募集期間は１１月１日（木）～１５日（木）
二次募集は１６日（金）～２５日（日）
（二次募集は先着順となります）

～“Not Alone”ひとりじゃないよ

みんなで手をつなごう～

フェア日時：2019 年 2 月 9 日（土）
・10 日（日）10:00～15:00
☆参加団体説明会：2018 年 12 月 14 日（金）19:00～21:00
☆参加団体報告会：2019 年 2 月 22 日（金）18:30～19:30
の
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テーマ “Ｎot Alone”ひとりじゃないよ みんなで手をつなごう
目

的 ①市民公益活動団体に活動紹介と活動資金作りの場を提供する。
②より多くの市民に市民公益活動への関心を深めてもらう機会を提供し、市民活動を
始めるきっかけ作りの場とする。
③市民公益活動団体がより活発に交流できる場とする。
④社会貢献活動を行う企業の取り組みを紹介し、市民公益活動団体と企業、大学など
地域協働のきっかけ作りの場を提供する。
⑤被災地の復興支援を継続的に行う場とする。

●のたろん(not alone)フェア 2019 参加必須事項
１．当センターの市民活動団体データベースに登録している市民公益活動団体であること。
未登録の団体は申込時にデータベース登録票と活動の公益性がわかる資料を提出してください。
２．参加団体説明会と報告会には必ず出席すること（必須）
説明会 日 時：2018 年 12 月 14 日（金）19：00～21：00
場 所：市民活動サポートセンター ミーティングコーナー
報告会 日 時：2019 年 2 月 22 日（金）18：30～19：30
場 所：産業交流プラザ 第一研修室（のたろん交流会も同日に開催します）
＊説明会に出席した時点で参加決定といたします。欠席した団体は参加できなくなる場合があり
ますので、お気をつけください。報告会欠席の場合は、のたろんフェア 2020 の参加資格がなく
なる場合があります。(交流会は任意)。
３．フェアでは、参加団体が協働し運営する場面がありますのでご協力をお願いします。
４．フェア当日（9 日・10 日 開催時間内）各団体は１人以上ブースに配置すること。
（ただしミニ展示のみの出店は除く、詳細はお問合せください。）
５．物品販売、模擬店、募金に参加する場合は売上金額または募金額を報告すること。
参加団体の売上金額および募金額をフェア終了後に公表します。
６．各参加団体は、当日会場でおこなうスタンプラリーにエントリーすること。
７．各団体は団体紹介チラシを設置するなど、団体の活動を紹介する工夫をしてください。
●参加方法
参加団体は、以下の参加方法の中から自由に参加形態を選ぶことができます。
一つの団体が、複数の参加形態で参加することもできます。
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◆市民活動パネル展示
cm
cm
①通常展示ブース 34 ブース
115
m
・パネルを利用して活動ＰＲができます。
cm
・単なる作品展示や活動に関係のない商品の展示はできません。
・使用するパネルは、右図のいずれかになります。
※パネルタイプの希望はだせません。展示場所により調整します。
・貸出備品 パネル１面片側（115cm×115cm または 120cm×183cm）
・希望する団体には、机(45cm×150 ㎝または 45cm×120cm）1 台と椅子(2 脚)もしくは
椅子（1 脚）のみを貸出しします。
（会場スペースの都合上、机、椅子両方の貸し出しは 18 団体に限ります。
残り 16 団体のうち希望する団体には椅子 1 脚のみ貸し出しをします。）
※但し椅子を希望する場合は団体メンバーが必ず一人以上常駐してください。

