ブース出展・公募企画
募集要項（2020 年度）
にっしんわいわいフェスティバル（わいフェス）は、多くの市民活動団体、大学、企業などが参加する、「市
民一人ひとりが主体的にまちづくりに参加するキッカケづくり」のイベントです。
これからも持続していける日進のために、来場者・他の出展団体との交流を通して、展示・体験・物販など、
ブース出展や様々な企画をお待ちしています。

開催日 2020 年 7
ブース出展・公募企画
募集期間

月 4 日（土）

2020 年 3

月 1 日（日）
～3 月 27 日（金）

※出展できる団体数には上限があります。上限に達した場合、募集期間内であっても、募集を締め切らせていただく
ことがあります。

問い合わせ先

日進市にぎわい交流館（わいフェス実行委員会事務局）
電話 0561-75-6650
ファクス 0561-73-5810
電子メール nigiwai@me.ccnw.ne.jp

主催：にっしんわいわいフェスティバル実行委員会・日進市
※にっしんわいわいフェスティバルの開催は、令和 2 年度予算の成立が前提となるものです。
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2020 年度にっしんわいわいフェスティバル ブース出展・公募企画 募集要項

1. わいフェスの概要
開催日時
開催場所

開催目的

2020 年 7 月 4 日（土）10:00～15:30
日進市民会館、日進市スポーツセンター
市民一人ひとりが未来のためにどんなまちにしたいか、
自分に何ができるのかを知り、感じ、共感し、つながり、考え、
そして行動するキッカケづくりのためのフェスティバル
※このフェスティバルを通して市民一人ひとりが SDGs 達成のためのキッカケを持つことが
ESD となります

イベント内容
（予定）
主催

ブース出展（飲食を含む 6 つのゾーン）
企画（ステージ企画、周遊型企画など）
にっしんわいわいフェスティバル実行委員会・日進市

SDGs（エスディージーズ／持続可能な開発目標）とは
「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2015 年の国連
サミットで採択された、2030 年を年限とする 17 の国際目標。（参考：外務省）

ESD（イーエスディー／持続可能な開発のための教育）とは
世界にある様々な現代社会の課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組むことに
より、それらの解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、そしてそれによって持続可
能な社会を創造していくことを目指す学習や活動。（参考：文科省 今日よりいいアースへの学び）

○ブース出展・公募企画の対象となる団体
・にぎわい交流館登録団体、日進市社会福祉協議会ボランティアセンター登録団体
・日進市内の地縁型団体（区・自治会、子ども会、老人クラブ、自主防災会など）
・大学、学校、学生団体等
・地域貢献などに取り組む企業
・近隣市町の NPO
・行政（日進市とその近隣自治体、友好自治体など）
※宗教活動、政治活動を行う団体は出展できません。
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◯開催までのスケジュール
時期
3/1（日）～
3/27（金）
3/27（金）

内容
ブース出展
ブース出展・公募企画募集
出展申込書 提出〆切

出展申込書および企画書
提出〆切

4 月中
5/3（日）
5/31（日）

6/13（土）
7/3（金）
7/4（土）

公募企画

審査後、出展の可否、会場調整
結果等のお知らせ

出展内容調査 提出〆切
ゾーン会議（必須）

なし
時間 10:00～11:30
場所 日進市民会館
（部屋はゾーンにより異なる）
出展団体交流会（必須）
時間 11:30～12:30 場所 日進市民会館 1F 展示ホール
出展団体直前説明会（必須）（各団体 1 名出席）
時間 10:00～12:30
場所 日進市立図書館 視聴覚ホール
全体設営（必須）（10:00～12:00）

当日準備（必須）（9:00～10:00）
わいフェス開催（10:00〜15:30）※途中撤収はできません。
全体撤収（必須）（15：30～17:30）
※時間について変更の可能性があります。

