第72回あつぎ鮎祭りダンスレジェンド

ダンスレジェンド内容説明会
8月4日（土）詳細
【集合時間】
YEGメンバー
7:00
ボランティアスタッフ
9:30
朝礼
8:15
【集合場所】
中央公園本部テント前
※緊急連絡先 天候判断（当日7時）あつぎ鮎祭り実行委員会046-295-5496
【チャレンジステージ会場について】１ヶ所
チャレンジリーダー：大野
中央公園メインステージ
10：10～11：41
12チーム
※別紙チャレンジステージ8月4日（土）出演者タイムスケジュール参照
【パフォーマンスステージ会場について】4ヶ所
パフォーマンスリーダー：中野（繁）
厚木公園（はとぽっぽ公園）
13：05～15：54
34チーム
なかちょう通り
13：40～14：34
11チーム
中央通り
13：40～15：29
22チーム
中央公園特設会場
11：00～16：19
57チーム
※別紙：パフォーマンスステージタイムテーブル参照 資料4-①
※別紙：市内地図参照 資料3-①
【演者更衣室について】
アミュー5F
ダンスレジェンド演者
アミュー6F
ダンスレジェンド演者
アミュー7F
ダンスレジェンド演者
厚木商工会議所1F
ダンスレジェンド演者
厚木商工会議所3F
ダンスレジェンド演者
厚木商工会議所4F
ダンスレジェンド演者
厚木商工会議所5F
ダンスレジェンド演者
保険福祉センター5F
ダンスレジェンド演者
保険福祉センター6F
ダンスレジェンド演者
市役所
芸能人、関係者等
※別紙：市内地図参照 資料3-①
※別紙：控室一覧参照
【演者用ドリンク配布について】3ヶ所
厚木公園（はとぽっぽ公園）
中央公園特設会場
メインステージ横
【演者受付について】
チャレンジステージ
パフォーマンスステージ

商工会議所1F
商工会議所1F

8：00～9：30
8：00～演技時間開始2時間前まで

【場当たりについて】
チャレンジステージのみ音無し1分～2分程度
場当たり受付
中央公園本部テント 8：00～先着順埋まり次第終了
【チャレンジ採点集計関係】
審査員が記入した採点表を採点集計係に渡します
採点集計係はPCで速やかに集計し表彰にまにあわせ、
翌日コンテストステージに進むチームを決める
チャレンジステージ入賞者10チームと翌日コンテストステージの出演の調整連絡
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【チャレンジステージ表彰について】
上位10チームが翌日のコンテストステージに進めます
集計中 法人会税金体操15分程度
【ライブショーケースステージについて】1ヶ所イベントリーダー：斎藤アテンドリーダー：根本
太鼓集団舞彩句
メインステージ
13:00
Mujifa+わらしべ八八
メインステージ
13:20
フルーツ芸人とっしー「風船配り」メインステージ
13:50
DJダイノジ「キッズジャイアン」 メインステージ
14:00
スタメンKIDS
メインステージ
14:30
フラチナリズム
メインステージ
15:10
MADKID
メインステージ
15:35
B2takes！
メインステージ
16:00
daisy×daisy
メインステージ
16:40
フルーツ芸人とっしー
メインステージ
17:00
Ｒ藤本 ドラゴンボール芸人
メインステージ
17:10
アモーレ橋本
メインステージ
17:20
LGY 、Ｎｏａ、大山愛未 ライブ メインステージ
17:45
ＤＪダイノジ
メインステージ
18:25
※別紙：第72回あつぎ鮎まつり中央公園会場 8月4日（土曜日）タイムスケジュール参照
※芸能人、出演者等裏側からの写真撮影SNS等の使用は禁止しております
※芸能人、出演者等出演前に接触は避けてください。
※フラチナリズムより会場警備の強化
【演者更衣室警備について】
場所
商工会議所
アミュー
保険福祉センター
厚木市役所
中央公園
最後ゴミ、忘れ物等ないかチェック

