第 6 回「渋谷ズンチャカ！」まちなかステージ 募集要項

日時：2020 年 9 月 6 日(日) 11:00〜18:00（予定）※少雨決行・荒天および新型コロナウィルス感染症の状況に応じて中止
会場：渋谷区立 宮下公園
主催：渋谷ズンチャカ実行委員会
■「渋谷ズンチャカ！」とは：
渋谷ズンチャカ！は、音楽に詳しくない人でも、楽器に触れたことのない人でも、誰もが音を楽しめる「まち
の音楽祭」
。渋谷のまちを舞台に、渋谷に集うみんなの手でつくります。ここでは、演奏に耳を傾けるだけでな
く、歌ったり奏でたり、誰もがそれぞれの音を鳴らすこともできます。演奏をする人も聴く人も、その場を共
にするみんなが一緒に楽しめるような一日にしましょう！

■ステージ詳細：

宴

のステージ
（イベント広場・バンド向け）

憩

始

のステージ
のステージ
（芝⽣・アコースティック向け） （渋⾕駅側１階・ピアノ向け）

ステージ
の特徴

渋⾕ズンチャカ︕2020で唯⼀ドラムセットなどの
バンド楽器が設置してある⼤きいステージ。
ソーシャルディスタンスを保ちつつ
“宴”の時間を楽しみましょう︕

宮下公園の中央にある芝⽣の
三⾓州に現れるアコースティック
ステージ。気持ちの良い⾵とあなた
の⽣⾳演奏で“憩”の時間を︕

渋⾕駅から宮下公園に来る時に通る
階段前にピアノステージが登場。
今年のズンチャカ︕の名刺代わり
となる“始”まりのステージです。

ステージ
サイズ
スペック

5400×7200mm
＊ステージ平台
＊テント

3600×1800mm
＊ステージ平台
＊テント

3000×3000mm
＊テント
※ステージ台は無し

最⼤⼈数

7名

3名

2名

※電源・⾳響機材無し
※⽣⾳演奏のみ

＊電⼦ピアノ（YAMAHA CP-4 STAGE）
＊グランドピアノ⾵スタンド
＊簡易スピーカー（Roland KC-550）
＊ボーカル⽤マイク（有線）×2本

楽器
機材

（全て予定）

＊ベースアンプ（YAMAHA F-100 115B） １台
＊ギターアンプ（YAMAHA F-100 212） 2台
＊電⼦ピアノ（YAMAHA CP300） １台
＊キーボードスタンド（YAMAHA LG-100） １脚
＊ギタースタンド 5台
＊譜⾯台 ×7本
＊ボーカル⽤マイク（有線）×6本
＊ダイレクトボックス（DI） ×4個
＊ドラムセット １セット（YAMAHA メープルカスタム）

⇒22”BD 12”13”TT 16”FT 14”SN /withスタンド、イス
⇒シンバル Aジルジャン 20” Ride 18”16”Crash 14”HH /withスタンド
※周辺への⾳量配慮のため弱⾳機能のついたドラムセットを設置予定
※楽器・機材周りのシールド（ケーブル）は全てご持参ください

※ 上記のステージサイズ・スペック、楽器機材および 15 分間のタイトな転換時間で対応出来るセッティング・編成でご
応募ください。
※ ソーシャルディスタンスを保ちつつのステージパフォーマンスをお願いします。
※ 線路が隣接しているため、電車通過時などに時折演奏が聴こえにくくなる可能性があります。
（主に憩のステージ）

■パフォーマンス時間：
パフォーマンス時間は原則 15 分（MC 時間含む）
。
※ 転換の際、機材・楽器等の消毒にご協力ください。
※ エントリーいただいた編成や楽曲等を元に事務局でステージ/タイムテーブル/演奏時間を指定させていただきます。