○ゾーン会議・出展団体交流会（5/31）について
ゾーン会議では、各ゾーン内の配置について話し合い、決定します。
ゾーン会議
10:00～11:30
みんな幸せゾーン
市民会館 1F 展示ホール
みんな大切ゾーン
市民会館 1F 展示ホール
みんな美しいゾーン
市民会館 2F 会議室
みんな豊かゾーン
市民会館 2F 会議室
みんな安心ゾーン
市民会館 2F 視聴覚室
みんなおいしいゾーン
市民会館 3F 工芸室
※公募企画のゾーン会議はありません
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出展団体交流会
11:30～12:30
（全ゾーン・公募企画 共通）
市民会館 1F 展示ホール
※軽食をご用意いたします（無料）
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2. ブース出展の募集
○ブース出展でできること
展示、資料配布、物品販売、体験などを通して来場者に活動発表・啓発したり、他の出展団体と
交流したりすることができます。
パネル 1、長机 1、いす 2 つの備品を貸し出します。出展料は無料です。
※出展するゾーンは、「団体活動に最も関係が深い SDGs のゴール」により区分します。
次ページの表をご覧のうえ、出展申込用紙にご記入ください。
※飲食物の販売は、日頃から飲食提供の活動をしている団体を対象とします。食品営業許可の
提出に伴う書類の作成にご協力ください。
※出展内容がわいわいフェスティバルの趣旨に合わないと実行委員会が判断した場合は、出展
内容をご相談させていただいたり、出展をお断りしたりする場合があります。
※署名活動はできません。

1 団体のブースは
・多孔パネル（片面）：幅 180ｃｍ×高さ 120ｃｍ
・長机（1 脚）：幅 180ｃｍ×奥行 45ｃｍ
・椅子（2 脚）

を予定しています。

パネル（片面）
幅 180ｃｍ×高さ 120ｃｍ

奥行きは約 130cm です。
前後のスペースの状況により変更いただけますが
来客者の通路確保にご協力ください。

※備品の状態（破損など）や他の企画との調
整により、複数のパネルを連結して使用
することや 椅子の数の変更をお願いす
ることがあります。
※電源等の使用希望は出展内容調査票に

ブース奥行
約 130ｃｍ

ご記入ください。

※このブースに収まらない企画をご希望される場合は、公募企画（p.6～）としてご応募ください。
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◯6 つのゾーンと対応する SDGs
各出展団体の取り組みに関係する SDGs によってゾーン分けをしています。
自分の団体に関係するゴールが分からない方は、にぎわい交流館へご相談ください。
ゾーン名

およその定員

みんな幸せゾーン

30 団体

みんな大切ゾーン

25 団体

みんな美しいゾーン

15 団体

みんな豊かゾーン

10 団体

みんな安心ゾーン

30 団体

みんなおいしいゾーン

8 団体

対応する SDGs のゴール
1 貧困をなくそう
2 飢餓をゼロに
3 すべての人に健康と福祉を
17 パートナーシップで目標を達成しよう
4 質の高い教育をみんなに
5 ジェンダー平等を実現しよう
10 人や国の不平等をなくそう
16 平和と公正をすべての人に
6 安全な水とトイレを世界中に
12 つくる責任 つかう責任
13 気候変動に具体的な対策を
14 海の豊かさを守ろう
15 陸の豊かさも守ろう
7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに
8 働きがいも経済成長も
9 産業と技術革新の基盤をつくろう
11 住み続けられるまちづくりを
飲食の提供
（ゴールは区別しない）

○出展の条件
・ わいフェスの開催目的に賛同していること。
・ ゾーン会議・出展団体交流会（5/31）、出展団体向け直前説明会（6/13）に出席すること。
・ 前日（7/3）の全体設営（1 団体から 1 人以上）、開催時間中のブース運営（1 人以上）（10:00
～15:30）、当日終了後の全体撤収に参加すること。
※ブースの個別設営は前日 12:00～20:00、当日 9:00～10:00 を予定しています。
※全体企画へのご協力をいただく場合がございます。

