
フェスタで会おう！
～ワクワクが未来をつくる～

参加団体募集説明会



概要説明



市民活動フェスタとは…

市民活動団体のみなさんが、

日頃の活動をPRする、出会いと交流の場。

年に一度のおまつりです！
２００６年から大手通ホコ天で実施して
いた「市民活動まつり」から、
２０１２年アオーレ長岡誕生によって「市
民活動フェスタ」に生まれ変わりまし
た！

今年で15回目！
（市民活動まつりから通

算）

２００６年から大手通ホコ天にて開催 ２０１２からアオーレ長岡で開催

市民活動まつ
り

市民活動フェス
タ



市民活動とは…

市民一人ひとりの自発的な意思にもとづき

地域社会を住みよくする活動や

他者を支える活動などの社会的活動のこと

しかし、市民の認知がまだ低い



市民活動フェスタの目的

来場者に
日々の活動をPRする

参加団体の
横のつながりをつくる

協働による
まちづくり

きっかけの場



令和２年度市民活動フェスタ開催概要

日時 ９月１２日（土）１０時～１５時

場所 アオーレ長岡全館
（長岡市大手通1-4-10）



令和２年度市民活動フェスタ開催概要

主催者 市民活動フェスタ実行委員会

市民団体、企業、行政などが資金や人的資源を出し合って実行委員
会を結成。その実行委員が主催者となって運営する形式のこと。

※実行委員形式とは…

参加団体の皆さん一丸となってアピールしましょう！



令和２年度市民活動フェスタ開催概要

参加形態（複数可）

ステージ発表 飲食物販ブース 活動PRブース
（体験コーナー、映像上映など）



ソトドマ ナカドマ

ホワイエ ホールA

アリーナ

ホールBC

自然環境や防災関係、市内３大
学の学園祭などのPRブースや、
飲食販売をするブースが出店！

ステージイベントを見ながら飲食休憩
できるスペースを設置。周りには、ス
ポーツ体験ブースなども出店！

お茶やアロマなどの体験
があり、ちょっと一息でき
るエリア

合唱・舞踊・ダンスなどフ
ラットなステージで多様
な使い方が出来る

子どもたちが興味を持つ
体験が満載！

アオーレの使い方



市民活動フェスタの活用方法

①普段の活動をPRする絶好の機会！

来場者数は５，０００人 （令和元年度）

②横のつながりを作り普段の活動で協働！
様々な出会いや交流できっかけづくり

③工夫次第で資金調達も出来ます！
売り上げが通常活動の資金の足しに

ファンづくり

資金調達

ﾈｯﾄﾜｰｸ拡大

仲間の場増

イベント集客

活動PR



活用事例の紹介



市民活動フェスタの活用方法

イベント集客

市内３大学学園祭実行委員会

チラシを積極的に配布

学園祭当日にチラシ持参！
来場者アップ！

活動PRブースイベント集客



市民活動フェスタの活用方法

フルバンドの演奏

ステージ発表

オンザロックオーケストラ

メンバー拡大 大学生が演奏を聞き、メンバーに加入した。

他団体の出演者とコラボして生演奏を披露。団体コラボ

ﾈｯﾄﾜｰｸ拡大



市民活動フェスタの活用方法

資金調達

山本地区活性化プロジェクト

枝豆やにしんの販売、地域PR

活動PR

当日の売り上げは日ごろの活動資金に。

山本地区のイベントや地域MAPを紹介。

飲食ブース資金調達



あなたの団体は、フェスタに参加する目的は…

ステージ発表 飲食物販ブース 活動PRブース
（体験コーナー、映像上映など）

ファンづくり 資金調達活動の場増イベント集客活動PR

参加する形態と企画づくりが大切！



令和２年度市民活動フェスタ開催概要

内容 ステージ発表 飲食ブース

活動PRブース（体験コーナー、
映像上映など）

団体どうし横の連携協力が大切！



ソトドマ町内会 ナカドマ町内会

ホワイエ町内会 ３階町内会

アリーナ町内会

ステージ町内会

アオーレを各エリアで分割（町内会制度）



ソトドマ町内会 ナカドマ町内会

ホワイエ町内会 ３階町内会

アリーナ町内会

ステージ町内会

アオーレを各エリアで分割（町内会制度）

町内会とは…
各エリアを町内会と名付け、役割を認識
しお互いが協力し合う関係をもつこと。

・準備撤収を協力し合って行う
・企画などのアイデアを出し合う



令和２年度市民活動フェスタ開催概要

内容

特別
企画

ステージ発表 飲食ブース

活動PRブース（体験コーナー、
映像上映など）

町内会企画の開催



各町内会ごとに企画検討

多彩な分野の市民活動を体験することで、
触れて学べる貴重な機会を提供

コラボ

目玉
企画

こんなテーマ
でやってみ
たい！

とくに体験し
てもらいたい
年代は？

うちの団体
は、○○が
得意だよ！

企画はまだ未定です！
各町内会のごとに企画づくりをし、楽しく実現していきましょう！



オープニング・フィナー
レ

大人気のお菓子まきを2回実施！

フィナーレでは、パプリカの生演奏
で参加団体も来場者もみんなで一
緒に歌って踊って一体に！

コラボ

目玉
企画

踊りが得意！
生演奏できるよ！

参加型の

ステージで
一体感を！

昨年の様子

アイデア 実現

ステージ町内会 アリーナ町内会



ソトドマ町内会 ナカドマ町内会

ホワイエ町内会 ３階町内会

アリーナ＆ステージ町内会

ホールÅ町内会

町内会企画

●ガラポンシールラリー
「めざせ市民活動マスター」の実施

●資料設置コーナー＆新聞バック
● 100円割引券の配布

