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＊業務の概要と登録する際の注意事項をよく読んでご記入下さい。

従事可能な日・時間に○印を、予定がはっきりしない方は△印を記入

＊スタッフ募集期間は6月13日(月)～7月1日(金)で、飯田文化会館にて受付しています。

＊webで申込む事も出来ます。表紙のＱＲコードから必要事項を入力して送信してください。

＊7月16日(土)15:00～、人形劇場及び飯田文化会館にてスタッフ研修会を予定しています。

保護者名

インフォメーション

舞台裏方

（希望の業務に○　　複数希望の場合は希望順位を記入）

印不要

メールアドレス
(研修資料送り先) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

8月7日(日)

午
前

午
後

8月6日(土)

午
前

午
後

夕
方

＊　感染防止対策を講じた上で開催します。

住　　　　所
（スタッフカード

ホルダ類送り先）

8月4日(木) 8月5日(金)

＊　期間中、テレビ等の取材があります。必要に応じてお子様のプライバシー保護にご配慮ください。

＊　例年、猛暑と慣れない業務に伴う疲労による熱中症が心配されます。
　　お子様の体力等をご考慮の上同意書への記入をお願い致します。

  いいだ人形劇フェスタへ参加するにあたり、本人の意思を尊重しスタッフ活動することに同意します

保　護　者　同　意　書

希望する日時

高校生以下の方が登録される場合、保護者の同意が必要です。お手数ですが保護者の方は以下に署名をお願い致します

午
前

午
後

夕
方

氏　　名

午
前

午
後

夕
方

郵便番号

私はいいだ人形劇フェスタのサポートスタッフとして登録するに当たり、参加劇団や観劇者の皆さんが
気持ち良く人形劇を楽しんでいただけるように、知恵と、体と、心を総動員して業務にあたることを誓約いたします。

受付番号 受付日

ふりがな

生年月日

昭・平　　　年　　　月　　　日

（　　　　　　　　　歳）

ID　NO. DATA入力日

　　　　　　　　　　　都・道　　　　　　　　　　　　郡
　　　　　　　　　　　府・県　　　　　　　　　　　　市

　〒　　　　 　  － 性　　別 男　　・　　女

配属業務 備考

いいだ人形劇フェスタ　2022　サポートスタッフ登録用紙　（兼誓約書）

携帯電話番号
(可能であれば)

部署・役職
（学年・部活）

　　　　 　-　　　　　  　-　　　　　　　

勤務先（学校）名

　-　　　　　　　-自宅電話番号
(緊急時連絡先)

令和　　　年　　　月　　　　日　

過去に担当した業務（複数可）

希望する業務

業務にはこだわらない 観客受付

過去のスタッフ参加経験　　　　有　　・　　無

パーク救護 パーク

グッズ販売（ランチ）



＊　スタッフの皆さんにお願いする感染症対策について

以下のいずれかの場合、参加をご遠慮いただきますので、該当する場合、事務局までご連絡下さい。

まん延防止以上が発令されている地域(7月23日時点)に在住、あるいは勤務・通学している方。

当日37．5℃以上の発熱がある方や体調の優れない方。

抗原検査の実施

事前に配布、送付した簡易検査キットを使い、当日自宅で検査し、試験紙画像か現物を責任者が確認します。

陰性を確認したスタッフには「検査済証明シール」を発行するので、スタッフカード縁に見えるように貼って下さい。

従事する7日前から健康チェックシートへ体温、体調を記入し、参加初日にフェスタ本部か責任者へ提出します。

原則マスク着用、定期的な手洗、手指消毒を実施し、屋外あるいは会話をしない環境であればマスクは任意とします。

劇団や観劇者との接触は極力避けましょう。劇団機材の片付け手伝いをした後などは手指消毒を行いましょう。

午前 午後 夕方 午前 午後 夕方 午前 午後 夕方 午前 午後 夕方

3）

4）

5）

インフォ
メーション

大人 10

グッズ販売

１）

(ﾗﾝﾁ兼務)

