出展のしおり

にっしん市民活動祭・にっしんハーモニーフェスタ
日時
場所
主催
企画・運営

平成 27 年 12 月 5 日（土）9：00～16：00
日進市民会館
日進市
にっしん市民活動祭実行委員会／にっしんハーモニーフェスタ開催実行委員会

1．ブースについて
詳細なブース配置は 11 月 20 日（金）ま 軽食販売ブース
でに、電子メールにてご連絡します（電子メ
まちづくり
ールをお知らせいただいていない団体には
文化・芸術
ファクス等でご連絡します）。
その他
軽食販売ブース、展示ブース（市民活動祭 展示ブース 福祉・健康
6 エリアと、ハーモニーフェスタのエリア）、
環境・防災
企画があります。
自治体間連携

10 団体
9 団体
10 団体
12 団体
11 団体
9 団体
7 団体

ハーモニーフェスタ 15 団体
エリアで行うことがいくつかあります。 企画
6 団体
スタンプラリー企画では、エリアごとに
スタンプ枠が設けられていて、エリアのどこかのブースでスタンプを押すことになります。
「応援メッセージを贈ろう」企画では、エリアごとに記入コーナー・投函箱の管理をお
願いします。S 字フック・ピクチャーワイヤーについてはエリアのリーダーを決めていた
だき、撤収時にはリーダーの方中心にエリアでまとめて受付に返却していただきます。
・パネルは多孔パネルです。
・追加の椅子が必要な方は、小ホール裏の通路からあまりの椅
子を持っていってください。
・共通のブース名札を、パネルの中央上側にはみ出るように掲
出します。ブース番号と団体名が記載してあり、サイズは A3
横です（団体名を大きく掲載するネームプレートが必要な場
合は各団体でご用意ください）
・机・いすの配置は幅 1.8 m（パネルと同じ）
、奥行き 1.0 m の
範囲内でお願いします
・養生テープかセロハンテープを使用してください（両面テープやガムテープ、画鋲等は
使用禁止）。ガラスには養生テープかワッポンを使用してください。
セロテープは必ず丸めて使うか、端を折り曲げて「はがししろ」を作ってください。
・S 字フック・ピクチャーワイヤーは、申請があった分だけ配布します。4 日（金）午前の
全体設営が終了後、実行委員が各ブースに配布します。
撤収時、各団体はエリアのリーダーに S 字フック・ピクチャーワイヤーを渡してくださ
い。リーダーさんは個数表と照合したうえで、総合受付までお持ちください。
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2. 前日 4 日（金）の準備について
●設営の時間について
全体設営 10：00～12：00
全員でパネル・机・椅子などを並べます。実行委員の指示に従って、運搬・組み立てな
どを行っていただきます。ご協力ください。
各自ブース設営 13：00～20：00
各団体のブースの設営をこの時間内に行ってください（前日の設営にご協力ください）。
●スタンプラリー協賛品の持ち込みについて
13：00～20：00 に、
「団体名」「品名」「個数」を紙に書いたものを添えて総合受付まで
お持ちください。持ってこられない団体は、12 月 3 日（木）までににぎわい交流館にお
持ちください。
3. 当日について

小ホール

10:00～15:30
軽食販売ブース

15:30～15:50
エンディング

9:00～16:00
展示ブース（まちづくり、文化・芸術、その他）
9:00～16:00
多目的ホール
展示ブース（環境・防災）
9:00～16:00
展示ブース（福祉・健康）
展示ホール
10:30～12:00 12:50～13:50 15:10～15:50
音楽ステージ 音楽ステージ 映画おしゃべり
（第 1 部） （第 2 部）
カフェ
研修室
9:00～16:00
ライトコート 団体企画（防災、子ども向け）
16:00～
大ホール
9:00～16:00
撤収
ホワイエ
展示ブース（ハーモニー、尾三地区）
9:30～10:15
10:20～11:20
12:45～15:00
開会あいさつ
大ホール
華麗なる加齢な
（12:20 開場）
川柳標語表彰
ファッションショー 映画上映
西中学吹奏楽
9:00～16:00
受付、スタンプラリー抽選
エントランス
カレー選手権チケット販売（なくなり次第終了）
ブース展示（ハーモニー）
2階
9:00～16:00
視聴覚室
団体企画（子ども向け）
10:30～なくなり次第終了
3階
15:00
にっしんまるごとカレー
調理実習室終了点検
大会議室等
選手権 提供・投票
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※軽食販売ブースの調理室を利用予定の全団体で 15：00 より終了点検を行います。
※軽食販売ブースは 15：30 までに、実行委員の指示に従って机の移動をお願いします。
※15:30 から小ホールでエンディング企画を行います（カレー選手権の結果発表、メモリ
アルムービーの放映など）。ぜひお集まりください。
●駐車場について
出展者の皆様は臨時駐車場へ駐車してください。
混雑が予想されますので、お車はできるだけ乗り合
わせてお越しください。