■申込資格：
・ 渋谷ズンチャカ！のコンセプト http://shibuya-zunchaka.com/about/ にご賛同いただけること
年齢、プロ、アマは問いません。演奏＆パフォーマンス形態・ジャンルも自由です。ただし、屋外での演奏ということ、
プロフェッショナルの運営による商業イベントではなく、入場フリー・市民ボランティアを中心に運営されるイベントで
あることをご理解の上お申し込みください。

・8 月 23 日(日)にオンラインで開催する「出演者ミーティング」への出席が可能であること
ステージの詳細や注意事項等をお伝えする「出演者ミーティング」を、8 月 23 日(日) 10:00〜17:00 の時間内でオンラ
インにて開催します。出演決定グループの代表の方 1 名が必ずご出席できるように空けておいてください。
※ 出演ステージごとに時間が異なりますので、詳細は出演決定後にご連絡します。

・ 新型コロナウィルス感染症への各種対策にご協力いただけること
・ 出演者紹介用の動画使用に許諾いただけること
オンライン配信用の自撮り動画をご提供いただく場合がございます。ご協力のほどお願いいたします。

■グループ掛け持ち：
当方では、複数グループ・団体への掛け持ち参加によって生じる時間のバッティングについて調整いたしません。

■選考：
ご応募いただいた中から、各ステージに適した演奏形態・音量、そして皆さんそれぞれのズンチャカ！アピール（※以下参
照）
、全体のバランスなどを考慮して選考いたします。多数のご応募が予想されますので、参加のご希望に沿えない場合も
ございます。また、選考の内容・理由に関するお問い合わせには選考結果にかかわらず回答いたしかねます。あらかじめご
了承ください。

■ズンチャカ！アピールとは：
渋谷ズンチャカ！では、音楽に詳しい/詳しくないとか、楽器ができる/できないとか、歌が上手い/下手とか関係なく、世
代や国籍、文化の違いも飛び越えて、心から音楽を楽しめる場をつくりたいと思っています。
皆さんそれぞれの解釈で、演奏と合わせて文章でも存分にズンチャカ！アピールをお願いします。
なんでまた出演したいと思ったかや、演奏だけじゃ伝わらないバックボーンなど、もっと皆さんのことを教えてください。
多彩なエントリーお待ちしています。

■運営協力費：
出演決定グループは、運営協力費としてメンバー1 名あたり 1,000 円のご協力をお願いいたします（例：4 人グループの
場合 4,000 円）
。また複数のグループを掛け持ちする方は、グループ毎に運営協力費が必要です。なお、一度納めていただ
いた運営協力費の返金はいたしかねます（中止の場合も含む）
。

■物販・宣伝：
物販および金銭授受を伴う活動はご遠慮ください。

なお、出演時間中および出演後の 10 分間は、フライヤー・無料 CD の設置（手配りはご遠慮ください）や、YouTube・
SNS 等の告知宣伝はしていただいてかまいません。

■肖像権の帰属：
公式記録用のスチールカメラ・ビデオカメラで撮影された写真・動画の使用権に関しては、
「渋谷ズンチャカ実行委員会」
に帰属する物とし、今後の宣伝に使用させていただきます。また、取材に訪れたメディアによって撮影された写真・動画が
各報道機関を通じて公開される場合があります。あらかじめご了承ください。

■控室：
控室の用意はございません。貴重品の管理、お着替え場所、お食事などの手配も各自でお願いいたします。

■車の乗り入れ：
会場への車の乗り入れは不可です。周辺の駐車場を各自でご利用ください。

■申込方法：
以下の Web フォームに必要事項をご記入の上、エントリーしてください。

https://forms.gle/MpVDrs3sjhhSpgsW6
※ エントリー時にご記入いただくメールアドレスは PC 用のアドレスを推奨いたします。また、携帯メールでご登録いた
だく際は、
「stage@shibuya-zunchaka.com」および「zunchaka.stage@gmail.com」からのメールが受信できる様
にご設定ください。
※ エントリー後の、メンバー変更、人数の追加は不可となります。
エントリー時点でどうしても人数を確定出来かねる際は、出演可能性のある最大人数でお申し込みください。ただし、
運営協力費もその人数分となります。

