北海道滝川市黄金町東1丁目1-10 スガジャズダンススタジオ内
TEL

0125-22-8080（スガジャズダンスタジオ）
080-3230-2664（The祭実行委員会 副代表 仲里） 090-8898-6612（代表 佐野）

FAX

0125-22-8080

WEB

・・・

http://thematsuri.jimdo.com

E-mail

izanaihokkaido@gmail.com

The 祭 参加申込方法について

・・・

＜参加申し込みの手順＞
（１）参加申込書、宿泊者申込名簿（宿泊申込みを希望される場合）を、
FAX または郵送にて、5

月 15 日（日） までに、ご返信ください。

（２）踊りやパフォーマンス時に使用する曲の MD を 2 枚準備し、下記住所まで６月５日（日）まで郵送ください。

＜申

込

先＞

FAX

0125-22-8080

住 所

〒073-0012 滝川市黄金町東 1 丁目 1̶10 スガジャズダンススタジオ内

T E L

080-3230-2664（仲里）または、090-8898-6612（佐野）まで

＜その他・備考＞
＊夏の北海道の夜は、冷え込みますので、上着等をお持ちください。
＊参加費について
The 祭参加にあたって、踊り子・出演者の皆様ひとりひとりから、参加費を頂いております。
頂いた参加費は、祭の運営費とさせていただいております。ご理解ご協力のほど、何卒宜しくお願い致します。
参加費金額については、参加申込書に記載してあります。
＊夜の舞台について
上演時間：７月２日（土）19：00 〜 21：00
夜の舞台を、ご観覧いただくためには、観覧チケットの購入が必要となります。金額は参加申込書に記載。
＊交流会について
THE 祭では、参加された皆様同士での交流を深めるため、各日程のプログラムが終わってから、
交流会を企画しています。ぜひ皆さん、交流会のほうもご参加ください。金額は参加申込書に記載。

第16回「愛と感謝の祭 The祭」�参加申込書
大人
学生

（フリガナ）

参加人数

チーム名
（フリガナ）

電話番号

代表者氏名

ＦＡＸ
携帯電話

〒

住所
参加日
The祭
参加費

Eメール （PC）

７月２日（土） ・ ７月３日（日）

大人：

夜の舞台の
観覧チケット

※参加希望日に、○をつけてください

名（18才以上2,000円/１名） / 学生：

名（小・中・高校生1,000円/1名）

※小学生未満のお子様については、参加費はかかりません。
＊＊祭の運営資金に繋がります＊＊
＊＊ご協力よろしくお願いします＊＊

枚（１枚 1,000円）

食券
合同演舞に、
関して

名
名

※内容が決まり次第、WEB等で募集情報を告知いたします。
購入枚数

中学生以上 1,500円 小学生 500円
（※当日券、各500増）
（※小学生未満の児童 無料）

枚

交流会
（7/2 土）

参加人数： 中学生以上

名 ／ 小学生

名

2日（土）祭終了後、祭り会場で
中学生以上 2500円 小学生1500円
（※飲み物別料金）

交流会
（7/3 日）

参加人数： 中学生以上

名 ／ 小学生

名

3日（日）祭終了後、スガスタジオで、
中学生以上3.500円 小学生2.000円
（飲み物の料金も含まれています）

※交流会会費、小学生未満のお子様は、参加費無料。 祭への参加費、各日の交流会会費、それぞれ金額がことなりますので、ご確認ください。

交通

《決まり次第お教えください。

何日何時頃 到着か/会場までの主な移動手段を記入してください》

（往路）

交通

《決まり次第お教えください。 何日/千歳発時間もしくは、開催時間内に帰られる場合の会場出発時間》

（復路）

宿泊案内
ブース出店

希望する （

名

泊）

or

希望しない

＊どちらかに○をつけてください

希望する or 希望しない

＊どちらかに○をつけてください

（フリガナ）

演舞曲名

時間

分

秒

＜曲出しのタイミング＞

＜ＰＲコメント＞

返信先：ＩＺＡＮＡＩ北海道デスク ＦＡＸ ０１２５－２２－８０８０

＊申し込み締切： ５月１５日（日）

＊申込をいただいたチームには後日担当者より詳細をご案内させていただきます。
＊空路で来られる方で予約便が決定しましたら、この用紙にてお手数ですが、お知らせくださいます様、お願い致します。
＊参加を迷わず２か月前の安い航空券をゲットしてください！！
＊往復路の時間を必ずお知らせください。演舞時間を考慮させていただきスケジュールを組みます。

第１６回 The祭 宿泊申込 名簿
＊宿泊をご希望の方は下記へ記入頂き、参加申込書と一緒に返信してください。
（※20名以上の宿泊を希望される場合は、この用紙をコピーしてお使いください。）

チーム名：
氏名 （ふりがな）

年齢 性別

備考

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
＊宿泊のお問い合わせ先は、 IZANAI北海道 担当：佐野 までご連絡ください。
IZANAI北海道 佐野（TEL 090-8898-6612）
*宿泊先は、温泉またはログハウスとなっております。人数によって料金に差が生じる
場合がございますので、予め、ご了承ください。
＊宿泊施設の予約、温泉またはログハウスの決定はこちらでさせていただきます。
＊宿泊費用の支払いは各自チェックアウトの際によろしくお願いいたします。
＊ホテル予約後のキャンセルは３日前からキャンセル料が発生する場合がございますの
で変更があれば早めにご相談ください。

