
             
『第 1回昭和 趣味じまんの広場』 開催について（ご案内） 

出店募集要項 
 
1．趣旨 
 各種の技術発展は、私達をとりまく環境に日々刻々と変化をおこしています。仕事の分野 

においてはいうまでもなく、日常生活全般にわたり、変化は顕著です。 

「アナログからデジタルへ」と象徴的に表現され、日々の生活は豊かになりましたが、便

利さを享受する一方で失われていくものがあるのも事実です。 

戦後に生まれ、ものづくりの意欲にあふれた時代・・・高度経済成長期を経験した団塊の 

世代は、昨今のデジタル化にはとまどいながらも何とか対応しつつ、いわゆるアナログ時 

代の趣味に魅了され、絶滅危惧種だと知りながらも、これを生涯の楽しみして生活を楽し 

んでいる人たちが大勢います。 

そこで、私達はこの度、『昭和 趣味じまんの広場』の開催を計画いたしました。それぞ 

れ自慢の品々を展示し、お互いの趣味を、楽しみ方を自慢しあいましょう。 

仮にハードはなくなってもそれを趣味として楽しむ心は今も昔も普遍だと確信し、楽しみ 

方の極意を次の世代に伝えていこうではありませんか！ 

趣味じまんの広場 製作委員会 

 
2. 開催日時・場所  
  第 1 回目 平成 27 年 11 月 14 日（土）10：00～21：00（荒天時のみ中止） 
       ＊場所：清水駅東口駐車場広場 
                 
3．募集要項 
  ・１ブース 2ｍ×2ｍ 
  ・出店料  1,500 円/ブース 
        テント、什器、備品類は出店者サイドでご用意ください 
  ・募集数  趣味じまん、パフォーマンス、地産地消部門合わせて 20 ブース 

1）【趣味じまん部門】 ・・・・・・・ 10 ブース 
16ｍｍフィルム映画、アマチュア無線機器類＆パーツ、レコードプ レ

ーヤーなどの音響機器、真空管アンプ、スピーカー、鉱石ラジオ、ゲル

マニウムラジオ、真空管ラジオ、BCL ラジオ、プラモデル、鉄道模型な

ど模型類、おもちゃ類、カメラ、木工工作関連、道具類、ギターなど手

作り楽器類、パソコン類、ジャンク部品類、アナログ時計、海外衛星受

信、各種修理自慢 など 
2）【パフォーマンス部門】 ・・・・・ 5 ブース 
音楽演奏、ダンスなど  

3）【地産地消部門】 ・・・・・・・・ 5 ブース 
自慢の農産品、 あっ朝市実行委員会 など  

  ・主催   静岡ビルサービス・静岡市まちづくり公社共同企業体 
  ・事務局  静岡市まちづくり公社 まちづくり支援課 清水出張所 
 



             
・企画運営  趣味じまんの広場 製作委員会（団塊本舗しずおか、あっ朝市実行委員会、 

静岡リサイクル協会、カントリー企画） 
・申込方法 所定の出店申込書必要事項をご記入の上、直接または郵送、FAX、メール 

でお申込下さい。 
静岡市まちづくり公社 まちづくり支援課 清水出張所 
〒424-0823 静岡市清水区島崎町 223 清水テルサ 2Ｆ 
（℡）054－351－8337  （FAX） 054－333－5251 
（メール）horikawa@s-ppc.com 

・申込締切 平成 27 年 10 月 13 日（火）必着 ※日にち厳守のこと 
        「出店申込書」、および「反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確 

約書」を FAX もしくはメールにてご送付ください。 
        尚、応募者が定員以上の場合、出店できない場合がありますのでご了承く

ださい。※下記 出店における留意事項もご参照ください。 
・問い合せ 静岡市まちづくり公社 まちづくり支援課 清水出張所 堀川 

〒424-0823 静岡市清水区島崎町 223 清水テルサ 2Ｆ 
（℡）054－351－8337  （FAX） 054－333－5251 
（メール）horikawa@s-ppc.com 

 
 
 

出店における留意事項 
 

１． 出店者は主催者（企画運営者）の指示に従ってください。 
２． 出店場所は主催者（企画運営者）が指定します。 
３． 出店者個々の営業に必要な許認可等は、出店者の責任において対応いただくようお願

いします。必要に応じて許可書等の写しのご提出をお願いする場合があります。 
４． 電気、ガス、水道は供給できかねます。照明・テント・電源等の営業に必要な設備は

すべて自己で用意してください。火器を使用する場合は必ず消火器を持参願います。 
５． 販売品目を変更する場合は、あらかじめ主催者（企画運営者）にお届けください。 
６． 出店者におかれましては、ゴミ箱がございませんので、予めゴミ箱（袋）などを備え

るなど、ゴミの回収にご配慮願います。また養生をお願いいたします。 
７． 営業終了時には、周辺の清掃をお願いします。 
８． 搬入・搬出に際しては、主催者（企画運営者）の指示・経路に従い最徐行で行います。 
９． 出店に関する事故等について主催者（企画運営者）は責任を負いかねます。 
１０． 来場者、出店者との間で生じたトラブル・クレームは責任もって出店者が、誠意あ

る対応をお願いいたします。 
１１． お客様からクレームがあった場合は、直接、関係出店者にその内容をお伝えし、改

善・出店取り消しをお願いする場合があります。 



             
 
 
第 1 回昭和 趣味じまんの広場 出店申込書 
 
第 1 回昭和 趣味じまんの広場の申込をします。 

出 店 者 

（ふりがな） 

（氏名） 

（住所）〒 

 
 

