市民活動フェア 2015

開催テーマ
「市民活動、交流と協働
『〜想いとつながりを力に !
持続可能な社会を目指して〜 !!』」
開催期間
場 所
募集期間

2015 年 3 月 7 日（土）〜8 日（日）
かながわ県民センター
2014 年 10 月 1 日〜11 月 30 日

（※ 募集期間終了後、会場に余裕がある場合に限り、随時お申込みを受け付けます。）

「市民活動フェア」は、かながわ県民センターを拠点に、ボランティア活動・
市民活動をされている団体・そこに関わる方々にとっての「交流を深めるお祭り」
で、今回で 18 回目を迎えます。それぞれの分野で活動される方々が、この催しを通
してより多くの方と出会い、その後の活動につながるきっかけの場として、大いに活
用して頂ければ幸いです。
今年度の開催テーマは
「市民活動､交流と協働『〜想いとつながりを力に!持続可能な社会づくりを目指し
て!!〜』」としました。
参加団体や来場者の交流を深める企画を多く取り入れ、この催しに関わる全ての
方々にとって、楽しく充実した催しにしたいと考えています。今回も 1 階から 15 階
までのかながわ県民センターの施設を幅広く活用して行います。皆様が取り組んでい
る活動をさらに広げ、表現できるような企画を、是非お寄せください！
参加される団体と共に、大きなイベントに作り上げていきたいと思います。
多数の活動団体の参加をお待ちしています。

主催
協力

市民活動フェア 2015 実行委員会
かながわ県民活動サポートセンター

参 加 団 体 募 集 要 項
「市民活動フェア」は、かながわ県民活動サポートセンターの開館記念行事として
開館翌年の 1997 年に、第 1 回目が開催されました。それ以後 2011 年を除いて毎年、
かながわ県民センターにて実施されています。
この催しの趣旨は、このセンターを活動場所として利用している、ＮＰＯ法人、ボ
ランティア団体をはじめ、多くの市民活動団体、グループなどがこの催しをきっかけ
に一同に集い、出会いや交流を通して、更なる活動の発展を促進していくことです。
また、それぞれの活動をさらに充実していきたいと考える団体等にとって、その考
えを実現できる場としても、ご活用頂きたいと考えています。
これまでに様々な分野で活動する団体、そしてそうした団体の活動に関心をもつ市
民の方々が一体となって「市民活動フェア」を創り上げてきました。
こうして積み重ねた出会いや交流をさらに深め、活動へのエネルギーを充たす場と
して「市民活動フェア２０１５」を開催します。
今回のテーマは「
「 市 民活 動 、 交 流と 協 働 『 〜想 い と つ なが り を 力 に! 持 続 可 能な社
会づくりを目指して!!〜』」です。
市民活動フェアで出会った人々との間につながりが生まれ、そのつながりを通して
広がって行く活動が、よりよい社会づくりの一翼を担うきっかけとなっていく…フェ
アがそのような流れを生み出すきっかけとなりたい、という願いを込めました。活動
規模や分野の違いに関らず、全ての参加団体と来場される方々が、より多く接点をも
ち、交流を深められるよう努めていきたいと考えています。
会場配置としましては、1 階展示場・10 階を交流広場として設定し、10 階には活動
発表・団体紹介等が行えるような「活動紹介ブース」を設置いたします。2 階ホール・
9 階については「実行委員会企画会場」、その他、3・15 階会議室、6･7 階ミーティン
グルームについて「自主企画会場」として設定しました。なお会議室等の希望スペー
ス・備品は先着順となっており、調整が必要な場合は実行委員会で行います。
より多くの団体の参加をお待ちしています。
市民活動フェア 2015 実行委員会

◆

開催日時：２０１５年３月 7 日(土) １０：００ 〜 １６：００
３月 8 日(日) １０：００ 〜 １６：００

◆

会 場 ：かながわ県民センター

[会場配置] 企画内容に応じて、会場をお選びください。
「交流会場」 〔１階展示場･玄関前広場、10 階〕
：1 日あるいは両日を通しての申し込みができます。
◎1 階展示場：主にフリーマーケット・模擬店のスペースとして出展できます。
出展可能ブース数
：最大２５ブース
出展ブースのスペース：（1.8 ｍ × 1.8 m）長机 2 本 ＋ 椅子 4 脚
＊ 場所によってスペースの広さが異なる場合もありますのでご了承ください。

