
令和４年度 見沼区市民活動ネットワーク第３回交流会 

日時：令和４年１０月１８日（火） 

１０：００～ 

会場：見沼区役所２階 大会議室  

次 第 

１ 開 会 

２ 議 事 

（１）第２０回見沼区ふれあいフェア出展内容 

(２) 第７回見沼区市民活動ネットワークまつり開催概要 

(３) 出張！見沼区市民活動ネットワーク PR 展 

３ そ の 他 

（１）第４回交流会の日程調整 

４ 閉  会 



２ 議事 

（１）第２０回見沼区ふれあいフェア出展内容 

日時：令和４年１１月１２日（土）９時３０分～１５時３０分 

※荒天の場合順延 １１月１３日(日) 

場所：堀崎公園、堀崎中央公園、見沼区役所 

会場配置図：別紙１を参照 

ブース一覧：別紙１を参照 

(市民活動ネットワークブースは、２４番 

出展団体は、２、１８～２１、２５～２８、３３、５６番) 

①見沼区市民活動ネットワークブース出展 

ブース内レイアウト：４ページを参照 

出展内容 

・団体のパンフレットやリーフレット等の掲示 

・ネットワークまつりの告知(チラシ配布)(別紙２を参照) 

・ネットワークスタンプラリーの粗品引き換え場所 

・ふれあいフェアの会場配置図でネットワーク出展ブースの表示 

※ネットワークブースに掲示希望のチラシ(Ａ４サイズまで)、配布用チラシ(Ａ４サイズ、５０部まで)は、

11 月１日(火)までにコミュニティ課へ郵送または持ち込みにてご提出ください。(当日出展しない団体

に限ります。) 

〇ネットワークブースは、各出展団体から選出されたスタッフの方による運営です。 

見沼区ふれあいフェア当番表(見沼区市民活動ネットワーク) 

１１月１２日(土) ※荒天の場合１３日(日) 

9：00～10：30 10：30～12：00 12：00～13：30 13：30～15：30 

A ブース設営、B運営 B 運営 B 運営 B 運営、D片付け 

A ブース設営、B運営 B 運営 B 運営 B 運営、D片付け 

C チラシ配布 C チラシ配布 B 運営 B 運営、D片付け 

C チラシ配布 C チラシ配布 
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〇スタッフの方は、以下の担当業務をお願いいたします。 

A ブース設営 

・ネットワークブース内の掲示物のレイアウトとネットワーク PR 動画の放映。(備品ボックスに格納さ 

れている操作手順書を参照。) 

B 運営 

・ブース前で来場者へ、広報誌つながる、ネットワークまつりのチラシ、スタンプラリー台紙を配布。 

・ブース内で、参加者が持参したスタンプラリー台紙を確認し景品と交換。 

   (次年度の参考にするため、スタンプラリー台紙は回収。ただし、参加者から持ち帰りたい旨の申し出 

があった場合は、その台紙にスタンプが押されているブース場所を別紙に控え、「済」のスタンプを

用紙の２４番の枠内に押して、台紙を返却。)   

    ※スタンプ数が６個～１０個の場合は粗品と交換。 

   ※１１個全てのスタンプが押印されている場合、粗品又はパーフェクト賞と交換。 

   ※パーフェクト賞が無くなった場合、参加者へその旨お伝えし、全て押印されていても粗品と交換。 

・パーフェクト賞が無くなった場合、備品ボックスにある「パーフェクト賞の景品終了しました」の標 

示紙をネットワークブースに貼る。 

・粗品が無くなった場合、備品ボックスにある「粗品無くなりました」の標示紙をネットワークブース 

に貼る。 

・スタンプラリー台紙が無くなった場合、備品ボックスにある「スタンプラリー台紙の配布終了しまし 

た」の標示紙をネットワークブースに貼る。 

C チラシ配布 

  ・区役所会場(防災アドバイザー会ブース付近)にて、ネットワークスタンプラリー台紙を配布し、来場 

   者に参加を呼び掛ける。 

   ※用紙 400 枚は防災アドバイザー会ブース内に事前に用意。 

D 片付け 

・ネットワークブース内の備品と掲示物を備品ボックスへ片付ける。 

②ネットワークスタンプラリー 

〇目的 

参加者に各ネットワーク出展ブースを回ってもらうことで出展団体の活動ＰＲ、出展団体の認知度

向上を図ることを目的とする。 

〇実施概要 

・参加者には各出展団体のブースを回ってもらう。 

出展団体スタッフは、参加者のスタンプラリー台紙にスタンプを押す。 

・スタンプ、スタンプ台は出展団体各自で用意。 

・押印の基準～各出展団体で決定する。 

・景品の交換について 
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６個～１０個のスタンプを集めた方は粗品 