183
cm

②活動体験展示ブース 7 ブース
・パネル展示前の決められたスペース内で活動体験を行うことができます。
（パネル前の体験スペースは約 120cm×200cm です）
・体験の運営に費用がかかる場合は、実費分を参加費として徴収することができます。
・体験内容を調整させていただく場合がありますので、申込み時に内容を申請してください。
・パネル展示については①（通常展示）に準じます。
・貸出備品 パネル１面片側（120cm×183cm）
、机（45cm×150 ㎝ 1 台）と椅子(2 脚)
③ミニ展示 20 団体
※縦型で掲示します
・パネル展示のタテ半分のスペースの展示をすることができます。
・館内レターケース上の壁面と、交流サロン（奥側）の壁面を使って展示します。
・壁面に直接掲示しますので一枚にまとめて作成してください。
サイズはＡ２（縦 61 ㎝×横 42 ㎝）までです。掲示場所は団体説明会にて発表します。
◆市民活動フリーマーケット
①館内 物品販売
23 ブース
・活動資金づくりのため日用品や手づくり品の販売ができます。
・貸出備品 机 2 台（45cm×150 ㎝）と椅子 2 脚もしくは机 1 台(90cm×180cm）と椅子 2 脚
＊サポートセンター内の机も使用しますので形状が変則的な場合があります。
②館外 食品の調理販売（模擬店）
10 ブース
・フェア当日（9 日、10 日）の集合時間は 8 時 30 分となります。
※館外テント設営、机・椅子準備等を行います。必ず団体から一人以上参加ください。
※荷物の搬入は館外テント準備終了後になりますので、ご注意ください。
・貸し出し備品 机 2 台(45cm×120cm 程度)、椅子 4 脚、テント、その他応相談。
・火気・電源を使用した飲食物の販売（調理の簡単なもの）ができます。
・雨天でも調理は外テントで行います。
・参加団体説明会時に出店団体間で販売物の調整をします。
・保健所申請時に、飲食販売物に関して不具合が生じた場合は調整させていただきます。
・食品販売の場合、申込み時に申請のあったもの以外は販売禁止とします。
・給湯室の流しの使用（洗いもの等）はできません。給水・給湯のみできます。
・原則、館外ブースでの物品販売はできません。（個別包装された物品は除く）
・館内での移動販売はできません。
・10kg 以内のプロパンガス(ボンベ)であれば使用できます。
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＊各参加日の火気及び電源取扱い責任者を決めてフェア当日、事務局までお知らせください。
（過去に電源の取り扱いによる事故が起きたため）
＊電源使用をする場合は申し込み時に機器、消費電力を必ずお知らせください。
電力の都合上、使用電力・機器の調整をさせていただくことがあります。
＊電源は一団体１口（1500Ｗ以下）とします。
＊調理物の残り（スープ類やお湯など）を側溝に流す行為は禁止です。
（残った飲食物、調理物は全てお持ち帰りください、材料の入っていないスープ類やお湯など
のみであれば館内給湯室を使用し流すことが出来ますが、鍋の洗浄等は行えません）
＊館外ブース前の車道は全面駐車禁止です。準備・撤去の際の一時的な搬入出以外は近隣の
有料駐車場等を利用ください。
＊卓上コンロを使用する団体は空になった使用済みボンベは全てお持ち帰りください。
＊販売時に団体の連絡先・活動内容のわかるもの（チラシ等）を購入者に必ずお渡しください。
＊上記内容をお守り頂かない場合は、全てイエロー及びレッドカードの対象となり得ます。
＊各種販売時、ブースからのはみ出しはおやめください。スペースを守らない場合は、実行
委員会の判断で販売中止とさせいただく場合があります。
◆ミニ体験または映像による市民活動紹介

12 団体

・会場に設置したミニ体験コーナーを利用して、団体の活動を来場者に体験してもらったり、
映像で活動の紹介をすることができます。広さ 4m×3m（おおよその目安）
・貸し出し備品

