にっしん

第 7 回 にっしん

市民活動祭 ハーモニーフェスタ
出展団体 大募集 !!

8

募集期間（共通）

11（火）〜

平成 27 年

9

20（日）

12 月 5 日（土）9:00 〜 16:00

会場 : 日進市民会館で合同開催 !!
市民活動祭は、市民参加と協働の成果発表の

ハーモニーフェスタは、性別に関わりなく個性

場です。このお祭りを通じて、市民参加の輪を を活かし、いきいきと暮らす社会を目指し、活
広げ、活動団体同士の交流と相互理解を深め 動団体と連携して開催するイベントです。
ることで、協働のまちづくりを推進することを目
指します。

育児、料理、仕事など性別の区別なく皆が支
えあうまち、また、誰もが学校、地域など、い

※「協 働 のまちづくり」とは、市民、コミュニ ろいろな場面で活躍でき「あなたらしくて素敵
ティ、教育機関などが相互に連携、補完、協力し だね」といわれるまち、そんな日進市を目指し
合いながらまちづくりを進めることをいいます。 ています。
出展申し込み・問い合わせ先

日進市にぎわい交流館
窓口・電話対応時間：毎日 8:30 〜 17:15
日進市蟹甲町中島 277-1（日進市役所 東隣）
電話 0561-75-6650

ファクス 0561-73-5810
電子メール nigiwai@me.ccnw.ne.jp
ウェブサイト http://shimin-kouryu.net
主催 日進市（市民協働課 電話 0561-73-3194 / 電子メール kyoudou@city.nisshin.lg.jp）
企画・運営 にっしん市民活動祭実行委員会
コニックス株式会社（にぎわい交流館

指定管理者）
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企画・運営 にっしんハーモニーフェスタ開催実行委員会

にっしん市民活動祭

〜食でみんなの心をつなぐ〜

実行委員会企画

「にっしんを 日本一の
やさしいまちに ! 」

にっしんまるごとカレー選手権
市民・学生・NPO から募集したレシピを、市内の
飲食店・NPO とタイアップ！ 日進のお米、野菜を
使ってカレーを作ります。にっしんの食材が、みんな
の心が、
「まるごと」詰まったカレーを召し上がれ！
かれい

かれい

華麗なる加齢なファッションショー
変身願望、日常から抜け出したい方！

「もっとおしゃれなところをみてもらいたい、披

日進の市民活動団体が大集合！ 大学や
地域貢献に取り組む企業も出展し、PR
を行います。展示や物品販売など、得
意な方法でたくさんの来場者と交流し
てください！ 軽食販売ブース、視聴覚
室などでの企画も。

でイベントを盛り上げます

ブース出展（出展料無料）

露したい！」という 65 歳以上のおしゃれさん、
いらっしゃ〜い！！

音楽ステージ
地域で音楽活動などをしている団体・個人の方々
にご登場いただき、多くの来場者に楽しく過ご
していただく企画です。イベントを盛り上げて
いただける出演者の参加をお待ちしています！

メモリアルムービーを作ります
準備段階から当日まで、みんなで作り上げるイベン
トの全体像を記録します。当日のエンディングに放
映するもの、字幕やナレーションを追加・再編集し
たもの、2 種類のムービーを作ります。

スタンプラリー
来場者が、出展団体のブースをまわり、スタンプ
を集めます。普段の活動を知ってもらい、応援し
てもらえるきっかけができます。来場者と出展団体
に生まれるつながり、スタンプはその証です。

第 7 回にっしんハーモニーフェスタ

「わたしが決める わたしの幸せ

〜性別にかかわらず、いきいきと輝く社会を！〜

無料映画上映「マダム

」

イン ニューヨーク」＆映画おしゃべりカフェ

映画の主人公は、自分に自信のないインドの専業主婦。彼女が次第に自分らしさを取り戻して

いく様子は、すがすがしく目に映ります。
映画鑑賞後、お茶を飲みながら映画の感想をゆったりとおしゃべりします。
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展示ブース等 出展団体を募集します
概要

