


第 12 回三島バル開催スケジュール 

１．開催日時 2020 年 10 月 19 日（月）～25 日（日）7 日開催 
２．主  催 三島バル実行委員会 
実行委員長：川村結里子 所在地：〒411-0858 三島市中央町４－１９ 
TEL:055-955-7750 E-mail:musubiya@me.com 

３. 各種連絡はL I N Eグループを中心に行います。以下▼のQRコードから登録をお願いします。 
   ※L I N E を使用できない方は、 
  エントリーシートにて 
  メール又は F A X をご選択ください。 

 
<第 12 回三島バルスケジュール＞ 

日  時  時  間 会  場 
8 月 31 日（月） エントリー 

締め切り 
エントリーシート 
写真データ提出 

Fax 又はメールにて 
エントリーをお願いします 

9 月 1 日（火）～ 
9 月８日（火） 

マップ校正 ① 三島バル参加店舗の
Facebook グループ 
LINE でのチェック 
 
②地区実行委員店舗に
て、プリントアウトした
マップでのチェック 

②をご希望の店舗は、 
ご自身の店舗の該当エリアを「三島
バルエリア分け」にて確認の上、エ
リア担当の地区実行委員の店舗へ
来ていただきバルマップのチェッ
クをお願い致します。 
（バル村参加店舗を除く） 
※店舗により定休日その他不在の
時間帯もございます。事前に確認を
入れるなどご注意ください。 

A ：9 月 22 日（火） 
 
 
B ：9 月 23 日（水） 
※どちらかの日程 

三島バル会議 
前売り券・マッ
プ配布、バルメ
ニュー用紙・当
日チケット等 

どちらの日程も 

15：00-16：30 
 
 
 

会場：みしまプラザホテル 
対象：駅前・大社町・田町・本町・バ
ル村 
 
会場：みしまプラザホテル 
対象：広小路 北・南 

9 月 25日（金）～ バルチケット前売発売開始  

10 月 19日（月）～ 
10 月 25日（日） 

三島バル（７日間開催） 本部は最終日午後のみ開催予定 

10 月 27 日（火）～ 
10 月 30 日（金） 

バルチケット
精算 

10：00-16：00 三島商工会議所 

 
バル会議では、配布物がございますので必ずご出席ください。 
※今回はバル会議は 1 回のみの開催と致します。 
 
※資料の仕分け・配布にご協力お願い致します。 
※万が一出席が難しい場合には担当の副実行委員長、又は地区実行委員まで連絡お願い致します。 
※会議に連絡なく出席されなかった店舗様は次回の参加を見送らせて頂きます。 



令和 2 年 8 月吉日 

三島バル実行委員会 

 

第 12 回三島バル 募集要項 

                     以下の連絡用 L I N E に登録ください↓ 

第 12 回三島バルにご参加頂ける店舗を募集致します。以下の

内容をご確認の上、三島バルエントリーシートにてお申し込み

ください。（三島バルの主旨やルール・仕組みなど基本的な部

分については「三島バル募集要項 保存版」をご覧ください。） 

 

＜第 12 回三島バル＞ 

開催日時：2020 年 10 月 19 日（月）～25 日（日）7 日開催 
 

＜ごあいさつ＞ 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、先の見えない状況が続いています。感染のリスクも

ある中で、今回三島バルについて実施すべきか悩みました。しかし、思い起こせば第 1回三

島バルの開催は、東日本大震災の年であり、この時もまた先の見えない不安の中での開催で

した。現在、多くの仲間の飲食店の話を聞けば聞くほど、地域の飲食店、個店を取り巻く状

況は以前の時と比べ、さらに厳しく苦しいものとなっています。 

こうした背景を踏まえ、現在の状況下であるからこそ、三島バルを開催する意味があるの

ではないだろうか。そんな想いから今回の開催を決定いたしました。 

今回の三島バルは、感染症感染拡大に伴い、新しい生活様式に合わせた三密回避の意図か

ら、開催期間を１日から１週間にのばし密集することをなるべく避け、また参加各店舗での

感染症対策も徹底しながらの開催と致します。 

ご参加いただくお客様はもちろん、協力いただく諸団体の皆様、参加飲食店、小売店、運

営スタッフ皆が、より安心して楽しく参加いただけるイベントづくりを目指します。 

地域のお客様と店舗とが、今後も幸せな関係を築くための機会を作る活動として、またこ

の地域の未来へつなぐ活動として、第 12 回三島バルを開催致します。ご支援ご協力の程、

どうぞよろしくお願い致します。 

三島バル実行委員会 実行委員長 川村結里子 

 