１１個全てのスタンプを集めた方は粗品又はパーフェクト賞と交換する。 

台紙      ：７００枚(別紙３，４を参照) 

          (区役所会場４００枚／ネットワークブース２５０枚／堀崎中央公園会場５０枚) 

粗品      ：箸置きセット・小鳥ポーチ・フリクションマーカー・きせかえリフレクター 

パーフェクト賞：お花の苗(みぬマルシェより提供)、 

さつまいも(地域人ネットワークより提供) 
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区役所庁舎 → 

テント大きさ：３.６ｍ×２.７ｍ 

展示パネル：900×1800mm、脚付、両面有孔

机１台 

（スタンプラリー帳・粗品） 

机１台（予備・物置き） 

備品ボックス(机の下)、粗品 

机 １台 

（スタンプ

ラリー帳・

粗品) 

市民活動ネットワークブースレイアウト（案）

パ

ネ

ル 

２ 

枚 

掲 

示

物 

DVD 

プレーヤー 
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(２) 第７回見沼区市民活動ネットワークまつり開催概要

①開催概要(案)の検討

    ②会場レイアウト案の検討(別紙５参照) 
    ③感染対策案の検討(別紙６参照) 
    ④参加希望調査 (別紙７，８参照) 

①開催概要(案)の検討

１ 目的

見沼区市民活動ネットワークに登録している団体が主体的に行っているまちづくり活動につい

て区民へ情報発信するとともに、団体間の交流による団体の成長と、団体と区民の交流による区民

の市民活動への参加のきっかけ作りとすることを目的として開催する。

２ 開催日時

  令和５年３月１６日（木） ８時３０分～１７時１５分

       ３月１７日（金） ８時３０分～１７時１５分

       ３月１８日（土） ９時３０分～１２時３０分

   ※パネル展示は、１６日(木)８時３０分から１８日(土)１２時３０分まで常設する。

３ 開催場所

  ・見沼区役所多目的室、ロビー(全日程) 

・指導講座室、駐車場(土曜日のみ) 

  ※パネル展示はロビーで行い、多目的室は体験コーナー等に使用する。

４ 内容

  市民活動団体を主体として、以下の日程及び内容で設営・実施する。

・平日 ：活動内容パネル展示(パネル６～８枚程度)、体験コーナー

     ※各団体 パネル片面(120 ㎝×180 ㎝)の展示まで(出展団体数多いため) 

  ・土曜日：活動内容パネル展示、活動発表、ロビーコンサート、相談コーナー、

体験コーナー、物品販売

【広報活動】

〇市報さいたま見沼区版３月号

〇ポスター・チラシ

   ・区内自治会回覧・区内公共施設へ配布

   ・区役所内ラックへの配架
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  〇その他

   ・市ホームページ・区 Twitter 

・区民課 CM・ポータブル DVD プレーヤーでの放映(2 月 1 日からネットワークまつり版を放映) 

   ・報道機関へ資料提供

 【アンケート】実施予定

 【開催準備・開催スケジュール】

  ３月１５日（水） １７：１５ 出展団体集合

展示の設営、準備(各団体にて) 

  ３月１６日（木）展示(各団体パネル片面ずつ使用)、体験や相談の実施

３月１７日（金）展示(各団体パネル片面ずつ使用)、体験や相談の実施

１７：１５ 出展団体集合

会場設営、団体ブースの設営

ロビーコンサートのリハーサル(希望団体) 

３月１８日（土）全参加者 自宅にて検温、健康チェックシートの記入

(チェックシートは次回交流会で配布。団体で１か月保管

８：３０ 集合（出展者、スタッフの方全員）

開始前ミーティング(注意事項の再確認等)(各団体１名) 

９：００ ロビーコンサートの音出し確認開始

 ９：３０～１２：３０

展示、体験、相談、活動発表

販売や無料配布

各団体による来場者への説明

１２：３０ 終了後片付け(記載台の移動等)、各団体にて展示物持ち帰り
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 (３)出張！見沼区市民活動ネットワークＰＲ展 

・展示スケジュール(案) 

令和５年１月１０日(火) ～１月２０日(金)    見沼区役所   

１月２３日(月) ～２月 ３日(金)    七里コミュニティセンター 

２月 ７日(火) ～２月１７日(金)    片柳コミュニティセンター     

(コミュニティセンター：各初日は１３時から開催、最終日は１５時まで開催) 

(区役所       ：開庁時間８時３０分～１７時１５分まで開催) 