8：00～19：00
8：00～19：00
8：00～19：00
8：00～19：00
8：00～23：00

【中央通り、中町通会場担当】 中央通りリーダー：原
中町通りリーダー：北村（竜）
事前準備：会場にて設営する機材を会場に運ぶ
会場設営：パレードの行進が終わりしだいパフォーマンス会場の設営を路上にします
別紙会場レイアウト参照
会場前にて出演者のスタート前の誘導と演技後の誘導
出待ちスペースにて出演順の通りに、出演者の点呼と誘導
15分前に出演者が見つからない場合はリーダー【原、北村】まで連絡をお願いします。
【中央通り原】：080-3096-2731【中町通北村】：090-4446-5501
プラカードは商工会議所受付にて返却のアナウンスをお願いいたします。
撤収作業：全ての演技終了後カラーコーンのぼり等を撤去し機材を本部裏に片づける
【中央公園特設ステージ担当】
特設リーダー：笠間
会場前にて出演者のスタート前の誘導と演技後の誘導
出待ちスペースにて出演順の通りに、出演者の点呼と誘導
15分前に出演者が見つからない場合は【笠間】まで連絡をお願いします。
【特設ステージ笠間】：080-1252-5463
バックヤード：ステージ裏の警備、ドリンク配布、ドリンク冷却
プラカードは商工会議所受付にて返却のアナウンスをお願いいたします。
演技終了後基本撤収作業は無し本部テントに戻り下さい
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【厚木公園（はとぽっぽ）ステージ担当】
厚木公園リーダー：中野（繁）
会場前にて出演者のスタート前の誘導と演技後の誘導
出待ちスペースにて出演順の通りに、出演者の点呼と誘導
15分前に出演者が見つからない場合は【中野しげ】まで連絡をお願いします。
【厚木公園中野しげ】：080-5690-6279
バックヤード：ステージ裏の警備、ドリンク配布、ドリンク冷却
プラカードは商工会議所受付にて返却のアナウンスをお願いいたします。
16時演技終了後 次の団体が公園を使用するので
のぼり旗と重りだけ撤収、裏の倉庫にしまう。
一旦中央公園会場に来てください。
18時以降に撤去運搬作業、
公園内のベンチをステージ裏の倉庫に片づけ
それ以外の備品機材等は中央公園に運搬をお願いします
アクエリアス、のぼり、段ボール、単管、横断幕、扇風機等
【会場警備担当】
会場リーダー：遠藤（純）
当日は出演者と見学者の混雑が予想されます
市役所前横断歩道が片側通行になります歩行者の警備お願いします。特に
子供たちに注意してください（ピザハット側からの車両侵入禁止になります４日17：00より）
会場内盗撮など犯罪にも注意しその場合なるべく一人での対応は避けてください
また、会場内、会場周辺の清掃もお願いいたします。
会場内が土煙が発生しやすく水まきもお願いいたします
ランウェー横客席についてチャレンジステージとコンテストステージの時間内は
演者様のご両親や関係者を対象に前列と2列目はスタンプを押してる方のみに座れます
（スタンプは本部テントにて押します）盗撮防止のため
各部会へのヘルプ
ゴミ置き場の管理 ゴミ袋交換、集積所への案内、会場の集積所は来場者専用と
なっており出店者のごみは各自持ち帰るよう指示してください（出店者説明会で承諾済み）

ただし、店舗前に来場者用のゴミ袋を設置している場合は受け入れ可能です
【出店関係について】
出店リーダー：杉山
炭などを使用し調理する場合下にブルーシートが引かれているか確認
商品が申請されているものか確認、また適正価格で販売されているか確認
消防署の消火器、ガスボンベの適正設置の確認に同行
会場の集積所は来場者専用となっており
出店者のごみは各自持ち帰るよう指示してください（出店者説明会で承諾済み）
ただし、店舗前に来場者用のゴミ袋を設置している場合は受け入れ可能です
各部会のヘルプ
【広報担当】
広報リーダー：蛭田
審査員席上部２階に撮影スペースを設置します動画撮影よろしくお願いします。
撮影された写真は演者様がホームページでダウンロードできるようアップお願いします
通常の記録写真YEGメンバー写真も撮影お願いしますこちらはホームページに
アップはしないでください。
メインステージ
10：00～19：00
担当 伊藤、蛭田
特設ステージ
11：00～16：00
担当 伊藤、澤入、西野
厚木公園（はとぽっぽ）
13：00～16：00
担当 遠藤（哲）
中央通り
13：50～15：30
担当 澤入
中町通
14：00～14：40
担当 西野
※横に鮎チャンネルが撮影でご一緒させていただきます
【その他】
スタッフには当日スタッフパスシールを配ります名前を記入後肩や胸など
他者から見やすい位置に貼ってください。
当日は夏の炎天下になることが予想されますので各自水分補給などをし、
熱中症対策をお願いいたします
昼食休憩は会場遊具横のカフェレストランRiseで無料で取れますのでご利用ください
終了後は公園清掃のご協力をお願いいたします
緊急時は本部テント及び和田携帯まで連絡下さい。0907170-7112
途中参加メンバーは本部に来て指示を仰いでください。
花火終了後翌日のダンスレジェンドの設営及び会場清掃を行いますので
ご協力お願いいたします。
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8月5日（日）詳細
【集合時間】
YEGメンバー
7:00
ボランティアスタッフ
9:30
朝礼
8:15
【集合場所】
中央公園本部テント前
※緊急連絡先 天候判断（当日7時）あつぎ鮎祭り実行委員会046-295-5496
【コンテストステージ会場について】１ヶ所 コンテストリーダー：大野
中央公園メインステージ
10：36～16：46
※別紙コンテストステージ8月5日（日）出演者タイムスケジュール参照
【演者更衣室について】
アミュー5F
ダンスレジェンド演者
アミュー6F
ダンスレジェンド演者
アミュー7F
ダンスレジェンド演者
厚木商工会議所1F
ダンスレジェンド演者
厚木商工会議所3F
ダンスレジェンド演者
厚木商工会議所4F
ダンスレジェンド演者
厚木商工会議所5F
ダンスレジェンド演者
保険福祉センター5F
ダンスレジェンド演者
保険福祉センター6F
ダンスレジェンド演者
市役所
芸能人、関係者等
※別紙：市内地図参照 資料3-①
【演者用ドリンク配布について】1ヶ所
中央公園特設会場
【演者受付について】
コンテストステージ