第12回三島バル参加について 

① 感染症対策の徹底をお願いします。 

・政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」、三島市の「新

型コロナウイルス感染症対策」・「イベント・会議等における感染予防対策ガイ

ドライン」等を踏まえ、「三つの密」を回避し、「人と人の距離の確保」「マス



クの着用」「手洗いなどの手指衛生」などの基本的な感染症対策を徹底下さ

い。「プロジェクトみしまスタイル」実行委員会が定める「PROJECT Mishima」

の推奨、感染症対策アプリCOCOAの使用推奨など地域一丸となっての感染症予

防対策を実施いたします。またその為の感染症予防対策勉強会も実施し、参加

店舗への徹底を推進します。 

・参加されるお客様へも、感染症予防対策について周知を行います。 

・非接触のオンラインシステムなどを導入するなど、接触を避ける為の対策を

講じていきます。 

・感染拡大に伴う緊急事態宣言等の発令により、一部企画の中止や変更の可能

性も視野に入れての実施といたします。 

 

② 提供メニューに関しては、店舗内での飲食メニューに加え、テイクアウトメ

ニューでの提供を推進します。また、メニュー内容は固定ではなく、期間中

別のメニューへの変更も可能です。 

 

三島バル開催期間は７日間（2020 年 10 月 19 日（月）〜25 日（日）7 日開催）

ですが、７日間全日参加でなくても参加可能です。 

（バル営業を行わない日時など、エントリーシートへの記載をお願いします） 
・期間中 3日以上の参加をお願いします 

・バル営業時間については、1日4時間以上、 

全日ともなるべく同じ時間でのご参加をお願いします。 

（参加されるお客様がわかりやすい時間設定をお願いします） 

 ※今回は７日間開催のため「後バル」は行いません。 

 ※今回、通常営業をしながらのバル参加もあるかと思います。 

 その場合、バル営業時間中については、バルのお客様が店内に全く入れない

と言う状況は避けていただきます様お願い致します。 

 

③ 三島バル参加費・チケット精算等について 

・三島バル参加費：１店舗 3,000円(バル会議時に回収致します) 

※申込金として、原則返金は致しません。マップなどの製作物やイベント 

保険加入などの事前費用、災害時の補填などに当てさせていただきます。 

 

・チケット精算：600円 店舗／200円 事務手数料 

（※後日精算時に事務手数料を引いた分を精算致します。） 



 

 

④ 前売り券買取について 

ご参加いただくにあたり前売りチケット2冊の買取をお願いしております。 

三島バルは、参加店舗の皆さんと協力しあい盛り上げていく活動です。 

今まで前売り券を多く販売頂いているお店から、販売数０冊のお店まで様々あ

りました。バルを皆で盛り上げるという意味からも、最低販売枚数を決めた方

が良いとの意見があがり、設定することとなりました。ご理解・ご協力のほ

ど、お願い致します。 

 

前売り券（店舗販売分の買取）のお願い 

前売りチケット１冊4000 円（税込）（5 枚つづり）× 2 冊 ＝ 8,000 円分 

 

※買取分の前売り券2冊以上お客様に売っていただければ店舗での負担は0円です。 

1冊も売れなかったとした場合、 

1冊1,000 円（事務局経費分）×2 冊分の 計2,000 円のご負担となります。 

 

⑤  第12回は、三島バルエリア（三島駅〜本町〜広小路）以外のエリアの方

も、三島市内であればエリアに関係なくご参加いただけます。（希望店舗の

み、バル村での参加も可能） 

 

⑥ 毎回のバルの会議資料の仕分け作業、店舗への資料配布はエリアの店舗で

協力しての作業とさせて頂きたいと思います。 

※作業は、参加店舗会議中にて実施予定／出席をお願い致します 

地区担当実行委員（地区長）の負担軽減も含めてご協力をお願いしたいと思い

ます。 



 

⑦ 連絡方法 

SNS（LineまたはFacebook）を使用している店舗の方は連絡方法をSNSに切り替

えをお願いします 

SNSをご利用されていない店舗については今まで通り 

②メールアドレス③その他の手段でご連絡させて頂きます。 

 

三島バル探検隊取材について 

三島バル ボランティア取材チームが取材希望店舗をまわり取材をします。記

事は、三島バルのフェイスブックページ上にてアップを予定しています。 

・実際に提供いただくバルメニューを中心に店舗の取材をさせて頂きたいと思

っています。取材謝礼として、撮影に使用したメニューやドリンクは、取材者

へご提供をお願い致します。 

・取材希望の方は、エントリーシートにて取材希望に○印をお願い致します。

追って、取材日程などご相談させて頂きます。 

 

三島バル本部について 

三島バル当日の、三島バル本部・ご予約チケット引き換えの場所についてご案

内致します。 

【三島バル本部】（（予定）変更になる可能性があります） 

2020年 10月25日（日）14：00〜19：00／三島商工会議所 1 階TMO ホール 

※前売り券引き換え・当日券販売・ご案内業務など 

 