机 2 台(45cm×150cm 程度)、丸椅子 8 脚、プロジェクター、ノートＰＣ

・両日とも準備・実演・撤去を含め１団体 30 分以内厳守。
・プログラムは、実行委員会で調整し参加団体説明会にてお知らせします。
・ミニ体験の運営に費用がかかる場合は、実費分を参加費として徴収することができます。
・映像・音源データ、プレゼン資料などは、各団体でご用意ください。
◆のたろん(not alone)ステージ 7 団体
・イオン横須賀店（ショッパーズプラザ横須賀）2 階センターステージにて団体の活動を
発表することができます。
・2 月 9 日（土）のみ開催 10 時 00 分～15 時 00 分
・1 団体 30 分以内厳守(準備、実演、撤収含む)プログラムは実行委員会で調整します。
プログラムの進行上、時間厳守でお願いします。
・ステージのみの参加はできません。必ず以下のフェアメイン会場項目（※）への参加を
併せてお申し込みください。
※メイン会場項目（通常展示、体験展示、ミニ展示、ミニ体験、館内フリマ、館外調理）
・応募多数の場合は申込書に記載いただいた希望時間帯に添えない場合があります。
・ステージ機材 マイクスタンド 2 本・マイク 2 本、持込音源は CD か MD のみ。
カセットテープは不可、譜面台、その他応相談
・5 階会議室を控室として利用可（但し時間、スペース区分を設けます）
★会議室の利用は当日 10:00 以降となります。時間前の利用はできません。
・ステージ、プレイベントは両方参加可能です。
◆のたろんフェア 2019 プレイベント 7 団体
・イオン横須賀店（ショッパーズプラザ横須賀）2 階センターステージにて団体の活動を
発表することができます。
・1 月 26 日（土） 10 時 00 分～15 時 00 分
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・1 団体 30 分以内厳守(準備、実演、撤収含む)プログラムは実行委員会で調整します。
プログラムの進行上、時間厳守でお願いします。
・プレイベントのみの参加はできません。必ず以下のフェアメイン会場項目（※）への参加
を併せてお申し込みください。
※メイン会場項目（通常展示、体験展示、ミニ展示、ミニ体験、館内フリマ、館外調理）
・応募多数の場合は申込書に記載いただいた希望時間帯に添えない場合があります。
・ステージ機材 マイクスタンド 2 本・マイク 2 本、持込音源は CD か MD のみ。
カセットテープは不可、譜面台、その他応相談
・5 階会議室を控室として利用可（但し時間、スペース区分を設けます）
★会議室の利用は当日 10:00 以降となります。時間前の利用はできません。
・プレイベント、ステージは両方参加可能です。
◆市民活動支援のための不用品募集
多くの人に支援してもらえるよう、実行委員会で市民に不用品の提供を呼びかけます。
市民公益活動を市民に応援してもらうために、実行委員会で、不用品の寄付を希望する
団体と希望物品を掲載したリストを作成して、市民に不用品（原則、未使用のもの）の
寄付を呼びかけます。物品の受け渡しは直接、寄付者と団体との間で行っていただきます。

◆募金活動
フェア期間中（2 月 9 日・10 日）のメイン会場（サポートセンター館内・館外販売ブース）で
募金活動ができます。募金活動を希望する団体は、参加団体説明会で配布する申請書でお申込
み下さい。詳しいルール等は、参加団体説明会でご説明いたします。
◆署名活動
フェア期間中（2 月 9 日・10 日）のメイン会場内（サポートセンター館内のみ）に限り署名
活動ができます。署名活動を希望する団体は、参加団体説明会で配布する申請書でお申込み
下さい。詳しいルール等は、参加団体説明会でご説明いたします。

●のたろんフェア 2019 参加注意事項
・参加団体説明会、フェア当日、参加団体報告会への参加は必須です。いずれかに欠席の場合は、
のたろんフェア 2019 及び 2020 へ参加できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
・9 日、10 日のどちらか１日のみの参加はできません。
・各定数を超えた場合抽選（11/16(金)）となります。※抽選結果は落選団体のみ連絡します。
※定数に満たないカテゴリーのみ 11/17(土)より二次募集を行います（先着順）
・館外ブースに出店される団体は集合時間が異なります（１団体一人以上の参加は必須です）
・ステージ、プレイベントのみの参加は出来ません（メイン会場出店と併せて申し込みください）
・活動風景写真コンクールへの参加協力をお願いします。（別紙 チラシ有）
・ミニ体験コーナー、プレイベント、のたろんステージに参加希望する団体は、事前にシミュ
レーション等を行い、準備・実演・撤収までの時間を厳守してください。
プログラムの進行上、時間を超過した場合には実行委員会の判断により実演の途中でも終了を
お願いすることがあります。
・貸し出し備品に関して、団体により形状が異なる場合がありますが、ご理解をお願いします。
・プレイベント、のたろんステージ参加団体につきましても、他参加団体と同じく、無料駐車券
の発行はいたしませんのでご了承ください。
・会場レイアウト、各タイムスケジュールは参加団体説明会にて発表します。
・イオン横須賀店（ショッパーズプラザ横須賀）5 階会議室は施錠されません。貴重品は自身で
管理してください。（10 時前からの使用はできません）
4