●オープニング＆フィナーレの企画
●お菓子まきの実施

●プラカードをもっての集客活動
●ステージプログラムと招待券の作成

●科学実験ステージショー
●マイ図鑑をつくろう！

●風船配布＆キッズスペースの設置
●ガーランドなど会場内の装飾



令和２年度市民活動フェスタ

テーマ

全体
企画

フェスタで会おう！ ～ワクワクが未来をつくる～

体験シールラリーの開催

昨年は、ブースでの体験を実施するとシールが
もらえ、シールが揃うとガラポンで賞品がGetでき

る体験シールラリーをソトドマ町内会企画で実
施。
今年は、全体企画として実施予定。



３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

実行委員会

参加団体

町内会

広報

今後のスケジュール（予定）

説明会

3/12
(木)PM

SNS等による情報発信（随時）

町内会別検討
（ステージ、目玉コラボ企画など）

ポスターチラシ作成
案検討

ポスターチラシ

配布設置

4/22
実行委員会 ９

／
11

市
民
活
動
フ
ェ
ス
タ
前
日
準
備

参加申込受付期間
3/10～4/20

6/24
実行委員会

8/19
実行委員会

説明会

4/2
(木)夜

5/20
全体会議

7/22
全体会議

９
／
12

市
民
活
動
フ
ェ
ス
タ
本
番

説明会

3/28
(土)AM中止 中止 中止



会場、備品等の使用について



１．はじめに

ステージ発表 飲食ブース

活動PRブース（体験コーナー、
映像上映など）出展

内容

・活動内容のわかる展示、資料の配布
・ブースには必ず人を配置（不在は原則×）



１．はじめに

会場や備品の使用に関して、限りがあ
りますので、

ご希望に添えない場合がありま
す。

あらかじめご了承ください。



２．
出
展
場
所
に
つ
い
て

２０２０年５月２０日（水）
参加団体全体会議にて

ブース位置をお知らせします。
（申し込み状況に応じて、調整します。）



３．駐車場について

当日の出展者用の無料処理は
行いません。
各自周辺の民間駐車場を自己負担でご利用
ください。

事前の会議及び、搬出入に関する駐車については、無料処理を行う予定です。



４．体験・展示ブース

特に展パネ
は注意！！



５．発表用ステージ

ホールＡはこんな
イメージ！

予算の関係上、音響設備は必要最低限とします。

マイクは最大４本までです。



６．飲食ブース

※臨時飲食店営業許可申請は、各団体が直接、保健所に申請し、臨時営業許可証の原本
を事務局へご提出ください。

※手続きで不明な点がありましたらご相談ください。

２張りで１ブース
分です。



７．イベント保険について

当日及び前日準備にはイベント保険をかけ
ています。（死亡３００万、入院日額３，０００円程度）

また、飲食に関しては賠償責任保険をかけて
います。

最低限の保険のみです。不足の場合は各団体ごとにご対応ください。



申込方法と注意事項



参加条件
市民活動フェスタは、参加する皆さんで作り上げ、市民の皆さんに市民活動の楽しさを伝えるイベントです！

□3人以上のメンバーがおり、当日も2人以上スタッフとして参加できる。

□自団体の持ち味を生かし、他団体と協力してイベント開催に寄与できる。

□説明会動画を視聴した。

□当日までの2回（5月・7月）の全体会議参加の他、前日準備や当日の撤収に関わること

ができる。

□宗教活動、政治活動及び営利活動は行わない。

□暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある団体ではない。



↓こちらにアクセスしてください↓

https://nkyod.org/event-list/164034



申込方法
STEP1: 参加申込書を入手する

ながおか市民協働センターの窓口で受け取る

ながおか市民協働センターホームページ「コライ

ト」からダウンロードする

1. https://nkyod.org/ にアクセス

2. 「市民活動フェスタ実行委員会」で検索

3. ＜参加申込書はこちら＞の下からダウンロード

STEP2: 参加申込書を提出する

4月20日（月）までに

ながおか市民協働センターの窓口で提出する

メールで送る

FAXで送る

フォームに入力する

https://nkyod.org/


注意事項

コライトに団体情報・イベント情報を掲載

申込と同時に、団体登録をさせていただきます。

「らこって」と市民活動情報を送付



その他

ながおか市民協働センター

相談対応時間：平日9:00～18:00

相談例

• フェスタ企画内容

• 集客方法

• 活動のPR方法

• 活動メンバーの集め方



参加申し込み期日は

４月２０日です。



ここが重要ポイント

◎全体会5/20.7/22には必ず一人以上出席してください。

◎フェスタ当日の駐車券の発行はいたしません。

◎飲食ブースの方は臨時営業許可を各自でお取りください。

◎前日準備と終了後の片付けまでが市民活動フェスタです。

皆さんと協力して素敵な会を作りましょう。



アオーレを丸1日
市民活動団体で独占できる機会です！

皆さんの英知とパワーを結集し、
市民活動フェスタを

楽しんでつくりあげましょう！

皆様のご参加をお待ちしております！


