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２０１６東町夏まつり開催要綱 
２０１６．８．７ 

新千里東町地域自治協議会 夏祭り実行委員会 

 

１．開催日時 8 月 20 日（土） １７：３０ ～ ２１：００ 

  ※雨天中止の場合、順延はしません。（翌 21 日午前 10 時～12 時まで抽選会のみ実施） 

２．実施の決定 

「雨天時の祭り中止決定のプロセスについて」 に準じます。 

 ※開催、中止の判断は実行委員合議により行います。 

 ※中止の場合、食材は模擬店運営者にて処分、景品等保存可能なものは協議会に返納して下さい。 

３．実施内容（予定） 

  １７：３０  夏祭り開始（模擬店販売、抽選会開始） 

１８：００～１８：３０ 和太鼓演奏、沖縄エイサー 

  １９：００～２０：３０ 盆踊り、和太鼓体験 

  ２０：３０～２１：００ 売上報告書提出（会館１階集会所）、片付け、清掃、ゴミ出し 

４．準備 

  前日（8 月 19 日）準備 （夏祭り実行委員にて） 

１３：００～      電気設営事前準備（遠藤電気） 

 １５：００～ 模擬店区割り、小学校施設鍵借用 

  当日準備  （東丘小学校体育館前に集合して下さい。） 

 ９：００～１２：００ （１） 櫓組み立て、ロープ張り（支柱立て） 

   （２） 電線埋設 

   （３） テント設置（杭打ち） 

   （４） 机・椅子運搬、提灯・電灯取付け 

   （５） 電気配線 

   （６） 芝刈り、遊具固定、ﾊﾟﾄﾗｲﾄ設置、駐車場整理、ゴミ箱設置 

（７） レンタル品納品（午前１０時予定） 

完了次第、一時解散 

 １５：００～１７：００ （１） 模擬店準備（準備可能な団体は前倒し OK です。） 

   （２） 一部レンタル品、機材、氷等搬入 

   （３） 本部関連準備（本部席、救護席、放送確認 等） 

５．片付け 

  翌日（8 月 21 日）  （東丘小学校体育館前に集合して下さい。） 

 ９：００～１２：００ （１） 櫓・テント解体、電気配線撤去、提灯・電灯取り外し、机・椅子保管 

   （２） レンタル品・機材返却 

   （３） 校庭、使用施設清掃、原状復帰 

以上 
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主催：新千⾥東町地域⾃治協議会 
後援：豊中市、東丘⼩学校、豊中市⽴第⼋中学校 
 
実⾏委員会 
 
体制 
 
 業務 担当者  
委員⻑ 統括、会場設営 ⼩川 協議会理事（OPH ⾃治会）、協議会会⻑ 
委員 会場設営 伏原 協議会事務局⻑ 
  佐藤 協議会理事（アーバン⾃治会） 
 イベント 福岡鈴 協議会理事（防犯） 
 調達 前園 協議会理事（ジオメゾン⾃治会） 
  高橋 協議会理事（シティハウス⾃治会） 
 会計 勝久 協議会理事（公募）、協議会会計 

 

 

夏まつり役割分担 
 
役割 担当団体 担当 内容 

総括 実行委員会 小川 全般 

会場準備・設営 実行委員会 伏原、福岡正 やぐら、区割り、備品 

  倉垣 テント 

放送機器準備  飯塚（八鼓） 放送機器設置 

ゴミ 各模擬店 ガールスカウト 3 箇所にダンボール設置 

放送 本部 勝久 場内放送 

来賓応接 八中ＰＴＡ  来賓への飲み物準備、応接 

駐輪案内等 防犯  遊具固定、駐車・駐輪案内 

救護 千里中央病院 長田 軽症手当て 

盆踊り 盆踊り盛り上げ隊 福岡 踊り指導「 

抽選会 ジェイグラン、アーバン 伏原、佐藤 抽選受付、賞品引き渡し 

キャンドル絵描き シニアクラブ、メゾン千里 清水、馬場 紙コップへの絵描き 

高齢者接待 民生・児童委員  高齢者のお世話 

清掃 参加者全員  修了後の清掃 
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役割 担当部門 担当 内容 

