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日  程   ９月 １６日 ～  ９月 １９日 
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あさひかわ北彩都ガーデン「ガーデン文化祭」を開催し

ます 

概  要 

（趣旨・日時・ 

場所・内容等を 

記入すること。） 

 

 

 

 

 

あさひかわ北彩都ガーデンでは，秋の庭をアートで彩る「ガーデン文化

祭」を開催します。ガーデンセンター横の芝生広場が文化活動発表の舞台

です。楽器演奏やダンスはもちろん，演劇や大道芸，ライブペインティン

グなど，日頃の成果を見てもらいたい，という皆様の参加をお待ちしてい

ます。 

また，絵画や写真，手作り雑貨などを販売する「アートフリーマーケッ

ト」も同時開催。「見てほしい，できれば売りたい！」という作品をお持ち

の方，出店してみませんか・ 

 

日時：平成 29年 9月 16～18日 午前 11時から午後 5時まで 

 

場所：あさひかわ北彩都ガーデン（旭川市宮前 2条 1丁目） 

 

イベントＨＰ：http://www.kitasaitogardenfesta.jp/ 

  

※申し込み先は，イベント事務局（株式会社ノヴェロ旭川支社）と 

なります。 

添付資料 
有 ・ 無 

（有・無のいずれかを囲むこと。） 

※ 開催要項 

報道（取材）に当

たってのお願い 

 

 

 

備  考 
 

 

 



第１回 ガーデン文化祭 開催要項 
 
1：趣旨 
文化活動の成果を発表する場として「あさひかわ北彩都ガーデン」を開放し、

多くの人が市民芸術・文化に触れられる機会を提供するとともに、参加団体同

士が横のつながりを持ち、新たなネットワークを築くきっかけとなることで、

旭川の芸術文化を育む土台を作ることを目指します 
 
２：主催 
旭川市地域振興部地域振興課 
 
3：事務局 
株式会社ノヴェロ旭川支社 
〒070-0031 旭川市 1 条通 11 丁目左１号 
TEL.0166-24-5285 
E-mail.2017kitagarden@novello.jp 
 
4：日時 
2017 年９月 16 日（土）〜18 日（月・祝） 
11:00〜17:00 
小雨決行 
 
5：参加対象 
旭川にお住いの個人もしくは活動メンバーに旭川市民を含む団体 
 
6：内容 
（１）ステージ部門 
①器楽演奏・合唱・オペラなど音楽ステージ 
②演劇・ミュージカル 
③フラダンス・バレエ・日舞などダンスステージ 
④大道芸・マジック 
⑤ライブアート・ライブペインティング・書道パフォーマンスなどの即興芸術 
⑥その他、ファッションショーやデモンストレーションなど 
 
（２）作品展示部門 
①絵画・写真などの作品展示 
②盆栽・生花・アレンジメントなど展示 
③造形アート・インスタレーションなど作品制作展示 
 
（３）マーケット部門（アートフリーマーケット） 
①手作り作品・絵画など創作物の販売 
②お茶席 
③フリーマーケット 



 
６：申し込み方法 
（１）ステージ部門 
①参加申込書を 9 月 12 日までに事務局（株式会社ノヴェロ）へ郵送もしくはメ

ールで提出（持参の場合は午前 10 時〜午後５時まで受付） 
②出演時間はステージ準備を含めて 40 分以内とする。ただし演劇については２

コマ続きでの上演も可能 
③参加料は無料。上演前もしくは後に、メンバー募集や公演案内などの PR をす

ることも可能。投げ銭呼びかけは自由 
④時間・出演順など各参加団体と協議し調整する 
⑤リハーサルは本番前の簡単な音合わせ程度とし、ゲネプロは行わない 
⑥音響機材（スピーカー・アンプ・マイク・CD プレイヤー）の用意はするが、

個別のオペレーション作業や、ヘッドセットや集音マイクなど特殊な機材を必

要とする場合は出演者で用意、セッティングすること 
⑦ステージは屋外芝生広場に設置。サイズは 4500×3000 を予定。立ち上がり

なく客席とフラットにつながるので、ステージ枠をはみ出しての公演・演出も

可能。雨天時は雨よけとして 3600×5400 のテントを設置する 
 
（２）作品展示部門 
①参加申込書を 9 月 12 日までに株式会社ノヴェロへ提出 
②屋外展示が基本。雨天時の展示に耐えられるもの 
③出展料は無料。作品販売を伴う場合は「マーケット部門」で参加すること 
④出展者の責任のうえで展示品を管理すること。盗難、破損などの事故があっ

