
令和5年度大野城まどかぴあ芸術助成事業　申込書 提出日 受付No.

〈様式1〉企画者について 【作成時の注意事項・記入例】

（ふりがな） 代表者印

（ふりがな）

（ふりがな）

自宅

携帯

（ふりがな）

自宅 FAX

携帯

活動メンバー
・

人数

主な活動拠点

活動目的

活動履歴

※これまでの活動について記入してください。（箇条書きも可）

※団体所在地、コンサート／展覧会等の開催地を記入してください。（箇条書きも可）

000-0000-0000

企
画
者
概
要

※別添可（別添する場合も空欄にせず、要約・抜粋して記入してください。）

※活動拠点がない場合は、今後予定している活動拠点を記入してください。

※活動歴がない場合は、その旨を記入してください。

※団体の場合のみ、団体の主要メンバーの氏名と活動人数を記入してください。（団体名簿がある場合は添付も可）

ホームページ等
（URL記載）

※ホームページ等がない場合は、記入の必要はありません。

成人代表者印企
画
者

担
当
者

担当者名
おおのじょう　まどか

大野城　まどか

住所
〒000-000

メールアドレス
（携帯電話のアドレスは不可）

○○〇〇＠○○○○.com

〇〇県〇〇市〇〇町0-0-0

電話番号
000-000-000 なし

代表者名
※団体の場合のみ

おおのじょう　まどか

大野城　まどか

成人代表者名
※未成年の場合のみ

令和5年　　　月　　　日

団体（個人）名

おおのじょうおんがくかいじっこういいんかい

大野城音楽会実行委員会

※「受付No.」はまどかぴあが記入します

電話番号
000-000-000

生年月日
000-0000-0000

住所
〒000-000

〇〇県〇〇市〇〇町0-0-0

大・昭・平　　〇年　〇月　〇日



令和5年度大野城まどかぴあ芸術助成事業　申込書

〈様式2〉企画事業実施計画書
企画者名 ：　 ※〈様式1〉の団体（個人）名を記入

（ ）

（ ）

出演者

スタッフ

※理由を明記してください（原則有料）

　一般前売 2,000 円 グランド会員 1,800 円

　当日 2,500 円 高校生以下 円

その他（ ） 円

（　　　　　　　　）枚

ワークショップ：100人

チケット取り扱い チケット発売日

日時 日時

※搬入出及びリハーサル・ゲネプロ（1回）を含む準備2日＋本番まで使用可能です。

　　　2024年1月29日（月）～2月4日（日）　　※最長7日間

上記以外の使用希望会場・日時 ※施設使用料が必要となります。施設の空き状況により、希望の日時・会場を使用できない場合があります。

使用可能日程

大ホール／楽屋1～3 　　　2023年12月21日（木）～12月24日（日）　  ※最長4日間

小ホール／楽屋4 　　　2023年12月11日（月）～12月17日（日）　※最長7日間

リハーサル
ゲネプロ

公演等
（※展覧会は会期）

ふりがな

企画事業名

形態
(該当するものに✔)

ジャンル
(該当するものに✔)

※採択された場合、本欄の企画事業名がまどかぴあ情報誌等に掲載されます。

実施日時

多目的ホール

実施会場
(いずれか1つに✔)

