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たつのアートシーン 2021
ボランティアスタッフ「おてっ隊」
募集要項
たつのを彩る２７日間をともに楽しみ、支えていただける、おてったいさん（お手伝いさ
ん）通称「おてっ隊」の方々を募集します。
アートが好き、イベントの内側を経験してみたい、芸術家や地元の方々と繋がり、新しい
刺激を受けたい。何らかのかたちで関わりたい！など、どのような方でも大歓迎！みんな
で一緒にたつのアートシーンを盛り上げてみませんか。
経験の有無は関係ありません。1 日からでも参加可能です。
会期前の準備期間（10 月頃）から終了の 11 月末まで、おもてなしの心をもって取り組ん
でいただける方を募集します。

たつのアートシーン 2021
アート展示・映像祭・パフォーミングイベントなど情緒溢れる“日本のふるさと”たつの城
下町（主に重要伝統的建造物群保存地区）を舞台に約 1 ヶ月間行われる秋の芸術祭です。
会期／

2021 年 11 月３日（水.祝）〜11 月 29 日（月）の 27 日間

会場／

兵庫県たつの市龍野町内数カ所

主催／

たつのアートシーン実行委員会（事務局：NPO 法人ひとまちあーと

活動期間／

内）

2021 年 10 月中頃〜11 月末

主な活動場所／各会場（重要伝統的建造物群保存地区エリア）及び、ひとまちあーと
事務所

活動内容／以下よりできることを、可能な範囲、期間で参加をお願いします。
●会期前
−イベント準備（ポスターやチラシの発送作業）
−動画作成・編集（会場で流す映像の字幕挿入作業など）
−機材準備（種類チェックや、色分け作業など）
−会場の設営・撤収（会場つくり、作品展示、機材搬入・搬出など）
●会期中

−展覧会運営（各会場でのご案内見守り、受付、清掃など）
−イベントサポート（ご案内・受付・イベント会場の設営、撤収など）
−アンケートの設置・回収・集計

参加要項／無償ボランティアとなります。
＊報酬・交通費の支給なし。
＊ボランティア保険は事務局負担で加入。
申込条件／
○たつのアートシーン実行委員会や NPO 法人ひとまちあーとの活動に興味、理解があ
り、積極的に参加いただける方。
○日本語でのコミュニケーションが可能な方。
○中学生以上。18 歳以下の場合は保護者の承諾があること。（承諾書を提出いただき
ます）
○活動にあたり、たつのアートシーン実行委員会の指示や連絡事項を遵守すること。
○事務局で行うコロナ感染症対策を遵守頂ける方。
○イベント運営にふさわしくない応募や活動には、登録や参加をお断りすることがあ
ります。
参加の流れ／
1 この募集要項、またホームページをよく読んでご確認ください。
2 たつのアートシーンホームページ「応募はこちら」、またはボランティア応
募フォームよりお申し込みください。
http://tatsuno-artscene.jp
（もしくは応募用紙をメール添付か FAX にてお送りください）
3 応募フォーム、メール、FAX を確認後、事務局よりメール・お電話にてご連
絡させていただきます。期間中のシフト希望をお伺いします。
4 ボランティア活動
ボランティアリーダーがサポートいたします。

応募締切／随時受付中 ＊上記スケジュールから遅れても参加可能です。
応募方法／下記ページの「応募はこちら」よりお申し込みください。
（もしくは応募用紙をメール添付、もしくは FAX にてお送りください。）

※イベント運営を通じて知り得た情報を本活動の目的以外には利用してはいけません。
※事前確認等はメール、オンラインを基本としますが難しい場合は他の方法で対応可能で
す。
※登録後も、実際に参加されるかは感染状況などをみながらご判断ください。
★開催や活動内容の詳細は新型コロナウィルスの感染状況に応じて判断し、みなさまの意
見も伺いながら、十分な感染対策を講じた上で進めてまいります。
不安な点や質問などございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。
E-mail：info@tatsuno-artscene.jp

たつのアートシーン 2021 ボランティアスタッフ「おてっ隊」応募用紙
1. 氏名(ふりがな)／
2. 生年月日／西暦 年 月 日生まれ
3. 性別／男・女・無回答
4. 電話番号(連絡のつきやすい番号)／
5. メールアドレス(事務局からの連絡に使用します)／
6. 住所／〒
7. 今回の募集を何で知りましたか？／
8. スマートフォンやタブレット端末(iPad など)はお持ちですか？／はい ・ い
いえ
9. ボランティア可能日を○でご記入ください
（今、わかる範囲でかまいません。未定での応募も可能です）
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備考：午前のみ、午後のみ、未定等あればご記入ください

10. 自己紹介文(得意分野、興味のある活動、これまでの活動経験、学んでい
ること、学びたいことなど)あればご記入ください。

11. その他、事務局に伝えておきたいことがあればご記入ください。

12.「たつのアートシーン 2021 ボランティアスタッフ規約」に同意いただけ
ますか？／はい ・ いいえ

ご記入後、FAX(0791-72-9039)またはメール(info@tatsuno-artscene.jp)にてたつのアートシーン実行
委員会事務局（NPO 法人ひとまちあーと 内）(担当:木元)までご提出ください。
〈個人情報保護について〉 ご登録いただいた個人情報は、適切に管理し、第三者に開示・提供すること
は一切ありません。 たつのアートシーン実行委員会の業務に関する連絡、案内のみに使用します。