◎ 玄関前広場：室内では出来ない模擬店を中心としたイベントを行う場所です。
出展ブース数：最大７ブース（テント内でのブース設営です）。
電源は全部で１Kw×２がとれます。
※ 大雨・荒天時には、室内（1 階展示場）へ移動していただく場合があります。
※ 食品の販売等を行う際には、参加申込書にその旨をご明記ください。販売す
る食品については、実行委員会から保健所への届出を行いますので、所定の様
式への記入が必要です。様式については、該当する参加団体に催しの 1〜2 ヶ
月前位にお送りします。

◎ １０階ボランティアサロン：
出展ブース数：大ブース ２
中ブース １５
オープンタイプの大規模な展示、相談コーナー、模擬店など多くの団体が集り交
流を深める場所として設定しています。

◎【ご参加下さい！！】10 階「活動紹介ブース」の設置について
「もう少し具体的な活動紹介、参加団体や来場者の方々との交流が出来れば…」
「うちは『展示』よりも実際の活動を見てもらいたいんだけど…」
こうした声にお応えできる様、10 階交流広場にて「活動紹介ブース」を設置して
います。昨年は７団体が参加し、プレゼンテーションでの活動紹介・エクササイズ・
講演会など行われました。それら以外の活用方法でももちろん結構です。

皆様のご参加をお待ちしております！！
[運営概要]

各団体等に 10 分〜(最長)３0 分で割振ります（割振り・時間帯はご希望を

踏まえ、実行委員会で調整します）
。発表及び企画内容は各団体等にお任せしますが、営
利活動・大音量を発する活動など、活動内容によっては実行委員会でお断り、もしくは再
検討をお願いする場合が有ります。ご承知おきください。

[参加費用]

このブースのみの参加費用は 1,000 円となります（2 日間参加の際も同

額）。なお、このブース以外でのフェア参加を目的に参加費(2,000 円)を納入頂く団体に
ついては、追加費用なくこのブースへの出展が可能です。
空き状況に応じて、土・日両日、午前・午後等の発表も可能です。
このブースへの参加ご希望の際は、参加申込書「１０階活動紹介ブース用」に内容をご

記載の上、実行委員会にご提出お願いします。

「自主企画会場」 〔３・６・７・１５階〕
：参加団体が会議室を利用しての展示、講演、研究集会等を自主企画する会場です。
すべての会場において、下記時間帯での申し込みができます。
※ かながわ県民センター工事に伴い、4 階会議室は利用できませんのでご注意
ください。

（会議室利用可能日程：時間帯）
７日(土)
８日(日)

①10:00〜12:30
③10:00〜12:30

②13:30〜16:00
④13:30〜16:00

※

空き状況によっては、1 日通しての利用も可能です。但し、申込時点
では時間帯希望を必ず選択の上、お申し込みをお願いします。
※ 会議室の定員は、配置図をご参照ください。
①・③の時間帯利用につきましては、9 時〜10 時を準備時間としてご活用できます。
13 時迄に鍵をご返却ください。
②・④の時間帯利用につきましては、13 時に鍵をお渡しします。16 時〜17 時を原
状復帰等の時間帯としてご活用頂き、
17 時迄に実行委員会に鍵の返却をお願いします。
・ 複数団体での共同企画、並びに参加費を徴収される場合はご相談ください。

● フォーラム会場：自主企画会場のうち、収容人員が多い会場を「フォーラム
会場」と設定しています。本年度は、下記の会議室が該当します。
◎ フォーラム A[301 号会議室：90 人]

フォーラム B[304 号会議室：60 人]

◎ フォーラム C[305 号会議室：60 人]

フォーラム D [1501 号会議室：48 人]

これらの会場は利用申し込みが多いため、お申し込みを受けた際に実行委員会から企
画内容や参加見込み人数等をおうかがいする場合があります。その上で、実行委員会に
て時間帯の調整や他の会議室への振替をご相談させていただく場合がありますので、ご
承知おきください。
【前日準備について】 今年度より、土曜日(7 日)の3・6・7・15 階の会議室利用団体
につきましては、前日〔6 日(金)〕準備が出来なくなりました。7 日早々から企画を開始
するご予定の団体につきましては、ご注意ください。なお、8 日(日)に使用する団体で、
前日〔7 日(土)〕に準備を希望される団体につきましては、実行委員会にご相談ください。