中学生以上 20

　結いスクエアとは？今年５月、旧ピアゴ跡地２・３Ｆにオープンした文化施設です

　　・手の空いた時間でぽぉの着ぐるみを出動させる場合があります

　　・２Ｆ講習室が一般休憩所となるのでその清掃作業があります

公式グッズ、参加証ワッペンを販売

※　公演ごとにステージの準備や司会進行を行います

看護師
有資格者

スタッフ向けの食事と食事会場の運営

※　飯田文化会館は第五会議室、結いスクエアは２Ｆ調理教室での業務です

※　インフォメーションブースは飯田文化会館と結いスクエアへ設置

※　半日のみの参加を希望する方はこの業務への配属が主になります

※　セントラルパークの開場時間は11:00～17:00を予定しています

　　・他の業務とは集合時間が異なります。

※　入場待ち整理、予約確認、手指消毒、検温、客席案内等を行います

※　期間前にステージ資材運搬、ステージ準備などを予定しています

※　劇団員と一緒になってステージの組バラシを行う場合があります

※　上演機材の運搬を行う為自家用車の持ち込みをお願いする場合がありますが、

※　従事時間は応相談

セントラルパーク公演の運営

※　結いスクエア及び飯田文化会館へ公式グッズ類の販売ブースを設けます

　　・手の空いた時間でぽぉの着ぐるみを出動させる場合があります

パーク救護

※　屋外での業務がほとんどです

　　・感染症対策だけでなく、熱中症対策も十分行い運営します

　　・会場内でワッペンの販売を行います

パーク

若干名

中学生以上
（会場準備の

都合で早朝
集合の場合

あり）

ブースで来場者からの様々な問い合わせに対応

業務の概要

業務 募集数
(1日あたり)

セントラルパークの救護テント内において怪我人・病人の対応

舞台裏方

高校生以上
（朝7時から
業務開始の
場合あり）

※　公演後はロビー、公演会場、楽屋等の清掃作業があります

　　その際に走行距離１ｋｍあたり30円の燃料代を実行委員会でお支払いします

条件・時間等 内容　（各スタッフとも全体研修の他に個別研修があります）

４日（木） ５日（金） ６日（土）

観客受付

中学生以上
（公演時間に

合わせて
毎日変動）

60

10

本部公演の運営

60

2）

本部公演のステージ設営

希望日程○or△→

業務名；

地区公演 日時や人数、業務内容は各地区の公民館主事へお問い合わせください

希望業務おぼえ書

中高生が業務に従事する時間　中学生8:30～18:00　高校生8:30～20:00

７日（日）



 

いいだ人形劇フェスタ実行委員会 事務局 （〒395-0051 飯田市高羽町 5-5-1 飯田文化会館内） 

TEL.0265-23-3552  FAX.0265-23-3533  e-mail festa2022@iida-puppet.com 

登録する際の注意事項 

 