※東大宮コミュニティセンターは令和４年１１月から修繕のため使用不可。 

 ※２月６日は、片柳コミュニティセンターで別の展示が行われるため使用不可。 

参加希望の団体は、第４回交流会(令和４年 12 月開催予定)の際に、参加希望票(別紙９)と一緒に掲示

物をご提出ください。 

・昨年開催の様子 

〇片柳コミュニティセンター          〇東大宮コミュニティセンター 

〇七里コミュニティセンター                

〇見沼区役所 
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別紙１









令和５年 3 月 1６日（木） １８日（土） 

見沼区役所にて開催（入場無料） 

問合せ 見沼区コミュニティ課 TEL 048・681・6020 FAX 048・681・6161 

前回の開催内容 
見沼区産野菜の販売（みぬマルシェ）、衣食住のミニ講習、 

  竹とんぼ制作、プログラミング体験、わら細工、絵本読み聞かせ、 
非常食無料配布、100歳体操、弓矢体験、ヨガ体験、 
アートワークショップ、活動内容展示、ロビーコンサート等 

第７回

別紙２



見沼区市民活動 

ネットワークラリー 

＊興味のある団体のブースに行って、 

スタンプを押してもらおう！ 

＊どのブースからスタートしてもＯＫ！ 

＊全部集めるとパーフェクト賞又は粗品を

進呈！(無くなり次第終了です。) 

堀崎公園会場 

区役所 

駐車場会場 
２４ 

見沼区市民活動 
ネットワーク 

粗品引き換え場所 

（※ふれあいフェア 
本部ではありません） 

堀崎中央公園会場 

２５ 

浦和友の会 

３３ 

みぬマルシェ 

実行委員会 

２１ 

地域人 

ネットワーク 

２０ 

みぬまで 

暮らす会 

１９ 

埼玉 

竹とんぼの会 

２８ 

活き活き体操 

ほぐしヨガ 

５６ 

さいたまユース 

サポートネット 

２６ 

さいたま市 

みどり愛護会 

見沼区連絡会 

２７ 

自然観察 

さいたまフレンド 

１８ 

ボーイスカウト 

見沼区所在団 

２ 

見沼区防災 

アドバイザー会 

６つ以上のスタンプを

集めると粗品進呈！ 

別紙３

(案１)



見沼区市民活動 

ネットワークラリー 

＊興味のある団体のブースに行って、 

スタンプを押してもらおう！ 

＊どのブースからスタートしてもＯＫ！ 

＊全部集めるとパーフェクト賞又は粗品を

進呈！(無くなり次第終了です。) 

堀崎公園会場 

区役所 

駐車場会場

２４ 

見沼区市民活動 
ネットワーク 

粗品引き換え場所 

（※ふれあいフェア 
本部ではありません） 

堀崎中央公園会場 

２５ 

浦和友の会 

３３ 

みぬマルシェ 

実行委員会 

２１ 

地域人 

ネットワーク 

２０ 

みぬまで 

暮らす会 

１９ 

埼玉 

竹とんぼの会 

２８ 

活き活き体操 

ほぐしヨガ 

５６ 

さいたまユース 

サポートネット 

２６ 

さいたま市 

みどり愛護会 

見沼区連絡会 

２７ 

自然観察 

さいたまフレンド 

１８ 

ボーイスカウト 

見沼区所在団 

２ 

見沼区防災 

アドバイザー会 

６つ以上のスタンプを

集めると粗品進呈！ 

別紙４

(案２)