○申込方法
出展申込用紙に記入し、にぎわい交流館へ提出してください（窓口・ファクス・電子メール可）。また、
Google フォーム（下記 QR コード・URL）からもお申込みいただけます。
出展申込フォーム
https://forms.gle/1CS1626TWzCchf5VA

○出展内容調査票の提出について
5/3（日）までに、出展内容調査票をにぎわい交流館へ提出してください（窓口・ファクス・電子メール
可）。また、Google フォーム（下記 QR コード・URL）からもご提出いただけます。
出展内容調査フォーム（ブース出展）
https://forms.gle/2kP1mn8ohsNQphqr8
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3. 公募企画の募集
※企画とは、「ブース出展」の枠内に収まらないもの全般を指します。
例）机を 3～4 本使って工作をしてもらう、ステージを設けて音楽の発表をする など
※企画の費用や運営に必要な人員は、企画団体の負担となります。

○出展の条件
・ わいフェスの開催目的に賛同していること。
・ 出展団体交流会（5/31）、出展団体向け直前説明会（6/13）に出席すること。
・ 前日（7/3）の全体設営（1 団体から 1 人以上）、開催時間中のブース運営（1 人以上）（10:00
～15:30）、当日終了後の全体撤収に参加すること。
※全体企画へのご協力をいただく場合がございます。

公募企画で使用可能な施設
施設

部屋
1F

市民会館

2F
3F
1F

スポーツセンター
2F

研修室 63 ㎡
多目的ホール
会議室 130 ㎡
会議室 52 ㎡
第 3 競技場：219 ㎡ コート 15m×14m
第 4 競技場：219 ㎡ コート 15m×14m
（畳敷き。机・いすは舞台上にのみ置けます）
第 1 競技場：1,892 ㎡ コート 48m×34m（この 1/3 くらいのス
ペースを予定）
第 2 競技場：732 ㎡ コート 30m×22m

○応募方法
出展申込用紙に、企画書（任意様式）を添えてにぎわい交流館に提出してください（窓口、ファクス、
電子メール可）。なお、企画書には必ず下記の項目を明記してください（現時点で分かる範囲で具体
的にお書きください。様式や記載の順番は自由です）。
記載必須項目
企画名称
場所
会場図
時間
企画の目的
企画の内容

備考
必要な場所の広さ、具体的な施設（部屋）の希望、備品使用に関する希望（※
貸し出せる備品はパネル、長机、椅子、S 字フックです）、電源使用の有無（使
用機器・消費電力）など
会場の使用イメージ図
時間帯（終日も可）、タイムテーブルなど
目的、対象者の年齢、関係する持続可能な開発目標（SDGs）など
内容、定員、参加費、事前申込の有無、
過去に同様の企画を実施した際の結果など

※施設の利用ルールの範囲内で実施できる内容でお願いします

出展申込フォーム
https://forms.gle/1CS1626TWzCchf5VA
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○選考・調整について
会場のスペースや備品の数に限りがあるため、4 月中に、実行委員会で、応募していただいた企画が
わいフェスのテーマに合っているか、会場の調整ができるかなどを踏まえて選考・調整を行い、ご連
絡します。
企画の内容や場所について、実行委員会からご相談させていただくことがあります。

○出展内容調査票の提出について
選考・調整終了後、5/3（日）までに、出展内容調査票をにぎわい交流館へ提出してください（窓口・フ
ァクス・電子メール可）。また、Google フォーム（下記 QR コード・URL）からもご提出いただけます。
出展内容調査フォーム（公募企画）
https://forms.gle/bZcuW3PzMnMCWrYp9

4. 募集に関する問い合わせ先（共通）
日進市にぎわい交流館（にっしんわいわいフェスティバル実行委員会 事務局）
〒470-0122 愛知県日進市蟹甲町中島 277-1
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 https://shimin-kouryu.net
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