
ASSISTPARK                  KORIYAMA

みんなの市民活動交流フェスタ
おいでよ！ みんなでつながろう 笑顔の未来へ

2017

出展者募集のお知らせ

市民と市民活動団体の交流イベント「みんなの市民活動交流フェスタ2017」では来場者には、市民活動を「学ぶ・知る・
楽しむ」イベント市民活動、NPOなどの参加団体には活動を多くの来場者に「学び・知っていただく」交流の機会とする
イベントとなります 。

ミューカルがくと館 入場無料
郡山市開成一丁目1番1号

展示や発表、販売、バザーの出展者・団体を大募集いたします。
ものづくり、体験など皆さんの活動を広く市民へ紹介してみませんか!

出展料
無料

 

 

平成 25 年度こおりやま市民活動交流フェスタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

                                             主催 郡山市 

届けよう！ 

  みんなのボランティアパワー 

      こおりやまグリーンカレー 

おなじみのお祭りグルメもいっぱいです！ 

市内で活動するＮＰＯやさまざまな市民活動団体、学生のみなさんが、ボランティアで企画・運営しています。 

楽しいイベントやコーナーが もりだくさんですので、家族・みんなでお越しください。 

ヨサコイ踊りやダンス発表 

   がくとくんも、ヨサコイしちゃいます！ 

     お買い得バザーやお店がいっぱい  

 安くてお得なお買い物に、みんな大満足！ 

運動スペースで遊ぼう！ 
ひろ～い、運動スペースで遊んじゃおう！ 

  家族で、みんなで、 
レジャーシートを広げてピクニックもできます こども商店街 や ＵＤ広場 

がくとくん商店におんぷちゃん食堂がオープン！ 

 

お 問 い 合 わ せ 
 

アシストパーク郡山 
（郡山市市民部市民協働推進課 市民活動サポートセンター）   

〒963 -8002  郡山市駅前二丁目 11 番 1 号 ビッグアイ６階 

TEL/FAX  024 -924 -3352  

E -Mail shimin -support@city.koriyama.fukushima.jp   

たくさんの「手伝って！」「ほっとけない！」があります。 
みなさんも、ＮＰＯやボランティア活動にふれてみませんか？ 

市民活動・ボランティア・ＮＰＯ活動を応援する広報紙 ♪第２８号♪
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１０月１３日（土）、郡山市総合福祉センター及び郡山市役所北側庭園駐車場を会場
に、平成２４年度こおりやま市民活動交流フェスタ「みんなのボランティアまつり」を
開催しました。
秋晴れの中、多くのご家族連れにご参加いただき、子供達の笑顔があふれる楽しいイ
ベントとなりました。また、バザー、グルメコーナー、ふるさと交流広場等、大盛況の
うちに終了することができました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
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市民活動・慈善活動・NPO・ボランティア等のみなさんへ
地域課題の解決に取り組む市民活動団体・グループ・個人が集い、それぞれの活動を発表したり他の団体・
グループとの交流や来場いただいた市民の皆さんに向けて、自らの活動を知ってもらい、共感を感じてもらう
ことで仲間や応援者を募ることが出来ます。
未来に向けて住みやすい地域づくりを目指す仲間が集い、市民活殿の輪を広げるイベントです。

みんなの市民活動交流フェスタ 2017 実行委員会

日時 10/ 14 土

9：45～16：00
会場

主催：郡山市・郡山市市民活動サポートセンター
ボランティアも
同時募集！

▼ブース出展の合間に、ぜひご参加ください。運営のヒントがいっぱいです。

ステージプログラム　（大ホール）

９：４５  　　　　　   開会宣言

１０：００‐１０：３０　   式典

１０：００　　　　      ブースオープン

１１：００-１２：３０　   講演　

１２：３０-１３：００　   休憩

事業（団体）紹介・演奏・特技の発表等

１３：００-１３：１５　    団体発表（１）　１５分

１３：２０-１３：５０　    団体発表（２）　３０分

１３：５５-１４：１０　    団体発表（３）　15分

１４：１５-１４：４５　    団体発表（４）　30分

１４：５０-１５：０５　    団体発表（５）　15分

１５：１０-１５：４０　    団体発表（６）　３０分

１６：００　　　　　  閉会

お問合せ
みんなの市民活動交流フェスタ２０１７実行委員会

郡山市市民活動サポートセンター （愛称 ： アシストパーク郡山）
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目 23 番 7 号   西庁舎 3 階

TEL ： ０２４ （924） ３３５２　FAX ： ０２４ （９２４） ３３５２　E-mail:ap@utsukushima-npo.jp
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01　出展の取り消し
出展の内容が本事業の運営及び管理上、
不適合と主催者が判断した場合、出展を
お断りすることがあります。

０２　権利の譲渡
ブース出展の一部及び全部は有償無償に
かかわらず第三者や他の出展者に転貸・
交換することはできません。

０３　展示における禁止事項
・ブースや指定された場所以外での宣伝
・他の出展者や来場者に迷惑になる行為
（振動・騒音・異臭等）
・法令違反
・その他、主催者が本祭事開催の運営及び
  管理上、不適合と判断した行為