〔お問い合わせ・ボランティア応募先〕
たつのアートシーン実行委員会事務局（NPO 法人ひとまちあーと 内）
〒679-4161 兵庫県たつの市龍野町日山 437
TEL：0791-63-5001 FAX：0791-72-9039 E-mail：info@tatsuno-artscene.jp

たつのアートシーン

2021

ボランティアスタッフ

規約

(目的)
第1条
この規約は、たつのアートシーン 2021 におけるボランティアスタッフに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条
規約における名称を「ボランティアスタッフ」とする。
(申し込み資格)
第3条
1 たつのアートシーン実行委員会や NPO 法人ひとまちあーとの活動に興味、理解があり、積極的に参加いただける
方。
2 日本語でのコミュニケーションが可能な方。
3 中学生以上。18 歳以下の場合は保護者の承諾があること。（承諾書を提出いただきます）
4 活動にあたり、たつのアートシーン実行委員会の指示や連絡事項を遵守いただける方。
5 事務局で行うコロナ感染症対策を遵守頂ける方。
(活動内容)
第4条
ボランティアスタッフは、次に挙げる活動内容よりできることを可能な範囲で行うものとする。
1 事前準備（ポスターやチラシの発送作業、機材準備など）
2 動画作成・編集（会場で流す映像の字幕挿入作業など）
3 展覧会運営（各会場でのご案内見守り、受付、清掃、アンケート管理など）
4 展覧会設営・撤収（会場つくり、作品展示、機材搬入・搬出など）
5 イベント補助（イベント時の案内・受付・イベント会場設営/撤収補佐など）
6 その他、運営に付随する活動
(守秘義務)
第5条
ボランティアスタッフは、以下の事項を誠実に守るものとする。
1 活動中に知り得た機密情報、事務局の情報資産・個人情報、他社およびお客様の情報資産・個人情報などを、事務局
の許可なく発表、公開、漏洩、利用しないこと。
2 活動終了後も、活動中同様に、前項を遵守すること。
3 個人情報は細心の注意を払い、個人情報保護法の規定の範囲を超えた利用をしないこと。
(申し込み方法)
第6条
たつのアートシーン 2021 のホームページ上の応募フォームより応募。もしくは申込書をメール添付か FAX のいずれかの
方法で応募するものとする。(必要項目が記入されていない場合は不受理とする。)
(登録期間)
第7条
登録の有効期間は登録申請受理後、2021 年 11 月 30 日までとする。
(登録の抹消)
第8条
事務局は次のような場合、有効期間中であっても登録を抹消することができる。
1 本人から退会の申し出があった場合。
2 ボランティアスタッフとしてとしてふさわしくない言動があった場合。
3 申し込み資格がないことが判明した場合。
4 政治、宗教、営業、勧誘等の活動の場として利用した場合。

5

その他、事務局が不適切と判断する行為を行った場合。

(事務局の責任範囲及び免責)
第9条
1 本活動への参加は、ボランティアスタッフの自己責任で行うものする。
2 事務局は第 4 条に掲げる活動に対して、ボランティア保険に加入し、活動時間内、および事務局に任命された任務を
遂行中に起きた損害賠償に対しての保険保証をする。ボランティア活動場所への通常の経路による往復途上も含まれ
る。天災(地震・噴火・津波)によるケガは補償対象外。
3 本活動の参加に関連して、ボランティアスタッフが他のスタッフもしくは第三者に対して故意に損害を与えた場合、
またはボランティアスタッフと他のスタッフ、もしくは第三者の間に紛争が生じた場合、 事務局は一切責任を負わ
ないものとし、当該ボランティアスタッフは自己の費用と責任でかかる損害を賠償、もしくはかかる紛争を解決し、
事務局に損害・負担を与えないよう、適切な措置を講じなければならないものとする。
4 本活動の参加に関連して、ボランティアスタッフが会場備品や作品を故意により破損した場合、当該ボランティアス
タッフは自己の費用と責任で、かかる損害を事務局に損害・負担を与えないよう賠償しなければならないものとす
る。
(ボランティアスタッフの権利)
第 10 条
1 ボランティアスタッフ活動の記録として事務局が撮影した写真や映像についての権利（肖像権も含む）は全て事務局
に帰属し、事務局はこれを広報や報告の為に無断かつ無期限に使用し公開できるものとする。なおボランティアスタ
ッフより、自身の写った画像使用取り下げの申し出があった場合、事務局はその要求に応じるものとする。
2 活動中にボランティアスタッフが作成した文書や画像や企画等の成果物の著作権は事務局に帰属する。事務局は事業
の広報、記録、報告等のために必要な範囲で、これを無償かつ通知を要せず無期限に自由に利用する権利を有するも
のとする。
(個人情報)
第 11 条
登録された個人情報は適切に管理し、第三者に開示・提供することは一切せず、本活動の業務に関する連絡、案内のみに
使用する。
(その他)
第 12 条
この要項に定めるもののほか、必要な事項は事務局が別に定めるものとする。
附則
この規約は、2021 年 10 月 1 日より施行する。
たつのアートシーン実行委員会事務局（NPO 法人ひとまちあーと 内）
〒679-4161 兵庫県たつの市龍野町日山 437
TEL：0791-63-5001 FAX：0791-72-9039 E-mail：info@tatsuno-artscene.jp