その他清算方法などについては、バル会議内にてご連絡させて頂きます。 

三島バル実行委員会 実行委員長 川村結里子 

TEL：055−955−7750 FAX：055-955-7751 musubiya@me.com 

三島バル公式ホームページ http://mishima-bar.net 





第12回三島バル　副実行委員長／地区実行委員　店舗一覧

実行委員長

携帯：090-2666-0638／店舗：055-955-7750

Mail：musubiya@me.com

三島駅前エリア

携帯：090-2133-0567／店舗：055-991-6777

Mail：abckabuyuu@yahoo.co.jp

携帯：090-8322-4775／店舗：055-955-8665

Mail：mishima.food@gmail.com

携帯：090-1097-1479／店舗：055-955-7784

Mail：

本町〜田町～大社町エリア

携帯：090-2617-5886／店舗：055-971-9655

Mail：hakka.aun.miｙoro@gmail.com

携帯：090-2686-6087／店舗：055-972-2121

Mail：t-murofushi@mishimaph.co.jp

携帯：090-2684-5165／店舗：055-981-2010

Mail：psycho-billy-lostsoul666@docomo.ne.jp

携帯：090-3957-9178／店舗：055-972-5539

Ｍａｉｌ：satohi2011b@yahoo.co.jp

携帯：090-8738-1667/店舗：055-943-9124

Mail:mtg-m.79@mopera.net

携帯：090-8043-7315／店舗：055-972-1113

Ｍail：koutaro08@icloud.com

広小路北エリア

携帯：090-1786-4319／店舗：055-973-1474

Mail：aogu.kirin@icloud.com

携帯：090-8494-0846／店舗：055-975-3312

Mail：Mail：oky5983138v2-1u@ezweb.ne.jp

携帯：080-4218-6141／店舗：055-941-7599

Mail：kensuchino@softbank.ne.jp

広小路南エリア

携帯：090-4255-6589／店舗：055-973-6699

Mail：yama18rb@ezweb.ne.jp

携帯：090-5614-8417/店舗：055-991-2828

Mail：rai4naru@gmail.com

携帯：090-4866-2547/店舗：055-960-8807

Ｍａｉｌ：sakutatsu390@yahoo.co.jp

携帯：080-5163-7969/店舗：055-975-0208

Mail:moisteane@cell.ocn.ne.jp

バル村（出張）エリア

携帯：080-4544-1660/店舗：055-972-9680

Ｍａｉｌ：ps-koba@i.softbank.jp
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鶏小屋（佐野）
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副
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登喜和（伊東）

地

区
あした葉（望月）

副
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BAR客家（原田）

副

実
みしまプラザホテル（室伏）

㈱結屋（川村）

副

実
ABCチケット（堀内）

副

実
風土（徳丸）



返送方法は①エントリーフォム／②FAX／③各地区の地区実行委員までお渡しのいずれかにてお願い致します。

参　加 　　　／　 　不参加 感染症対策

店名

担当者（連絡先）

連絡希望方法

メールアドレス

参加日（3日以上

○をお願いします）

バル営業時間
（1日4時間以上でお

願いします）

ジャンル

参加形態（複数可）

テイクアウト
（おみやげバル）

※150文字程度まで

禁煙・喫煙

の対応
　禁煙　　・　　喫煙可　／　（補足説明：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ホームページ

店舗所在地

通常営業時間
55文字以内

店舗電話番号 定休日

FAX 備考

バルメニューのイメージ写真を下記メールアドレスにご送付下さい。

サイズは１M程度　横長推奨 　✉：barentry@gmail.com
三島バル探検隊取材を　　　希望します／希望しません　 子連れのお客様　　OK　／　NG又はどちらでもない

第12回 三島バルエントリーシート　【継続・バル村・新規】※どれかに◯

第12回三島バルについて

以下の内容について前回と同様の場合は、記入なしで構いません。変更部分のみご記入ください。

体験：

　　　　　LINE（ID：　     　　　　　　　　　　　）　　／　　　メール　　／　　FAX

プロジェクト三島STYLE参加 ／ 独自に実施

不明点等ありましたら、三島バル実行委員会　担当：川村までご連絡下さい。090-2666-0638

プレミアムバル

メニュー(任意）

【バルマップ・ＨＰ掲載事項】

和食　・　洋食　・　居酒屋　・　中華　・　バー　・　小売店　・　その他

ドリンク：
バルメニュー

内容

フード：

店舗の

紹介コメント

おみやげ：

体験：

通常　・　テイクアウト（おみやげ）　・　体験　・　プレミアム　・　プレミアムテイクアウト　・プレミアム体験　・バル村

10月　19日（月）　・　20日（火）　・　21日（水）　・　22日（木）　・　23日（金）　・　24日（土）　・　25日（日）

バルメニュー・おみやげ・体験・プレミアムについて、メニュー内容は当日変更可能です。以下は参考メニューで構いません。

フード： バルメニューに関してオススメ文言等（70文字以内）：

写真

ドリンク：

http://

のぼり旗・ポールを希望します　→　のぼり旗　　　　　　　　枚　／　ポール　　　　　　本　・　　のぼり旗不要

ＦＡＸ送付先：055-955-7751 　締切　8月31日（月）　必着