（電話）                （FAX） 

（e-mail）                     

（携帯）※中止連絡・問合せ等、連絡の取れる番号を記載してください 

（生年月日）  （昭和・平成）    年     月     日生 

（性別）     男性    女性               (参加人数) 

参加部門 
趣味じまん部門 
パフォーマンス部門 
地産地消部門 

販売品目詳細 
（全てご記入く

ださい） 

 
 
 

火器の使用 

          有  ・  無 
 
（使用する火器                            ） 
 例：カセットコンロ、ガス器具、炭、ホットプレート等 

発電機の使用            有  ・  無 

車両ナンバー メーカー名・車両名・ナンバー （例：ダイハツ ハイゼット 静岡 480 あ 1234） 

 
                                  

書類確認欄 
（事務局記入） 
右の書類は提出され

ていますか。 

□「反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」 
□「身分証明添付欄」 
□「露店営業許可証」「各製造許可証」等必要許可証 

※記載情報は「昭和 趣味じまんの広場」実施の目的に利用します。 

 

 

FAX 054-333-5251 



             
 

 

 

第 1 回昭和 趣味じまんの広場出店申込書 
 
第 1 回昭和 趣味じまんの広場の申込をします。 

出 店 者 

（ふりがな）   しゅみ はなこ 

（氏名）     趣味 ハナコ 

（住所）〒420-0035 

       静岡市清水区旭町 100-100 

（電話）054-123-4567       （FAX）054-123-4567  

（e-mail）○○○＠×××.net.jp 

（携帯）※中止連絡・問合せ等、連絡の取れる番号を記載してください 

     090-9876-5432 

（生年月日）  （昭和・平成）  30 年  6 月   1 日生 

（性別）     男性    女性          (参加人数)   2名  

主な販売品目 
趣味じまん部門 
パフォーマンス部門 
地産地消部門 

販売品目詳細 
（全てご記入く

ださい） 

かぼちゃ、トマト、ナス、きゅうり、枝豆、にんにく、おくら、ネギ 

火器の使用 

          有  ・  無 
 
（使用する火器  ホットプレート                 ） 
 例：カセットコンロ、ガス器具、炭、ホットプレート等 

発電機の使用            有  ・  無 

車両ナンバー メーカー名・車両名・ナンバー （例：ダイハツ ハイゼット 静岡 480 あ 1234） 

 

      スズキ  キャリィトラック  静岡 480 い 7890                              

書類確認欄 
（事務局記入） 
右の書類は提出され

ていますか。 

□「反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」 
□「身分証明添付欄」 
□「露店営業許可証」「各製造許可証」等必要許可証 

※記載情報は「昭和 趣味じまんの広場」実施の目的に利用します。 

 

 

FAX 054-333-5251 

赤字の部分の記載願います 



             
反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書 

 
静岡ビルサービス・静岡市まちづくり公社共同企業体 殿 
 
 
  
 私〔当社〕は、「昭和 趣味じまん広場」出店に関し、現在又は将来にわたり下記に該当せず、また出店に

あたっては下記に該当するものを排除することを誓約します。 
この誓約が虚偽であり、また、この誓約に反したことにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切

申し立てません。 
 
1. 私は、現在または将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明・確約い

たします。 
  ①暴力団 
  ②暴力団員 
  ③その他前各号に準ずる者 
 
2. 私は、現在または将来にわたって、前項の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者（以

下「反社会的勢力等」という。）と次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明、確約いたします。 
  ①前項に規定する者によって、その経営を支配される関係 
  ②前項に規定する者が、その経営に実質的に関与している関係 
  ③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を与えるなど、 
   反社会的勢力等を利用する関係 
  ④前項に規定する者に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係 
  ⑤その他前項に規定する者との社会的に非難されるべき関係 
 
3. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかの行為も行なわないことを表明、確約します。 
  ①暴力的な要求行為 
  ②法的な責任を超えた不当な要求行為 
  ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
  ④風説を流布し、偽計または威力を用いてイベントに関わる主催者または関係機関の信用を 
   毀損し、または主催者および関係機関の業務を妨害する行為 
  ⑤その他前各号に準ずる行為 
 
4. 私は、これら各項目のいずれかに反したと認められることが判明した場合およびこの表明・確約が虚偽の

申告であることが判明した場合は、催告なしでこの取引が停止されまたは解約されても一切異議を申し立てず、

また、賠償ないし補償を求めないとともに、これにより損害が生じた場合は、一切私の責任とすることを表明、

確約いたします。 
 
5. 私は、上記に該当しないことを確認する為、主催者である静岡ビルサービス・静岡市まちづくり公社共同

企業体が履歴事項全部証明書、出店者に関する名簿などの提出を求められたときは、直ちに提出します。又、

当方の個人情報について、静岡ビルサービス・静岡市まちづくり公社共同企業体が警察当局へ情報提供するこ

とに同意します。 
この誓約に反した場合、出店を取消しされても異議は一切申し立てません。 
 
 

（署名日）平成  年  月  日 
     住所                                   
           
     生年月日                                 
 
     ふりがな 
     署名                         性別（男性・女性） 



             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

            

身分証明書添付欄 
 
①運転免許証等の身分を証明できるものを貼付すること。 
なお住所が記載されていない証明書にあっては、住民票を提出すること。 
 
②本イベントに出店履歴があり、前回提出した身分証明書の記載内容に変更がない場

合は、下記署名欄に署名をもって替えることができる。 
 
        前回提出した証明書に変更はありません。 
 
                 ふりがな 
 
                 （署名）                   