市民活動祭およびハーモニーフェスタの趣旨に
賛同し、出展する団体を募集します。
パネルや机・椅子をご用意します（※1）。展示、
資料配布、体験、物品販売などを通して来場者と

多孔パネル（片面）
幅 180 cm × 高さ 120 cm

交流し（※2）
、啓発と活動の PR をすることが
できます。出展料は無料です。
募集期間 平成 27 年 8 月 11 日（火）から

長机（1 脚）
幅 180 cm × 奥行 45 cm

9 月 20 日（日）まで
募集対象団体 １．市民活動団体（日進市市民活動登録団体、日進市社会福祉協議会ボランティ
（※3）
アセンター登録団体、学生団体などを含む）
２．日進市と連携協力協定を締結している大学
３．地域事業者（営利目的以外に限る）
申込方法 別紙の出展申込書にご記入のうえ、にぎわい交流館へ提出してください（ファク
ス、電子メール可）
。
出展内容等によって、出展場所（市民活動祭もしくはハーモニーフェスタ）を
調整させていただきます。例：出展内容が「男女平等」
「子育て」等の場合、ハー
モニーフェスタのエリアに出展していただくことがあります。
■ 備考 ■
※1 パネル片面、長机 1 脚、椅子 2 脚までを基本パターンとします。会場の都合により、調整
させていただくことがあります。
※2 展示ブースの運営時間中、出展者が常駐していただくようお願いします。無人で資料配布
等を行いたい団体は、事務局にご相談ください。
※3 全体で 100 団体程度を募集します。
・出展形態は「展示ブース」
「軽食販売ブース」
「企画」があります。いずれか一つでの出展を
お願いします。
・いずれの出展形態も、申込団体が多数の場合、調整のうえ出展団体を決定させていただき
ます。
・軽食販売ブース出展は、日頃から飲食物を提供する活動をされている団体を対象とします。
調理済の軽食（パックされたもの）を販売できます。販売する品目、調理実習室（ 3 階）
のご利用に関しては、後日協議のうえ、調整します。
・企画出展は、ワークショップや講演会等を実施していただけます。使用できる施設は、
1 階 ライトコート、2 階 視聴覚室、談話室および屋外です。希望される団体はにぎわい交
流館にご相談ください。後日、施設・時間等の調整をします。
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申込後の ・【軽食販売ブース】出展団体説明会 10 月 10 日（土）10:00 〜 11:00
スケジュール
調理設備、衛生面の注意点などについて説明します。
・【すべての出展団体】出展内容調査

10 月 1 日（木）から 10 月 23 日（金）まで

・【すべての出展団体】出展団体説明会

11 月 15 日（日）13:00 〜 14:00

前日・当日の流れや注意事項を説明します。ブース配置もお知らせします。
・前日（設営） 12 月 4 日（金）10:00 〜（予定）
全団体で会場設営を行いますので、ご協力をお願いいたします。その後、
各団体でブース等を準備していただきます。
・当日（運営・撤収） 12 月 5 日（土）
運営 9:00 〜 16:00 / 撤収 16:00 〜 18:00
イベント終了後、全団体で撤収作業を行いますので、ご協力をお願いいた
します。

「にっしん市民活動祭」

Facebook

ページ更新中！

http://fb.me/nisshin.katsudousai

音楽ステージ 出演団体を募集します！
募集対象 日進市内で活動するグループまたは個人（音楽、ダンス、大道芸などジャン
ルは問いません）。
会場 展示ホール内 ミニステージ
（客席は休憩所を兼ねています）
時間 10:00 〜 14:00
（1 組あたり 25 分程度。出演時間はご相談ください）
募集団体数 6 組程度
申込方法 別紙の出展申込書にご記入のうえ、にぎわい交流館へご提出ください（ファ
クス、電子メール可）。
備考 無償での出演をお願いいたします。
司会やセッティングなどはご自身でお願いします。
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