（注意事項）

※ 詳細な注意事項につきましては、2 月初旬にお送りします。

※

各会場の定員以上の人数での利用はできません。

※

大きな電力を使用する場合は、容量が会場によって異なりますので実行委員会と
の打ち合わせが必要です(容量を超えて使用した場合、そのフロアすべての電源が
落ちてしまい、他の団体にも影響を及ぼすため)。

※

発生しましたゴミ等は、全てお持ち帰りくださいますようお願いします。実行委
員会での処理はできませんのでご了承ください。

「実行委員会企画会場」 〔9 階ボランティアサロン・２F ホール〕
○

実行委員会主催による特別会場といたしました。より多くの方がご参加いただけるよ

うな企画を実行委員会にて開催する予定ですが、もしフェアの趣旨に沿った内容で多く
の方にご来場いただける様な企画をお考えでしたら、実行委員会までご相談ください。
企画内容等々についてお伺いした上で、当該会場の使用について検討させて頂きます。

貸出物品について
貸出備品は、募集期間内に参加申込をされた団体の内、会議室利用団体を対象に、申込み先
着順に受け付けます。お申込時点で既に先約済の場合は、実行委員会からご連絡致します。
貸出備品の詳細については、参加申込書をご参照ください。
なお、パソコン接続用のプロジェクターは貸出対象外です。企画内で使用を検討中の団体に
ついては、各団体でご準備ください。
また、延長コードにつきましても各団体でのご準備をお願いします。

◆

参加費：１団体につき、２千円のお支払いをお願いしています。
（活動紹介ブースのみ参加の団体等は、1 団体につき 1,000 円です。
）

参加団体説明会［１２月１４日（日）
］会場でお支払いください。団体説明会に参加できな
い場合は銀行振込み(振込料：払込者負担)、または、実行委員会開催日にご持参ください（委
員会開催日・作業日日程はホームページで発表します）
。９階フロント受付での納入はできま
せんので、ご注意ください。

参加団体説明会
日時
会場
内容

必ずご参加ください！

201４年 12 月１４日（日） 14:00〜1５:３0（時間厳守）
かながわ県民センター（3 階 304 会議室）
① フェアの概要説明 ② 申込書の確認 ③ 割当スペース・備品のご案内
④ 参加費の領収
⑤ フェアに関する質疑応答

♪団体交流会の開催について♪
12 月 14 日(日)の参加団体説明会の終了後、同じ会場にて参加団体の
皆様に交流いただける「団体交流会」を行います。
団体説明会終了後準備が整い次第（16 時前くらいを予定）開始となり、
1 時間〜1 時間半程度を予定しています。参加費は無料ですが、食べ物や
飲み物のお持込み、ならびに運営費用のカンパなどのご協力を頂ければ幸いです。
参加団体の皆様はもちろん、フェアに今まで参加された事のない団体の方々で「フェアっ
てどんな催し？」という皆様の参加も大歓迎です。ぜひお越しください！！

「実行委員会からのお願い」
【賛助のお願い】
市民活動フェア 2015 に、物品・資金のご支援をいただける賛助団体を募集
しています。お心当たりのある方はぜひ、ご紹介をお願いいたします。

【広告掲載のお願い】
市民活動フェア 2015 ではフェア参加団体の紹介と共に、フェアの詳細な内
容の冊子を作成し、来場される皆様にお配りします。このプログラムに広告を掲
載していただける、市民活動にご理解のある企業･団体･個人を募集しています。
お心当たりがありましたら、ご紹介ください。

【実行委員･協力ボランティア募集】
市民活動フェア 2015 実行委員会では、活動を共にしてくださる実行委員、および開
催当日の運営に協力していただけるボランティアを募集しています。
応募用紙は市民活動フェアホームページからダウンロード可能です。また、かながわ
県民活動サポートセンター９階フロントにも配架している「フェアメール第１号」の裏
面が、実行委員・ボランティアの申込用紙となっています。
随時受付を行なっていますので、E メールへの申込用紙添付、レターケースへの郵送
（もしくは封をした状態での投函）のいずれの方法でも結構です。ご応募をお待ちして
います。また、お問い合わせ等ありましたらレターケースに投函していただくか、E メ
ールにてご連絡ください。