１) 飯田下伊那地域が長野県警戒レベル「５」でフェスタを中止、「４」で観客を限定した開催となります。 

２) 中止・限定開催は６月下旬以降に判断され、登録された方にはハガキ、メール、電話で連絡いたします。 

３) 中止になっても事前購入された参加証ワッペンの払い戻しは行いません。 

４) 登録用紙の中で、生年月日・性別・メールアドレス・携帯電話番号は任意ですが極力ご記入下さい。 

５) 希望する日時欄には原則として【午前】・【午後】・【夕方】を単位に、参加可能な日時に○、参加できるかもし

れない日時には△を記入して下さい。（何時でも良い場合は全てに○印です。） 

６) △を付けた日時も登録上は参加できる人と同じ扱いで配属されます。参加出来ない事が分かった段階で下

記問い合わせ先まで連絡を入れてください。 

７) 各業務で定員オーバーとなった場合、希望業務に就けない可能性もありますのでご了承ください。 

８) 定員オーバーとなった業務は、土曜日午後に参加可能な人が優先的に配置されます。 

９) 観客受付スタッフは午前のみ、午後のみの登録も可能です。他の業務は終日参加が原則です。 

１０) 12:00 をまたいで従事する場合は昼食、18:00 をまたいで従事する場合は夕食を提供します。 

１１) フェスタ期間中はサポートスタッフの皆さんも必ず参加証ワッペンを着用してください。  

１２) 未成年（高校生以下）の方は、同意書に必ず保護者の署名をお願いします。 Web 申込は保護者の同意を

取った事をプルダウンメニューから選択し、保護者情報を入力して下さい。 

１３) ７月上旬から順次本人宛に参加確認書が郵送されます。また、不明点などの確認のため自宅等に電話させ

ていただく場合があります。 

１４) 締切りを過ぎると事務処理の関係上、参加確認書が送れなくなる場合がありますので、締切日 7 月 1 日（金）

までに登録用紙あるいは web 申込みが届く様にしてください。 

１５) ７月１6 日（土）の 15:00～17:00 に実施予定の全体研修会及び、業務別研修会に極力参加してください。欠

席の方には資料をお送りしますので受取可能な住所を記載してください。また、ＰＤＦファイルをメールで送る

事も可能ですので、希望される方はメールアドレスをご記入下さい。 

１６) 万一事故が発生した場合、主催者は応急処置及び傷害保険に加入している範囲内で対応します。（下記

「ボランティア活動・傷害保険について」を参照してください。） 

１７) スタッフ登録に関する個人情報はフェスタ業務配属以外の用途には使用しません。 
 

 

■ ボランティア活動・傷害保険について 
いいだ人形劇フェスタのスタッフ登録をされた方全員、ボランティア活動・傷害保険に加入しています。 

＊ 傷害保険の対象者は：いいだ人形劇フェスタのスタッフ登録者全員 
＊ こんな事故のとき保険金をお支払いします。：いいだ人形劇フェスタのボランティア活動に参加するため、所

定の集合地で責任者の管理下に入ったときから、所定の解散地で解散するまでの間に偶然な事故によって、
ケガをした場合に保険金をお支払いします。 

＊ お支払いする保険金は 
  死亡・後遺障害保険金：1,000 万円   入院保険金日額：5,000 円   通院保険金日額：3,000 円 
①死亡保険金：ケガのため事故の日からその日を含めて１８０日以内にそのケガがもとで死亡された場合、死
亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 
②後遺障害保険金：ケガのため事故の日からその日を含めて１８０日以内にそのケガがもとで、身体の一部を
失い、またはその機能に重大な障害を残した場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の 

３～１００％をお支払いします。 
③入院保険金：事故の日からその日を含めて１８０日以内のそのケガによる入院の日数に対して、１日 5,000
円の入院保険金をお支払いします。 
④手術保険金：入院保険金が支払われる場合で、そのケガのために所定の手術を受けたとき、入院保険金
日額に、手術の種類に応じて定めた倍率（１０倍、２０倍、４０倍）を乗じた金額をお支払いします。 
⑤通院保険金：事故の日からその日を含めて１８０日以内の、そのケガによる通院の日数に対し、９０日を限
度として１日 3,000 円の通院保険金をお支払いします。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に
なおったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。 
・これらの保険金は、労災保険、健康保険、加害者からの賠償の有無に関係なくお支払いします。 
・上記①②の保険金は、合計して、保険期間を通じ、保険金額が限度となります。 

 
＊ 次のような場合は、保険金をお支払いできません。 

①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意によるケガ。 
②けんかや自殺・犯罪行為によるケガ。 
③地震・噴火・津波・戦争・その他の変乱によるケガ。 
④頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛で他覚症状のないもの。 
⑤熱中症などケガではなく一般に病気（COVID-19 含む）と呼ばれるもの、など。 

 

 

問い合わせ・送り先はこちら ↓ 