模擬店依頼 会計 勝久、中須 釣銭、売上報告書、ゴミ袋 

レンタル品等受取 会計 勝久、中須 レンタル品、いなごや 

受取（代⾦⽀払） 会計 勝久、中須 プロパン、氷 

両替  ⼩川、勝久  

売上⾦収受  勝久、中須  

協賛品受取  本部、勝久 その場で領収書発⾏ 

弁当受取・配布  勝久、前園 各団体の必要数仕分け〜配布 

 

問い合わせ、当日の緊急連絡先 

080-6154-1059（夏祭り実⾏委員⻑ ⼩川浩一）  
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参加団体・種目 

区分 参加団体名 参加種目 出店種別  

自治会 メゾン千里 キャンドルカップ絵付け ―  

 
シティハウス スーパーボールすくい 委託  

 
ガーデンヒルズ ヨーヨーつり 委託  

 
OPH 生ビール 委託  

 
アーバンライフ 抽選会 ―  

 
桜ヶ丘 ホットドッグ 委託  

 
ジオメゾン フランクフルト 委託  

 
都市機構 焼き鳥 委託  

 
ローレルコート ゼリーすくい 委託  

 
グランドメゾン ダーツ 委託  

 
東町 3－3 アイスクリーム 委託  

 
ジェイグラン 抽選会 ―  

   
  

団体 東丘小 PTA  ストラックアウト 委託  

 
東丘ダディーズ お化け屋敷、ゲーム（コイン落とし他）  自主  

 
八中ＰＴＡ  来客呈茶 ―  

 
八中生徒会 ポップコーン 委託  

 
八中おやじの会 焼そば 自主  

 
東町シニアクラブ連絡会 キャンドルカップ絵付け ―  

 
民生・児童委員 高齢者招待・接待 ―  

 
芝生委員会 ソフトドリンク 自主  

 
福祉委員会＋人権協 缶ビール、東北・熊本物産、障害者支援 委託/自主  

 
東丘体育協会 アイスキャンディ 委託  

 
千里ツインズ フライドポテト 自主  

 
ガールスカウト第６１団 綿菓子＋資源ゴミの回収 自主  

 
豊寿荘 ラーメン、パン 自主  

 
モコ 釣り大会 自主  

 
セント・ポプリ(かるがも広場)  スマートボール 自主  

 
防犯支部 駐車・駐輪案内、防犯パトロール他 ―  

 
青少年健全育成会 場内警備 ―  

 
ボーイスカウト第１４団 会場設営等 ―  

 
千里ファイティング・ビー 会場設営等 ―  

   
  

出演団体 和太鼓クラブ八鼓 和太鼓演奏、たません、和太鼓体験 自主  

 
東会 エイサー踊り ―  

 
東町盛り上げ隊 盆踊り指導 ―  
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新千⾥東町地域⾃治協議会会⻑  

夏祭り実⾏委員会委員⻑ ⼩川浩一 

 

雨天時の祭り中止決定のプロセスについて 
 

 

 

★中止の決定 
� 前日、１２時時点で翌日の荒天が明らかな場合。（台風や大雨など） 

模擬店食材のキャンセル可能リミット時間を確認のうえ上記時間を確定 

� 前日（１９日⼣刻）時点に模擬店区割りの作業が⾏えず 

且つ、祭り当日（２０日）⼣刻まで雨予報の場合。 

� 当日、終日雨天の場合（回復の⾒込みがない場合） 

� 当日午後、天候の急変により予定通りの準備が⾏えない場合。 

� 暴風、大雨等警報、雷注意報が発令、数時間続くことが予想される場合。 

 

★祭り開催の検討（中止 or 様⼦⾒） 
� 前日（１９日⼣刻）時点に模擬店区割りの作業が⾏えず 

当日の午後以降に天候が回復する場合。（どこまでの規模で開催するのか？） 

� 全ての準備が予定通りに整ったが、⼣⽴などにより一時的に様⼦⾒になった場合、開催か中

止の最終判断のタイムリミットは１９時。 

 

※開催、中止の判断は実⾏委員合議により⾏います。 
 ※中止の場合、食材は模擬店運営者にて処分、景品等保存可能なものは協議会に返納して下さい。 

 

★イベント（盆踊りなど）に関して 
� 16 時の時点で雨天により⾳響設備を櫓横のテントに設置出来ない場合、各種イベ

ントは中止にさせて頂きます。（模擬店は別途判断） 

� イベント中に降雨の場合も、イベントはただちに中止とさせて頂きます。 

 