商工会議所1F

8：00～12：00

【場当たりについて】
コンテストステージのみ音無し1分～2分程度
場当たり受付
中央公園本部テント 8：00～先着順埋まり次第終了
【バトルステージについて】1ヶ所
会場
受付
時間
決勝

中央公園内特設ステージ
24チーム予定
中央公園内特設ステージ
11：00～16：00
メインステージコンテスト集計中17：00～17：30

【ハーフタイムショーケースについて】
会場
時間

アテンドリーダー：豊見山
メインステージ
13：00～13：30

【コンテスト採点集計関係】
審査員が記入した採点表を採点集計係に渡します
採点集計係はPCで速やかに集計し表彰にまにあわせ、
表彰状を作成します（表彰状の作成はコンテストのみ）
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【コンテストステージ表彰について】
HIPHOP部門
HIPHOPKIDS部門
チアダンス部門
フラタヒチアン部門
よさこい部門
フリースタイル部門
総合優勝
ビーコル賞
湘南ベルマーレ賞
ダンスショップCEER特別賞
プラスワン賞
MUSEEプラチナム賞

３組
３組
３組
３組
３組
３組
１組
１組
１組
１組
１組
1組

【演者更衣室警備について】
場所
商工会議所
アミュー
保険福祉センター
厚木市役所
中央公園
最後ゴミ、忘れ物等ないかチェック

8：00～19：00
8：00～19：00
8：00～19：00
8：00～19：00
8：00～19：30

【段ボール迷路について】
イベントリーダー成澤
会場
中央公園内広場
受付
中央公園内広場
時間
10：00～16：00
料金
1人￥100
※8：30より段ボール迷路の作成をしますのでお手伝いよろしくお願いします
※16：00より撤収作業
【会場警備担当】
会場リーダー：遠藤（純）
当日は出演者と見学者の混雑が予想されます
市役所前横断歩道にて歩行者警備をお願いします。特に
子供たちに注意してください
会場内盗撮など犯罪にも注意しその場合なるべく一人での対応は避けてください
また、会場内、会場周辺の清掃もお願いいたします。
会場内が土煙が発生しやすく水まきもお願いいたします
ランウェー横客席についてチャレンジステージとコンテストステージの時間内は
演者様のご両親や関係者を対象に前列と2列目はスタンプを押してる方のみに座れます
（スタンプは本部テントにて押します）盗撮防止のため
各部会へのヘルプ
ゴミ置き場の管理 ゴミ袋交換、集積所への案内、会場の集積所は来場者専用と
なっており出店者のごみは各自持ち帰るよう指示してください（出店者説明会で承諾済み）

ただし、店舗前に来場者用のゴミ袋を設置している場合は受け入れ可能です
【出店関係について】
出店リーダー：杉山
炭などを使用し調理する場合下にブルーシートが引かれているか確認
商品が申請されているものか確認、また適正価格で販売されているか確認
消防署の消火器、ガスボンベの適正設置の確認に同行
会場の集積所は来場者専用となっており
出店者のごみは各自持ち帰るよう指示してください（出店者説明会で承諾済み）
ただし、店舗前に来場者用のゴミ袋を設置している場合は受け入れ可能です
各部会のヘルプ
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【広報担当】
広報リーダー：蛭田
審査員席上部２階に撮影スペースを設置します動画撮影よろしくお願いします。
撮影された写真は演者様がホームページでダウンロードできるようアップお願いします
通常の記録写真YEGメンバー写真も撮影お願いしますこちらはホームページに
アップはしないでください。
メインステージ
10：00～19：00
担当
特設ステージ
11：00～16：00
担当
中央スペース
10：00～16：00
担当
※横に鮎チャンネルが撮影でご一緒させていただきます
【その他】
スタッフには当日スタッフパスシールを配ります名前を記入後肩や胸など
他者から見やすい位置に貼ってください。
当日は夏の炎天下になることが予想されますので各自水分補給などをし、
熱中症対策をお願いいたします
昼食休憩は会場遊具横のカフェレストランRiseで無料で取れますのでご利用ください
終了後は公園清掃のご協力をお願いいたします
緊急時は本部テント及び和田携帯まで連絡下さい。090-7170-7112
途中参加メンバーは本部に来て指示を仰いでください。
イベント終了後ゴミ拾いにご協力お願いします

３日
6日

事前準備
ゴミ拾い撤収作業

13：00中央公園本部テント集合
7：00中央公園本部テント集合
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