【実行委員会企画事業協力団体募集について】
実行委員会では開催を盛り上げるため次の事業を企画しています。市民活動フェアの趣
旨に沿い、企画、運営を引き受けて頂ける団体を募集します。応募いただいた団体には、
運営に必要な資材や器具類の支援をします。

企画事業（案）
① 交流会・間夜祭：多くの団体が関わる市民活動フェアですが「他の団体がどんな活
動に携わっているかよく分からない」「他の団体と交流したかったけど、自分のブース
や企画にずっと関わっていたので、あまり話せなかった」…といった経験をお持ちの方
も意外と多いものです。そうした方々が、より多くの方と交流を深められるような、交
流会を開催してくださる団体、ならびに携わってくださる団体・個人を募集します。

② スタンプラリー：多くの参加者に、会場をくまなく巡回してもらいます。チェック
ポイントとゴールは参加団体の中から募集します。希望団体は申込用紙のその他の欄
に「スタンプラリーチェックポイント希望」と記入してください（応募多数の場合は
抽選とします）
。景品は協賛企業ならびに参加団体からご提供をお願いします。

※ その他アイデアがありましたら、実行委員会までお声をお掛けください♪
【市民活動フェアへの参加条件について】
市民活動フェアは、
「市民活動団体が主役」の催しとなっており、営利団体･企業等の出展は
ご遠慮いただいています。また、市民活動フェアに初めて参加される団体・個人につきまして
は、団体の活動内容等につきまして、参加申込書を受領した際に実行委員会から確認させてい
ただきます（営利団体等に該当しないかの確認です）
。ご理解とご協力をお願い致します。

市民活動フェア 利用会場図
１階交流広場(展示場・玄関前広場)
・1 階玄関前会場は、当日の荒天等により、
会場を屋内に変更する場合があります。
・1 階と 10 階を同時にお申し込みするこ
とは出来ません。
なお、会場に余裕のある場合には
2015 年１月以降に、ホームページ上に
て別途募集のご案内を致します。
※ 会場のレイアウトは申込状況により
変更する場合もあります。

自主企画会場(３階)

10 階交流広場
会場配置レイアウト

305 号
60 名
フォー
ラム
304 号
60 名
フォー
ラム

※ 10 階の「17」「18」は「活動紹介ブース」となります。参加方法は、３ページ目に記
載しておりますのでご参照ください。

自主企画会場(６，７，１５階)

1501 号
48 名
フォー
ラム

※ 配置図に記載の会議室に加えて、12 人部屋も少々あります。利用を検討されている団体
がありましたら、実行委員会までご相談ください。

実行委員会企画会場図

（9 階ボランティアサロン）

※ 9 階については、普段ボランティアサロンとして使われて
いる場所が会場となります。９０名以上での利用が可能で
す。
※ 現況で配置されている机・椅子を活用していただきます
が、会場内の配置・展示等は、企画と併せて参加団体にて
考案して頂いて結構です（避難路等の確認は実行委員会で
行います）。ご質問などありましたら、実行委員会にお気
軽にお問い合わせください。
※ ２階ホールは、最大定員が２６０名の会場です。使用
に際しては、企画内容ほか会場の配置図を作成・ご提
出いただく必要が有ります。詳細につきましては、実
行委員会にお問い合わせください。

参加申込み・問い合わせ先
【お知らせ】サポートセンターのレターケースの利用ルール変更により、個人情報が記載さ
れた書類の取次 FAX での取り扱いができなくなりました。それに伴い、市民活動フェアにつ
きましても、参加申込書の FAX での受付ができなくなりました。
参加申込書の送付につきましては、下記メールアドレスへの送付、レターケースへの郵送、
もしくは封がされた状態でのレターケースへの投函をお願いします。
お申込み・お問い合わせ（郵送か E メールでお願いします）
（郵送）〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町２−２４−２
かながわ県民活動サポートセンター レターケース No.２４１
市民活動フェア 2015 実行委員会
事務局 E メール：katsudou_fair_fm1997@yahoo.co.jp
ホームページ ：http://katsudoufair.org/
（※ 今年からこの URL のページのみとなりますので、ご注意ください。）
レターケースへのお問い合わせにつきましては、ご返答に少々お時間を要する事が有ります。
上記「お知らせ」記載の通り、レターケースを経ての問い合わせの際には、記載する個人情報につ
いてご注意ください。

２０１４年９月

市民活動フェア 2015 実行委員会