０４　出展物の管理
期間中、出展物の管理等については事故防
止に最善の注意を払いますが、天災、火災、
盗難、紛失、その他不可抗力による事故が生
じた場合、その責任を負うことはできません。

０５　不可抗力による開催中止の場合
主催者は、天災、火災、疫病等の不可抗力に
より開催が不可能にとなった場合、出展者に
発生する損害については補償できません。

０６　その他
本事項に定めていない事項は各自出展者の
責任としてイベントへご参加ください。

出展規約

イベント前日 ・ 当日のお手伝いをしてくださる方を募集しています。
詳しくは 「アシストパーク郡山」 まで

①展示・交流ブース　②出展参加　③発表・イベント参加　④演奏・特技での参加　⑤ボランティア参加

ステージ発表者
参加受付中

講演者決定

■アクセス
○ 路線バス
　 郡山駅前から麓山経由大槻行きまたは、休石行き「グランド南口」下車。
　 又は、さくら循環虎丸回り「総合体育館前」下車。
　 各路線の所要時間は、約10分です。
　（道路状況により異なりますので、ご注意ください）

○ 駐車場
　「総合体育館西側駐車場」をご利用ください。



子育て関連
託児スペース

控室 子供の健全・育成
関連1３ 1４

1５

０１ 一般ブース   
・ 事業内容を説明するパネルやポスターの掲示
・ 机を設置し、 製品やパンフレットを置く

・ ブースのサイズは均一です。
・ 物販を希望される場合は事前にお申し付けください。

・ スペース ： 間口 1.8ｍ× 奥行 1.5ｍ× 高さ 2.1
   基本装飾 ： 後壁、 出展者名サイン、 机 1 台、 椅子 1 脚
・ 野外ブース間口 1.8ｍ× 奥行 1.8ｍ× 高さ 2.1
   出展料 ： 無料
※上記以外の設備、 備品をはじめ、 搬入出費、 その他人件費等は出展者の負担となります。
※電源を使用する場合は事前に申し付けください。

ブース詳細

出展までのスケジュール

8 月 14 日 （月）
申込み締め切り

9 月初旬
第 1 回
出展者説明会

１０月初旬
第２回
出展者説明会

10 月 14 日 （土）

開催

出展方法

展示ブース会場レイアウト

■ オープニング　
開会 ９時45-10時00
式典 10時00-10時30
（マーチングバンド）

■ ブースオープン
10時30

■ 講演　　　
11時00-12時30

■ 団体発表
（１）・・13時00-13時15（15）
（２）・・13時20-13時50（30）
（３）・・13時55-14時10（15）
（４）・・14時15-14時45（30）
（５）・・14時50-15時05（15）
（６）・・15時10-15時40（30）
　

タイムスケジュール

事業紹介演　奏 アカペラ ゴスペル

事業紹介・演奏・特技の発表！

高校生が伝える 
ふくしま食べる通信事務局長

「高校生が伝えるふくしま食べる通信」の取り組み
特別講演会 椎 根 里 奈 氏

総合案内

横4/4/3=11
縦6段
６６席

CSRパネルブース

１

８

事務室練習室１

５
４

9

カフェスタンド
ブレイクコーナー

正面入口

1２

ユニバーサル
デザインコーナー

２
若者の就労支援

６

７

11

10

０2 野外 （飲食） ブース   
・ 飲食ブース
・ イベントブース

まちづくりの
推進等

みんなの市民活動交流フェスタ2017　出展・出演申込書 申込日　平成29年　　　月　　日

申込み
ブース 室内展示ブース  　・　  野外飲食ブース　  ・　  出演 小間数 小間

団体名

所在地
〒　　　－

TEL FAX

代表者名 ご担当者名

URL E-mail

区分 登録団体  ・  一般

FAX  024-924-3352 郡山市市民活動サポートセンター　行

TEL ： 024-924-3352　FAX ： 024-924-3352
お問合せ ・ お申込み先　　みんなの市民活動交流フェスタ 2017 実行委員会　

保健 ・ 医療 ・ 福祉関連
３

ひきこもりの支援

活動紹介
展示パネルブース

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

総合案内

ユニバーサルデザイン

ボランティア・社会福祉関連

企業のCSRブース

子ども・若者が生きやすい地域社会づくり
特定非営利活動法人 ビーンズふくしま

ニート・ひきこもりの若者の自立支援・就労支援
認定特定非営利活動法人 キャリア・デザイナーズ

まちづくりの推進等ブース

特別講演会（ステージブース）

事業紹介・演奏（ステージブース）

活動紹介・展示ブース

⑫
⑬
⑭
⑮

T1 T2 T3 T4 T5

T6

T8
T7

T9
T10

13000

20002000

ふわふわ

7000

入口

T4
6

野外
OPEN FIELD

ミューカルがくと館

観覧席（一般用）

企画コーナー等

控室

子どもの健全・育成関連等

子育て・託児関連等

FLOOR GUIDE　１F

FLOOR GUIDE　２F

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T９
T10

予約済
予約済