また、エントリーの際に、出演メンバーが全員揃った一年以内のパフォーマンスを収めた 1 曲もしくは

3 分以内の動画をあわせてご提出いただきます。
動画の提出方法は以下です。
▶ YouTube へのアップロード
※ YouTube の利用方法は以下をご参照ください。当方では、YouTube の使い方の質問はお答えできかねます。
・ 動画のアップロード方法：https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=ja
・ アカウントの作成方法：https://support.google.com/youtube/topic/3024170?hl=ja&ref̲topic=3024169
・ ログインに関するヘルプ：https://support.google.com/youtube/troubleshooter/3219097?hl=ja

※ 選考では実際の演奏形態・人数が分かる応募動画動画の方が選考通過しやすいです。
（プロモーションビデオの類は非推奨です）
※ 動画が再生できない等、不備がある場合は選考不可となる場合もありますのでご注意ください。

■応募締切：
2020 年 7 月 24 日(金) 必着

■選考後のスケジュール：
2020 年 8 月 4 日(火)：選考結果通知
※ ご応募いただいたすべての方に、選考結果のご連絡をメールでいたします。
※ 8 月７日(金)〆にて最終の出演意思確認を行います。出演ご辞退される際は必ずご連絡ください。
↓

2020 年 8 月 23 日(日)：出演者ミーティング
※ 出演メンバーの内１名、参加必須です。どうしてもメンバーの方のご都合がつかない場合は、代理の方の出席をお願
いいたします。ご参加いただけない場合は、ご出演できかねます。
※ zoom を用いてオンラインにて行います。PC またはスマートフォンをご準備の上、あらかじめ zoom アプリのダウ
ンロードしておいてください。オンラインミーティングへの招待 URL をお送りいたします。
※ zoom の利用方法は以下をご参照ください。当方では、zoom の使い方の質問はお答えできかねます。
・ zoom ミーティングへの参加方法：https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362193
・ zoom アプリのダウンロード：https://zoom.us/download
・ zoom ヘルプセンター：https://support.zoom.us/hc/ja

↓

2020 年 9 月 6 日(日)：
「渋谷ズンチャカ！」本番！！！

■その他：
・ 天候および新型コロナウィルス感染症の状況や、近隣からのクレーム、その他トラブル等による、中止・中断・
音量調整などの判断はすべて主催者側で行います。その際は現場スタッフの指示・誘導にご協力いただけますよ
うお願いいたします。また、ステージによって判断が異なる場合があります。
・ 本番当日、発熱されたり体調が悪い場合は、出演をお控えください。
・ 万が一、感染された恐れがある場合は、ご氏名・連絡先情報を保健所等の公的機関へ提供する場合があります。
また、個人情報につきましては「渋谷ズンチャカ！」開催の為にのみ使用し、適切に管理いたします。
・ 応募音源にオリジナル曲以外を録音し、申込をする場合は著作権料（複製権）がかかる場合があります。詳細は
各著作権管理団体にお問い合わせください。

■さいごに：
渋谷ズンチャカ！は商業イベントではなく、多くの市民ボランティアによって成り立っています。会場準備・近隣へのご挨
拶など尽力してまいりますが、運営・進行・誘導等において必ずしもスムーズな対応ができず、ときにご出演者の皆さまに
ご不便をおかけすることもあるかと思います。特に、今年は新型コロナウィルス感染症を徹底しながらの、手探りでの開催
となります。かような状況ではありますが、皆さまと一緒に今年も素敵な「渋谷ズンチャカ！」をつくり上げられたら大変
うれしいです。ご協力のほど、何卒よろしくお願いします。

ご出演されるメンバーの皆さま全員が本要項をご理解の上、
エントリーフォームへお進みください。
それではズンチャカ！な方々から、たくさんのお申し込みをお待ちしています！
まちなかステージ Web エントリーへ

https://forms.gle/MpVDrs3sjhhSpgsW6