た場合も主催者および事務局では一切の責任を負わない 
⑤展示スペースの都合上、応募多数の場合は先着優先とする 
 
（３）マーケット部門（アートフリーマーケット） 
①参加申込書を 9 月 12 日までに事務局（株式会社ノヴェロ）へ郵送もしくはメ

ールで提出（持参の場合は午前 10 時〜午後５時まで受付） 
②食品を取り扱う場合は必ず旭川市保健所に臨時営業の申請を行い、営業時は

許可証を掲示すること 
③出店料は１日１コマ 2000 円（学生 1000 円）とし、３日間通して参加の場合

は１コマ 5000 円（学生 2500 円）に割引をする 
④出店に必要なテントや什器などは出店者が用意すること 
⑤商品は１日終了ごとに片付け、閉場後はスペース内にものを残さないこと 
⑥すべての出店品には値札を取り付け、購入者にはショップカードなど販売者

の連絡先が明記されたものを渡すこと 
⑦出店に当たっては、責任者の連絡先と身分証明書のコピー、また食品を扱う

場合は臨時営業許可書のコピーを事務局に提出すること 
⑦売買で生じたトラブルは主催者および事務局では一切責任を負わない 
 
 
 



７：注意事項 
①ブース責任者に関して 
・開催中は 申し込み者本人が参加すること 
（代理申し込み不可。身分証明書の写しを提出いただきます）  
②会場に関して 
・電源（発電機含む）及び火気・上下水道の使用不可 
・ゴミは各自で責任を持って持ち帰ること  
・ 搬入出の際、ブース側までの車の乗り入れは不可。指定の荷降ろし場で作業  

を行うこと 
・ 搬入に使用する車両は必要最小限の台数とし、作業後は速やかに車両を移動

すること。ガーデンセンター駐車場には駐車不可。必要に応じて各自で駐車

スペースを確保すること 
③その他 
・応募多数の場合は申し込みを順優先とする 
・ガーデン内は禁煙 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



アートフリーマーケット 参加規約 
 
 
１：申し込み方法 
事前申し込み制（先着順） 
 
２：募集数 
約 80 ブース 
※出店ブースの場所は事務局で決定後、ご連絡いたします。ご了承ください 
 
３：出店料 
１ブース（2m×2m） 一般 2,000 円/学生 1,000 円（消費税込） 
３日間連続出店の場合 一般 5,000 円/学生 2,500 円（消費税込） 
※出店者の都合によるキャ ンセルの場合は、いかなる場合でも返金に応じかね

ます  
※備品の貸出はございません。テント等展示に必要なものは全て各自でご用意

ください 
 
４：開催日時 
９月 16 日（土）〜18 日（月・祝） 
１１：００～１７：００ 
※搬入は出店当日の 8 時から 10 時 30 分までの間に行ってください 
※北彩都ガーデン内は車両の乗り入れができません 
※両日とも上記時刻までは出店をお願いいたします  
 
５：出店規制 
①飲食物を販売する場合は必ず旭川市保健所に連絡し、必要に応じて臨時営業

の許可を得てください 
②盗品やコピー品、偽ブランドなど提供するに相応しくないと判断されたもの

は販売を禁止します 
③薬品や危険物など法律で規制されているものは販売禁止です 
④5,000 円以上の商品を販売する場合、事務局、購買者の両者に、イベント終

了後にも連絡が取れる出店者の連絡方法を提示してください 
⑤金銭・商品の管理は各自で行ってください。紛失、盗難については主催者及

び事務局では責任をもちません 
 
６：応募条件 
出店者は、 以下の条件を全て満たしていることとします 
（１）出店物は安全かつ健全な商品であること 
（２）注意事項を守り、周囲と楽しく参加できること 
（３）責任者が 20 歳以上の個人・グループ団体であること  
（４）販売商品に対して責任を持ち、後のクレームも真摯に対応できること 
（５）宗教活動を目的としないこと 



（６）特定の公職者（衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長など）また

は政党を推薦・支持もしくは反対を目的としないこと 
（７）暴力団 またはその関係者でないこと 
（８）法令、公序良俗等に違反していないこと 
※その他、主催者及び事務局判断で出店をお断りすることがあります 
 
７：注意事項 
①ブース責任者に関して 
・開催中は 申し込み者本人が参加してください 
（代理出店申し込み不可。身分証明書の写しを提出いただきます）  
・開催時間内は必ず 1 名は常駐し、来場者の対応をしてください 
②会場に関して 
・電源（発電機含む）及び火気・上下水道の使用不可 
・騒音とみなされる音響設備の禁止 
・ゴミは各自お持ち帰りください  
・ペット同伴での参加は不可 
・搬入出の際、ブース側までの車の乗り入れは不可 
指定の荷降ろし場で作業を行ってください。ガーデンセンター内駐車場への 
駐車はできません。必要に応じて各自で駐車スペースを確保してください 