会場

企画内容

※企画の趣旨・目的、対象（年齢層や一般／親子向け等）を明確かつ簡潔に記入してください。

入場者等見込数
広報計画

※該当する項目に✓

料金設定
（入場料・参加料）

※該当する項目に✓

〇〇〇〇（ピアノ／〇〇楽団／大野城市）、〇〇〇〇（ヴァイオリン／〇〇楽団／福岡市）　等

音響：〇〇〇〇（〇〇音響会社／大野城市）、照明：〇〇〇〇（〇〇照明会社／福岡市）
大道具：〇〇〇〇（〇〇舞台／福岡市）　等

※内容を具体的に記入してください。
　（公演の場合：演目、曲目、あらすじ 等）
　（展覧会の場合：作品点数、作者、作品名、作品サイズ、所有者 等）

※付帯イベントがある場合、その内容も記入してください。
※本事業では、市民参加が必須となります。市民参加の要素を具体的に記入してください。

※入場者数、ワークショップ等の参加者数を記載

理由：

※まどかぴあ友の会会員への割引適用が可能な場合は記入してください（一般前売の1割引程度）

※客演の場合、「氏名（楽器名等／所属先／所在地）」と記入してください。主催団体構成員については（主催団体）としてください。

※外部委託の場合、「部門・氏名（所属先／所在地）」を記入してください。

企画の趣旨・目的

※詳細な企画書・補足資料の添付可。別添の場合も空欄にせず、要約・抜粋して記入してください。

公演：450人（一般300人、グランド会員150人）

企画のPR

応募の動機

※提案する企画のアピールポイントを簡潔に記入してください。

※本助成事業への応募動機を簡潔に記入してください。

チケット販売
・

参加者募集計画

● 〇〇楽団販売

● 大野城まどかぴあ

●

●グランド会員先行（任意）

●一般

　　２００　枚

　　２００　枚

　　　　　　枚

　　〇月　　〇日　（　〇　）

　　〇月　　〇日　（　〇　）

※グランド会員先行発売が可能な場合、一般発売より1週間程度前の日程を記入してください。

● ローソンチケット 　　　５０　枚 ● 　　　　月　　　　　　日　（　　　　　）

令和5年度大野城まどかぴあ芸術助成事業 ※左記の冠は、採択された場合に事業実施における印刷物の全てに記載いただきます。

2023年　12月22日（金）

13:00～17:00

2023年　12月23日（土）

13:30開場／14:00開演～16:00終演

2023年　12月22日（金）

9:00～12:00

2023年　12月23日（土）

17:00～18:00

搬入

搬出

音楽 演劇 美術 伝統芸能 映画 ダンス

その他

公演 展覧会 ワークショップ 上映会 講演会

その他

候補A

候補B

候補C

有料 無料

チラシ・ポスター ＤМ

ＳＮＳ （ Twitter、Instagram、Facebook など ）

その他 （ ）

作成時の注意事項・記入例



令和5年度大野城まどかぴあ芸術助成事業　申込書

〈様式3-1〉予算書　（収入明細）
企画者名 ： ※〈様式1〉の団体（個人）名を記入

＜　　収　　入　　＞

※支出総額【③＋④】（様式3-2）と収入小計【①】の差額が自己負担金となります

科目 予算額（円） 積算内訳

入場料 **,***

*,***円 一般 *,***円×〇人＝*,***円

*,***円 グランド会員 *,***円×〇人＝*,***円

参加料 *,***

*,***円 ワークショップ参加料 ***円×○人＝*,***円

協賛金 ***円×〇件＝*,***円*,***円

プログラム販売 ***円×〇冊＝*,***円

収入総額　【①＋②】 ***,***
※収入総額【①＋②】は、支出総額【③＋④】（様式3-2）と同額にしてください

収入小計　【①】 **,***

自己負担金　【②】 ***,***

その他収入
（広告料・協賛金・プログ
ラム等販売収入、助成金

等）

**,***

*,***円 チラシ広告掲載 ***円×〇件＝*,***円

*,***円

作成時の注意事項・記入例

※異なる券種がある場合は、券種別に記入してください。

※当該事業以外のプログラム・DVD・グッズ等の売上は計上不要です。

※物品販売を行う場合、売上総額の5%を手数料としてまどかぴあに

支払う必要があります。

※当該事業への寄付金・協賛金のみ記入してください。

※本助成事業の他に助成金申請中の場合は、名称と助成金見込額

を記入してください。



令和5年度大野城まどかぴあ芸術助成事業　申込書

〈様式3-2〉予算書　（支出明細）
企画者名 ： ※〈様式1〉の団体（個人）名を記入

＜　　支　　出　　＞ ※別紙「対象（対象外）経費一覧」を参照してください。

科目 予算額（円） 積算内訳

**,***円 調律料（リハーサル立ち合い含む） **,***円
音楽費 **,***

**,***円 編曲料 **,***円

出演費 **,***
**,***円 ソリスト出演料 **,***円×〇人＝**,***円

会場費 *,***
*,***円 リハーサル室１使用料 *,***円

文芸費 **,***
**,***円 舞台監督料 **,***円×〇日＝**,***円

謝金 **,***

**,***円 受付スタッフ（本番） *,***円×〇人＝**,***円

舞台費 **,***

**,***円 音響スタッフ *,***円×〇人×〇日＝**,***円

**,***円 照明スタッフ *,***円×〇人×〇日＝**,***円

旅費・交通費 **,***

**,***円 宿泊費 *,***円×〇人＝**,***円

*,***円 電車代（〇駅↔〇駅） ***円×〇人×〇回＝*,***円

＜上限金額＞ 大ホール 50万円／小ホール・多目的ホール 各20万円

支出小計　【③】
（助成対象経費合計）

**,***

支出総額　【③＋④】 ***,***
※支出総額【③＋④】は、収入総額【①＋②】（様式3-1）と同額にしてください

助成対象外経費　【④】 **,***

***円 収入印紙代（契約用） ***円×〇件＝***円

*,***円 弁当代（本番） ***円×〇個＝*,***円

***円 振込手数料 ***円

円

感染症対策経費
申請額

（※千円未満切捨て）
**,***

※当該事業における新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る費
用について、別枠で助成対象経費とします。

＜上限金額＞ 大ホール・小ホール・多目的ホール 各5万円

感染症対策経費 **,***

***円 消毒用アルコール液 ***円×〇本＝***円

**,***円 出演者PCR検査代 *,***円×〇人＝**,***円

助成金申請額
（※千円未満切捨て） ***,***

※申請額は、助成対象経費【③】の2分の1以内かつ自己負担金
【②】（様式3-1）の範囲内の金額を記入してください。

円

*,***円 プレイガイド委託手数料 *,***円

*,***円 物品販売手数料 *,***円

宣伝費・印刷費 **,***

その他
（手数料・借上料・保険

料・通信運搬費等）
*,***

**,***円 チラシ印刷代 **,***円

**,***円 広告掲載料（新聞） **,***円

**,***円 プログラム印刷代 **,***円

*,***円 チラシ送付代 *,***円

作成時の注意事項・記入例


