」

２０１6．10．16（日）12：30 ～ 16：30
会

場

午前中

大阪カテドラル聖マリア大聖堂（雨天決行）
各教派で礼拝

（カテドラル

ミサ 11 時）

＊出店ご希望の方は下記連絡先までお問い合わせください。
＊当日の礼拝については、各キリスト教会にお問い合わせください。
＊駐車場はありません。公共交通機関または近隣のコインパーキングをご利用ください。

共

催 ： カトリック大阪大司教区
外国人との共生をめざす関西キリスト教代表者会議
外国人との共生をめざす関西キリスト教連絡協議会
後
援 ： 外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会
連 絡 先 ： カトリック大阪大司教区「国際協力の日」準備会
TEL : 06-6942-1784 FAX : 06-6920-2203

外国人との共生をめざす関西キリスト教代表者会議

大阪キリスト教連合会議長
カトリック大阪大司教区大司教
カトリック京都司教区司教
在日大韓基督教会西部地方会会長
在日大韓基督教会関西地方会会長
日本キリスト教会近畿中会議長
日本基督教団大阪教区総会議長
日本基督教団京都教区総会議長
日本基督教団兵庫教区総会議長
日本自由メソヂスト教団総会議長
日本聖公会大阪教区主教
日本聖公会京都教区主教
日本聖公会神戸教区主教
日本バプテスト同盟関西部会部会長
日本バプテスト連盟関西地方教会連合会長
日本福音ルーテル教会西教区教区長

【 出店申し込み用紙 】
「国際協力の日」準備会 宛
〒540-0004
大阪市中央区玉造 2-24-22
カトリック大阪大司教区事務局
Tel :06（6942）1784 Fax :06（6920）2203

E－mail ：sinapis@osaka.catholic. jp

〆切日 10 月 3 日必着

！注意事項
・当日、出店料 3,000 円を本部にてお支払いください。
・出店の純利益が出た場合はその 10%を交流会の運営費に
充当いたしますので、予めご了承ください。
・各店にテーブル 1 台 椅子 2 脚のみ設置いたします。
足りない場合は各自でご用意ください。
・ゴミ袋は各自ご用意いただき、設置してください。
・電源・水はありません。

＊記入漏れのないようお願い致します。
内容（詳しく丁寧にご記入ください）
出店責任者のお名前
所属・グループ名
住所 〒

電話

FAX

販売品名と数量

例）お好み焼き100 枚・ビール100 本

持ち込み物

例）荷台・携帯コンロ・紙皿・割り箸･ゴミ袋（４５L 10 枚）

搬出入許可証 発行申し込み ＜必要な方のみ記入＞（1 ブースにつき一台分発行）
希望者のお名前
郵送先
当日連絡のとれる
携帯電話番号

〒

－

－

車種
例）トヨタ カローラ

車両ナンバー
例）なにわ500 あ１２－３４

駐車スペースはありません。

送信者名
送信日：
TEL：
FAX：

月

日

2016.9

出店の申し込みについて
交流会では、毎年国際色豊かな歌・踊り・料理などで会場が賑います。
ふるってご参加ください。
◆ 以下の注意事項をお読みください。
１． 出店数に限りがございます。申し込みがいっぱいになりましたら受付を終了させて
いただきます。あらかじめご了承ください。
晴雨とも出店・ステージ全てカテドラル敷地内駐車場にておこないます。
２． 当日、交流会開始前に本部にて出店料 3,000 円を、また交流会終了後、
純利益の 10％をコミッションとして本部にお支払いただきます。
ご了承ください。
３． 各出店に長机１台と折り畳み椅子２脚を用意します。
その他は各自ご用意ください。（ブーススペースは大テント半分