・会場内全面禁煙となります 
③その他 
・両替は出来ません。各自で準備して下さい 
・出店希望者が少ない場合は中止となることがあります 
・スタッフの指示に従っていただけない場合、退場してもらうことがあります 
④申し込み締め切り 
9 月 12 日（火） 
先着順。各日定数になり次第終了します 
 
８：申込方法 
出店を希望される方は本募集要項を参照のうえ、出店申込書に記入し、受付・

問合せ先まで郵送・ FAX またはご持参でお申し込みください（電話申し込み

は不可 ） 
北彩都ガーデンフェスタホームページ（www.kitasaitogardenfesta.jp）からお

申し込みいただくことも可能です 
①受け取り時点で 定員に達していた場合 
お申し込み後すぐに参加不可のご連絡をいたます。了承ください 
②受け取り時点で定員に達していない場合 
出店規約を順次発送いたします 
・出店許可証及び 「搬入案内」「ブース配置図」等のご連絡をします 
・ 開催日が近い場合のお申し込みは必ず確認をお願いたします 
  



ジャンル

出演内容

参  加  申  込  書
ガーデン文化祭

開催要項をご確認のうえ、㈱ノヴェロ旭川支社/成瀬 あてに、郵送またはメールでお申し込み願います。

■代表者氏名

■参加人数

住　所

TEL.　　　（　　　）　　　　　　メール.　　　　

2017年 　　　　月　　　　日申込日

開催要項に同意し、上記内容にて「ガーデン文化祭」に参加を申し込みます

■ジャンル

■参加団体名

■参加可能日時

■出演時間目安

■ 9月16日 　　　■ 9月17日 　　　■ 9月18日 

□11：00～
□12：00～
□13：00～
□14：00～
□15：00～
□16：00～

分合計

□11：00～
□12：00～
□13：00～
□14：00～
□15：00～
□16：00～

□11：00～
□12：00～
□13：00～
□14：00～
□15：00～
□16：00～

出演可能な日時全てにチェックを入れてください。

セッティング　　　　分
演　　　　目　　　　分
後  片  付  け　　　　分

※締切／2017年9月12日（火） 必着

フリガナ

氏　名

ご記入いただいた個人情報は、申込書の発送、出店者様へのご連絡などに利用いたします。あらかじめ同意がある場合、または法令などに基づく場合を除き、ご入力いただいた個人情報を第三者に提供いたしません。

人 パイプ椅子　要（　　　　脚）・不要



参  加  申  込  書
参加規約をご確認のうえ、代表者の身分証明書のコピーを添えて
㈱ノヴェロ旭川支社 /成瀬 あてに、郵送またはメールでお申し込み願います。

■代表者氏名

■参加者氏名

住　所

TEL.　　　（　　　）　　　　　　メール.

2017年 　　　　月　　　　日申込日

参加規約に同意し、上記内容にて「アートフリーマーケット」に出店を申し込みます

■出店ブース数
ブース × 2,000円 ＝　 円※1ブース2m×2m

業　種

主な販売品目

■業種・販売品目

■その他
　ご意見・ご要望

■出店希望日

■搬入時の車使用　  □あり　　　　台　車両No,　　　　　　　　　　　　　　□なし

□9月16日 　□9月17日 　□9月18日 
希望の日付全てにチェックを入れてください。

※スペースが限られております。必要最小限の台数での搬入にご協力ください
※搬入後、車両は速やかに移動してください。ガーデンセンター駐車場は利用できません。
　必要に応じて各自で駐車スペースを確保してください

※学割
1日１ブース　1,000円
3日間出店　　2,500円

※締切／2017年9月12日（火） 必着

搬入・搬出時含め、
参加の可能性ある
方のお名前は全て
ご記入願います

フリガナ

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢

ご記入いただいた個人情報は、申込書の発送、出店者様へのご連絡などに利用いたします。あらかじめ同意がある場合、または法令などに基づく場合を除き、ご入力いただいた個人情報を第三者に提供いたしません。

アートフリーマーケット

警察や検察等の捜査機関から捜査関係事項照会があった場合には、法令に基づき本人の同意なく情報提供をする場合がございます。あらかじめご了承ください。



ベロタクシーコース 一般駐車場（26 台分）

アートフリマ

ステージ

約 4,500×3,000

テント

3×5k １張

フリマ一時荷下し場所
（8：00～10：30）

大型足湯

個人用足湯

電
水

水

水

ライブアート
ペインティング
など

作品展示

インスタレーション

音響
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