
平成３０年度

                                                                            
■開 催 日
■開催時間
■場 所
■主 催
■事 務 局
■募集条件

■出展内容：

■出展スペース：

■参加費：無料

【参考】 

■応募方法：申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ・メール・郵送にて

■応募締切：
■そ の 他

○出展決定後のキャンセルは
○出展時間は区⺠まつり開催時間と同様となり、
○準備時間は、
○搬入出時間は、搬入：午前８時〜９時３０分／搬出：午後５時〜
○公園内を通⾏する際は、警備員等の誘導に従ってください
○ゴミは必ず分別して

 ○出
○火気を使用する場合は、出展団体にて

けられています。厳守してください。
■問合せ・申込先
 〒541-0055
 TEL 06
 E-mail 

使
用
物
品 

※
有
料 

①小テント

②机

③パイプいす

④展示用パネル（高さ

年度「第４４回都島区⺠まつり」

                                                                            
日：９月２２

開催時間：午前１１
所：毛馬桜之宮公園
催：第４４
局：（一財）大阪市コミュニティ協会

募集条件：区内在住・在勤・在学のグループ・団体
○火気・食品を扱う場合は事前
（８月下旬〜９月上旬）
○順延日も

内容：展示・
○営業⾏為・政治および宗教に関する内容でないこと

出展スペース：テント内
○実⾏委員会で指定した場所での出展

参加費：無料（※
※実費負担額は

で、
※テント設営後の返⾦はできません。ご了承ください。
※テントの持ち込みについては、ご相談ください

 

応募方法：申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ・メール・郵送にて
※申し込み多数の場合、実⾏委員会にて協議し決定します

締切：平成３０年７⽉８⽇（⽇）事務局必着
他：  
出展決定後のキャンセルは
出展時間は区⺠まつり開催時間と同様となり、
準備時間は、
搬入出時間は、搬入：午前８時〜９時３０分／搬出：午後５時〜
公園内を通⾏する際は、警備員等の誘導に従ってください
ゴミは必ず分別して
出展内容によっては、販売価格・場所等の調整をおこないます。
火気を使用する場合は、出展団体にて
けられています。厳守してください。

問合せ・申込先（
0055 大阪市中央区船場中央

06-6125-3311
 miyakojima

レンタル品名

①小テント(1.5

②机(ベニヤテーブル＝

③パイプいす 

④展示用パネル（高さ

「第４４回都島区⺠まつり」

                                                                            
２２日(土) 
１１時〜午後

毛馬桜之宮公園（桜宮橋≪銀橋≫周辺）
４回都島区⺠まつり実⾏委員会・

（一財）大阪市コミュニティ協会
区内在住・在勤・在学のグループ・団体

火気・食品を扱う場合は事前
（８月下旬〜９月上旬）
○順延日も出展可能であること
展示・ワークショップ・模擬店など
○営業⾏為・政治および宗教に関する内容でないこと

テント内 
○実⾏委員会で指定した場所での出展

※テント・机・パイプいす等
実費負担額はレンタル業者が確定後、申込み内容に基づき請求いたします

、区⺠まつり
※テント設営後の返⾦はできません。ご了承ください。
※テントの持ち込みについては、ご相談ください

応募方法：申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ・メール・郵送にて
※申し込み多数の場合、実⾏委員会にて協議し決定します
平成３０年７⽉８⽇（⽇）事務局必着

出展決定後のキャンセルは
出展時間は区⺠まつり開催時間と同様となり、
準備時間は、当日午前８時〜
搬入出時間は、搬入：午前８時〜９時３０分／搬出：午後５時〜
公園内を通⾏する際は、警備員等の誘導に従ってください
ゴミは必ず分別して所定の場所へまとめてください。

内容によっては、販売価格・場所等の調整をおこないます。
火気を使用する場合は、出展団体にて
けられています。厳守してください。

（事務局）：
大阪市中央区船場中央
3311 ／ 

miyakojima-komikyo@arion.ocn.ne.jp

レンタル品名 

(1.5 間×2 間＝2.7

ベニヤテーブル＝1.8×

④展示用パネル（高さ 1.8×幅

「第４４回都島区⺠まつり」 

出展募集

                                                                            
 ※雨天等の場合、翌

〜午後５時 
（桜宮橋≪銀橋≫周辺）

区⺠まつり実⾏委員会・
（一財）大阪市コミュニティ協会
区内在住・在勤・在学のグループ・団体

火気・食品を扱う場合は事前
（８月下旬〜９月上旬） 

可能であること
ワークショップ・模擬店など

○営業⾏為・政治および宗教に関する内容でないこと

○実⾏委員会で指定した場所での出展
テント・机・パイプいす等

レンタル業者が確定後、申込み内容に基づき請求いたします
区⺠まつり開催までにお支払いください

※テント設営後の返⾦はできません。ご了承ください。
※テントの持ち込みについては、ご相談ください

応募方法：申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ・メール・郵送にて
※申し込み多数の場合、実⾏委員会にて協議し決定します
平成３０年７⽉８⽇（⽇）事務局必着