至 市役所
臨時駐車場
（出展団体用）

●昼食・休憩について
軽食販売ブース（小ホール）や、にっしんまるごと
カレー選手権（エントランスホールでチケット販売
（500 円）、3 階で提供）をご利用ください。飲食・
休憩の際は展示ホール（北側）や 2 階会議室がご利
用いただけます。

市民
会館
駐車場（一般来場者用）

●出展団体参加企画について
①スタンプラリー
※軽食販売ブースを除く全団体が対象です。
※各団体でスタンプとスタンプ台のご用意をお願いします。
趣旨
来場者と出展者の交流を図るため、また部屋が多く分かれている市民会館で来場者が
すべてのエリアの展示ブースを周るよう、スタンプラリーを行います。
企画概要
ラリー用紙は受付で配布します。来場者はラリー用紙に 1 つのエリアで 1 つ、計 7
つのスタンプを集め、総合受付へ持っていきます。そこでクジを引き、景品と引き換
えます。
出展団体の動き
ブースに来場者がやってきます。各団体で設定していただいた条件を来場者がクリア
したら、ラリー用紙の自分のブース番号が該当する欄にスタンプを押してください。
※スタンプの条件について……話を聞く、チラシを受け取るなど簡単なものにしてく
ださい。寄付、購入、入会などは条件にしないでください。
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②応援メッセージを贈ろう
企画概要
展示ブースの各エリアに、応援メッセージ投函箱（用紙と筆記具も）を設置します。
スタンプラリー用紙にも応援メッセージ用紙を添付しています。
出展団体の動き
エリアごとに、交代で応援メッセージ投函箱の管理・宣伝をお願いします。ブースを
訪れた来場者にも、応援メッセージの記入を呼びかけてください。また、応援したい
他の出展団体へメッセージを書いて投函ください。集まったメッセージは、各団体に
お渡しするほか、後日にぎわい交流館で展示する予定です。
●撤収について
16 時より順次、撤収を行います（16 時までは片付けを始めないでください）。各自のブ
ースの展示物をすみやかに取り外し、パネル・机・椅子など全体の撤収にご協力くださ
い。S 字フック・ピクチャーワイヤーを使用している団体は、数が揃っていることを確認
してエリアのリーダーに渡してください。エリアリーダーは個数表と照合して、総合受
付に返却してください。
ごみは各自お持ち帰りください。
●トラブル発生時の連絡先について
当日なにかありましたらトラブルの大小にかかわらず、総合受付へご連絡ください。ま
た、腕章をつけた実行委員が会場内を巡回していますので、分からないことなどがあり
ましたらご相談ください。
●イベント中止の際の連絡について
当日午前 7 時の時点で暴風警報が出ていた場合、またはそれ以降に発令された場合、イ
ベントは中止となります。中止の際はにぎわい交流館のホームページに掲載いたします
ので、ご確認ください。各団体への電話連絡はいたしませんので、ご了承ください。
●その他注意事項
・記録のため写真・動画を撮影させていただきます（ホームページや広報誌に掲載する
ことがあります）ので、ご協力ください。
・勧誘や販売は行き過ぎない程度にお願いします。
・出展者でない方の販売や勧誘はできません。もし見かけたら受付にご連絡ください。
・他の出展団体や来場者への配慮あるブース運営をお願いします。
・各自貴重品の管理をしっかりとお願いします。
・市の主催で市民会館全館を借りて行うイベントのため、公民館施設での販売活動等が
特例的に許可されていることをご了解ください。
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4．終了後について
●出展団体アンケートの提出
12 月 14 日（月）までに、にぎわい交流館へご提出ください（来館、FAX、メール可）。
●応援メッセージの返却
希望する団体は、12 月 14 日（月）から 1 月末までに、にぎわい交流館まで取りにお越
しください。

市民活動祭お問い合わせ先

ハーモニーフェスタお問い合わせ先

日進市にぎわい交流館

日進市市民協働課

男女平等推進係

窓口・電話対応は毎日 8:30～22:00

窓口・電話対応は平日 8:30～17:15

〒470-0122 日進市蟹甲町中島 277-1
TEL 0561-75-6650 / FAX 0561-73-5810
電子メール nigiwai@me.ccnw.ne.jp

〒470-0192 日進市蟹甲町池下 268 番地
TEL 0561-73-3194 / FAX 0561-72-4603
電子メール kyoudou@city.nisshin.lg.jp

前日・当日の緊急連絡先
市民活動祭
080-4456-9657（にぎわい交流館

白石）

ハーモニーフェスタ
090-8327-2851（市民協働課）
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