以上  



6 

 

 
2016 年度｢東町夏まつり｣イベント運営要領 

 
新千⾥東町地域⾃治協議会会⻑ 

夏祭り実⾏委員会委員⻑ 
小川浩一 

 
 
１．今年度は下記タイムテーブルのイベントを⾏います。 
 

17：30〜：夏祭り開始（模擬店販売、抽選会開始） 
 

18：00〜：⼋⿎による和太⿎の演奏、東会による沖縄エイサー 
 

19：00〜：盆踊り、和太⿎体験 
 

 

２．校庭中央に設置する櫓周辺の⽊材ステージ 
 

今年度は⽊材ステージを使⽤致しません。 
その他のステージについては出演者と協議して決定致します。 

 

３．各プログラムについては、放送担当より随時案内致します。 
 

 

４．イベント中に降⾬の場合イベントは一時中断とし、様⼦を⾒て継続か中⽌の判断をさ
せて頂きます。 

 
 
５．降⾬により⾳響設備の設置が遅延した場合、各イベントを均一に短縮させて頂きま
す。 
（和太⿎、沖縄エイサー、和太⿎体験、盆踊り） 
  

 
 

以上  
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2016 年度｢東町夏まつり｣抽選会実施要領 

 

新千里東町地域自治協議会会長 

夏祭り実行委員会委員長 

小川浩一 

 

１．今年度のお楽しみ抽選会は、各自治会より配布頂きました A4 ビラ２ページ目の「お楽

しみ抽選券」と引き換えに、抽選箱より三角くじを引いて頂きます。抽選券１枚でくじ引き

１回です。 

＊抽選時間は祭り開始～終了まで 

 

＊抽選券を切り取って持参した方はその場で回収。ビラごと持参された方には、その場でス

タッフが抽選券のみハサミにて切り離し回収させて頂きます。 

 

２．景品につきまして 

１等：千里阪急ホテルペア食事券（8,400 円相当）ｘ２本 

２等：せんちゅうパルお買い物券 5,000 円ｘ６本 

３等：セルシーお買い物券 3,000 円ｘ１０本（未定） 

４等：東町近隣センターお買い物券 500 円ｘ２００本 

５等：お菓子セットｘ1000 本（個包装のもの） 

はずれ：ポケットティッシュなど粗品（予定）ｘ数百本程度 

 

＊１等～３等の当選が出た場合のみ鐘を鳴らします。 

 

３． 抽選会場 

会場 MAP の通り、本部席付近に設置させて頂きます。 

「大抽選会」「くじ引き」と目立つのぼりを立て、来場者が混乱しないよう案内に努めます。 

 

４．抽選会担当 

シニアクラブ連絡会、各自治会より協力頂いた方たちに抽選会スタッフになって頂きます。 

 

５． ８月 20 日（土）雨天により祭りが中止になった場合は、翌 21 日（日）の午前１０時

より正午まで、東丘小学校体育館玄関口にて抽選会のみ開催致します。 

 

以上  
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夏祭りゴミ分別処分ご協⼒のお願い 
新千里東町地域自治協議会 夏祭り実行委員会 

ガールスカウト大阪府第 61 団 

お願い（一般） 
 

◆ ゴミのお持ち帰り 

◆ ３ヶ所ゴミのステーションでのゴミ分別《４種分別》 

 

１ ２ ３ ４ 

プラスチック 

燃えるゴミ 

 

ペットボトル アルミ缶 
ビン、スチール缶等 

（ゴミ袋に入れる） 

 

１、２、３  ゴミ箱を用意します。 

４   種類ごとに直接ゴミ袋に入れてください。 

模擬店へのお願い 

◆ 各団体にて分別をお願いします。 

◆ プラスチック／燃えるゴミ、ペットボトル、ビン・スチール缶 

→ 南門ゴミ集積場 へ直接お持ちください。 

◆ アルミ缶、段ボール → 西門前ゴミ集積場（体育館軒下）に直接お持ち下

さい。 

 

集積場への持ちこみは２０：００までにお願い致します。 

 

準備物 

・段ボール箱  5×3 ヶ所 
・ごみ袋 50 

・バケツ 3 

・ガムテープ 3 

・マジック１ 

・荷造りひも 