出展決定後のキャンセルはできません
出展時間は区⺠まつり開催時間と同様となり、

午前８時〜１０
搬入出時間は、搬入：午前８時〜９時３０分／搬出：午後５時〜
公園内を通⾏する際は、警備員等の誘導に従ってください

所定の場所へまとめてください。
内容によっては、販売価格・場所等の調整をおこないます。

火気を使用する場合は、出展団体にて
けられています。厳守してください。

）：（一財）大阪市コミュニティ協会都島区支部協議会
大阪市中央区船場中央

 ＦＡＸ 06
komikyo@arion.ocn.ne.jp

2.7×3.6m） 

×0.45m） 

×幅 0.9ｍ） 

出展募集要項

                                                                            
雨天等の場合、翌

（桜宮橋≪銀橋≫周辺）
区⺠まつり実⾏委員会・

（一財）大阪市コミュニティ協会都島区
区内在住・在勤・在学のグループ・団体

火気・食品を扱う場合は事前の研修

可能であること 
ワークショップ・模擬店など 

○営業⾏為・政治および宗教に関する内容でないこと

○実⾏委員会で指定した場所での出展
テント・机・パイプいす等をレンタルする場合は実費負担となります）

レンタル業者が確定後、申込み内容に基づき請求いたします
開催までにお支払いください

※テント設営後の返⾦はできません。ご了承ください。
※テントの持ち込みについては、ご相談ください

応募方法：申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ・メール・郵送にて
※申し込み多数の場合、実⾏委員会にて協議し決定します
平成３０年７⽉８⽇（⽇）事務局必着

できません。 
出展時間は区⺠まつり開催時間と同様となり、

１０時３０分まででおこなってください。
搬入出時間は、搬入：午前８時〜９時３０分／搬出：午後５時〜
公園内を通⾏する際は、警備員等の誘導に従ってください

所定の場所へまとめてください。
内容によっては、販売価格・場所等の調整をおこないます。

火気を使用する場合は、出展団体にて消火器
けられています。厳守してください。 

（一財）大阪市コミュニティ協会都島区支部協議会
大阪市中央区船場中央 1-3-2-302

06-6125-
komikyo@arion.ocn.ne.jp

レンタル料

張：6,000

卓：900 円

脚：330 円

セット：3,000

要項 

第４４回都島区⺠まつり実⾏委員会
                                                                            

雨天等の場合、翌９月２３

（桜宮橋≪銀橋≫周辺） 
区⺠まつり実⾏委員会・都島区役所

都島区支部協議会
区内在住・在勤・在学のグループ・団体 

研修会に参加し、その内容を厳守

 
○営業⾏為・政治および宗教に関する内容でないこと

○実⾏委員会で指定した場所での出展となります
をレンタルする場合は実費負担となります）

レンタル業者が確定後、申込み内容に基づき請求いたします
開催までにお支払いください

※テント設営後の返⾦はできません。ご了承ください。
※テントの持ち込みについては、ご相談ください

 
⇒⇒
 
 
 
※縦型
 

応募方法：申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ・メール・郵送にて
※申し込み多数の場合、実⾏委員会にて協議し決定します
平成３０年７⽉８⽇（⽇）事務局必着 

 
出展時間は区⺠まつり開催時間と同様となり、早期終了・

時３０分まででおこなってください。
搬入出時間は、搬入：午前８時〜９時３０分／搬出：午後５時〜
公園内を通⾏する際は、警備員等の誘導に従ってください

所定の場所へまとめてください。
内容によっては、販売価格・場所等の調整をおこないます。

消火器を準備することが

（一財）大阪市コミュニティ協会都島区支部協議会
302 船場センタービル内

-3315 
komikyo@arion.ocn.ne.jp 『区⺠まつり

レンタル料(仮) 

6,000 円 

円 

円 

3,000 円 

第４４回都島区⺠まつり実⾏委員会
                                                                            

２３日に順延 

区役所 
支部協議会 

に参加し、その内容を厳守

○営業⾏為・政治および宗教に関する内容でないこと  

となります。 
をレンタルする場合は実費負担となります）

レンタル業者が確定後、申込み内容に基づき請求いたします
開催までにお支払いください。 

※テント設営後の返⾦はできません。ご了承ください。 
※テントの持ち込みについては、ご相談ください。 

⇒⇒ 

※縦型設置のみ可

応募方法：申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ・メール・郵送にて
※申し込み多数の場合、実⾏委員会にて協議し決定します

早期終了・搬出
時３０分まででおこなってください。

搬入出時間は、搬入：午前８時〜９時３０分／搬出：午後５時〜
公園内を通⾏する際は、警備員等の誘導に従ってください。 

所定の場所へまとめてください。 
内容によっては、販売価格・場所等の調整をおこないます。

を準備することが

（一財）大阪市コミュニティ協会都島区支部協議会
船場センタービル内

『区⺠まつり出展

平成 30 年
第４４回都島区⺠まつり実⾏委員会

                                                                            
 

に参加し、その内容を厳守

 

をレンタルする場合は実費負担となります）
レンタル業者が確定後、申込み内容に基づき請求いたします

 

のみ可。ﾃｰﾌﾟ・画鋲使用可。

応募方法：申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ・メール・郵送にて申込み
※申し込み多数の場合、実⾏委員会にて協議し決定します 

搬出はできません。
時３０分まででおこなってください。

搬入出時間は、搬入：午前８時〜９時３０分／搬出：午後５時〜 
 

内容によっては、販売価格・場所等の調整をおこないます。 
を準備することが条例改正後、

（一財）大阪市コミュニティ協会都島区支部協議会
船場センタービル内 

出展申込み係』まで

年 6 月 6 日
第４４回都島区⺠まつり実⾏委員会

                                                                             

に参加し、その内容を厳守すること 

をレンタルする場合は実費負担となります）
レンタル業者が確定後、申込み内容に基づき請求いたしますの

。ﾃｰﾌﾟ・画鋲使用可。

み 

はできません。 
時３０分まででおこなってください。 

条例改正後、義務付

（一財）大阪市コミュニティ協会都島区支部協議会 

係』まで 

日 
第４４回都島区⺠まつり実⾏委員会 

 

をレンタルする場合は実費負担となります） 
の

。ﾃｰﾌﾟ・画鋲使用可。 

義務付

 