横 2.7×奥 3.4 ）

４．プロパンガスを使用されるブースは、別にお伝えすることがありますので、必ず、
ご一報ください。
５． 電源・水はありません。
６． 当日は駐車スペースがありません。周辺道路には駐車されないようお願いします。
なお、搬出入のために車を利用される方には、「搬出入許可証」を発行します。
(締切日 10 月 3 日以降に郵送)当日、入場の際ダッシュボードに置いてご提示くだ
さい。搬入車両は、入場後荷物を降ろし、誘導に従ってすみやかに退出ください。
駐車場は近隣のパーキング（料金は各自負担）をご紹介します。
７． ゴミ袋は各自用意してください。出店側に設置してください。
（机の前にガムﾃｰﾌﾟでとめるなどの簡単なゴミ入れで結構です。）
各自グループから出たゴミは必ずお持ち帰りください。
会場、あるいは会場周辺には絶対に放置しないでください。
８． 衛生面には十分に注意してください。
（手洗い等 また調理の際はよく火を通してください。）
９． 府、市、区の勧告、または教区の判断により催しを中止する場合があります。
ご了承ください。 例）災害、インフルエンザの流行など
１０． 11 時よりカテドラルにてミサが行われます。ミサが終了するまでは、販売、飲食
はできません。イベント開始時間を厳守してください。

申し込みの締め切りは出店・ステージとも

10 月 3 日（月）必着です。

【 舞台出演申し込み用紙 】

（〆切日 10 月 3 日必着）

! 注意事項

「国際協力の日」準備会 宛
〒540－0004
・出演時間は１グループ 約８分です。
大阪市中央区玉造２－２４－２２
・雨天の場合はステージにテントをはります。
カトリック大阪大司教区 事務局
・ステージ出演をご希望の方は、当日使用する物
Tel０６（６９４２）１７８４
fax ０６（６９２０）２２０３
（楽器・コード･マイクなど）を詳しくご記入ください。
E-Mail sinapis@osaka.catholic.jp
・ＣＤ盤、カセット等は各自準備してください。
ミキサーはこちらで設置いたします。

＊申し込み〆切は 10 月 3 日必着ですが、出演数に達しましたら申し込み受付を終了させていただきます。
あらかじめご了承ください。

内容（できるだけ詳しくご記入ください）
例）エレキギター ３本
タンバリン４個
アンプ２台
キーボード １台
マイク２本

人数
―――――――

出演グループ名
（責任者名：当日出席する方）

（責任者：

）

〒

住所

電話

ファックス

搬出入許可証

希望する

必要ない （←どちらかに○をしてください）

許可証希望者お名前
車種

登録車両ナンバー

例）ホンダ フィット

例）なにわ 501 か 12-34

連絡先（当日連絡のとれる携帯電話番号）

送信者名
カテドラルは駐車できません。

送信日：
TEL：
FAX：

月

日

名

2016.9

舞台出演の申し込みについて
交流会では、毎年国際色豊かな歌・踊り・料理などで会場が賑います。
ふるってご参加ください。
◆ 以下の注意事項をお読みください。
１． 出演数に限りがございます。申し込みがいっぱいになりましたら受付を終了
させていただきます。あらかじめご了承ください。出店・ステージ全て駐車
場内にておこないます。雨天の場合もステージにテントを張って行います。
２．当日は駐車スペースがありません。周辺道路には駐車されないようお願い
いたします。なお、搬出入のために車を利用される方には、「搬出入許可証」
を発行します。(締切日 10 月 3 日以降に郵送)当日、ダッシュボードに置いて
ご提示ください。
搬入車両は、入場後荷物を降ろし、誘導に従ってすみやかにご退出ください。
駐車場は近隣のパーキング（料金は自己負担）へお願いします。
３． 府、市、区の勧告、または教区の判断により催しを中止する場合があります。
ご了承ください。 例）災害、インフルエンザの流行など
4．ステージは下図の通り、大聖堂に向かって東側、教区事務局前に設置いたし
ます。出演時間は 1 グループにつき 8 分です。
会場 （カテドラル駐車場）

申し込みの締め切りは出店・ステージとも

10 月 3 日（月）必着です。