会場
ブース
番号

18

19

20

21

24

25

26

27

28

33

2

56

※２４番　見沼区市民活動ネットワークブースにて粗品進呈。

堀
崎
公
園
会
場

見沼区市民活動ネットワーク 市民活動団体の緩やかなつながりをはかる

埼玉竹とんぼの会 心や体の健康づくりに役立つ竹とんぼづくりの体験教室

NPO法人地域人ネットワーク

浦和友の会

さいたま市みどり愛護会見沼区連絡会

ＮＰＯ法人みぬまで暮らす会

衣食住・家計・子育て環境など、家事を通して学び合う

仕事の知識と経験を地域社会へ還元する

高齢期を最後まで自宅で安心して暮らせる社会を作る

大気の浄化と動植物の保護を図るための森林の保全活動

ＮＰＯ法人自然観察さいたまフレンド

野外活動や社会奉仕などを通した青少年の教育

堀
崎
中
央
公
園
・

区
役
所
駐
車
場
会
場

NPO法人さいたまユースサポートネット

見沼区防災アドバイザー会

みぬマルシェ（地産地消市）実行委員会

自然保護につながる自然観察　緑地保全の実施

地域防災・減災の活動・地域防災コミュニティ作りへの貢献

見沼区産の農産物及び加工品のPR　農産物直売会の開催

困難を抱える子ども・若者たちへの支援活動

活き活き体操ほぐしヨガ 活き活き体操ほぐしヨガの実施

団体名

ボーイスカウト見沼区所在団

活動内容

第20回見沼区ふれあいフェア参加団体見沼区市民活動ネットワーク

堀崎中央

公園会場

堀崎

公園会場

全部のブースを回る

と、とっておきの景

品がもらえるかも？

ぜひ巡ってみてね！



入口 検温 A、B×2 外フリー（トラブル対応）担当 1

消毒案内 C×２ 統括 2

立ち見客誘導（１階） D×２ ステージ（出演）担当 3

立ち見客誘導（２階） E×２ ステージ（客席）担当 4

会場内消毒（男女２） F、G×２ 中フリー（トラブル対応）担当 5

司会 H、代理 会場案内・待機列整理 6

タイムキーパー I×２ 記録担当 7

会場案内・待機列整理 J×２

駐車場 駐車場整理(区役所) K、L×２

合計 2４名 ７名

団体スタッフ 職員

会場内

※司会(H)以外は前半・後半で交代

多目的室

ス
テ
ー
ジ

第7回市民活動ネットワークまつり 会場レイアウト（案）

２ｍ

３ｍ

区役所正面玄関

入・出口（中央で仕切

ブース出展場所

ブース出展場所

ブース出展場所

各ブース

の大きさ 2.5 2.8ｍ

３ ３.６ｍ

指導講座室

会
場
案
内

団
体
Ｐ
Ｒ

ブ
ー
ス
出
展
場

所

★会場への出入口は正面玄関からとする

★会場外で、検温と消毒

★立ち見が出た際には、2階から見るように誘導する。

客席待ち待機

客席出口

検温

区役所駐車場会場

出展場所

出展場所

区役所駐車場

来場者用駐車スペース

駐輪場

武 道 館 通 り

Ａ

C

D
Ｇ

E

F

K

H
プ
ロ
グ
ラ
ム

みぬマルシェ

入・退場口

入場 待機列(入場開始時間前・入場制限時)

入場禁止張り紙

出演者 控え場所

客席入口

ブース出展場所
３

５

２
４

６

７

B

１

I

消毒
J

L
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感染防止策チェックシートに基づく対策一覧

項目

・掲出物による周知
・ マスク未着用者へのマスクの配布
・ 観客席とステージは２ｍ以上の間隔を空ける。
・入場制限の実施(会場内の全ブースの待機場所・
 ステージ観客席が埋った場合)

該当なし

②エアロゾル感染
対策

・正面玄関ドアの常時開放
・多目的室、指導講座室の扉の常時開放
・排煙窓の開放
(マスク着用と距離の確保については①の案を実施)

③接触感染対策

・会場出入り口に手指消毒液の設置
・掲出物による周知
・スタッフによる定期的な消毒
・ 観客席とステージは２ｍ以上の間隔を空ける。

・大声なしエリア・大声ありエリアの明確な区分があり、それぞれにおける、
 イベント参加者間の適切な距離の確保。
・大声なしエリアにおける、大声を防止するための対策の実施。

・機械換気による常時換気又は窓開け換気

・適切なマスクの正しい着用の周知・徹底【①と同様】

・イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加者
 間の適切な距離の確保【①と同様】
・イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側による
 イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）の消毒の実施

・イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加
 者間の適切な距離の確保【①と同様】

開催に向けた検討事項

 ※イベント開催には、下記の項目(イベント開催時の必要な感染予防策)を満たすことが必要です                        (2022年9月9日改定)
県からの要請

・適切なマスク（不織布マスクを推奨｡以下同じ）の正しい着用の周知・徹底。

・イベント会場（客席、入退場口やトイレ等の共用部）におけるイベント参加
 者間の適切な距離の確保(※) 大声の定義を「観客等が、①通常よりも大きな
 声量で、②反復・継続的に声を発すること」とする。

１．イベント参加者の感染対策 （１）感染経路に応じた感染対策

「大声あり」、「大声なし」のエリアを区分して開催する場合、上記対策に加えて、

①飛沫の抑制
(マスク着用や大声
を出さないこと)

の徹底
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項目

⑥感染拡大対策
・市HPにて公表し、参加者への注意喚起を実施

⑦出演者や
スタッフの
感染対策

・出演者やスタッフによる、練習時・本番等における前項（１）感染経路に応
 じた感染対策に加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施

・舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染
 させないための対策の実施

・団体には２週間前からの健康チェックを依頼
 （提出はなし。団体で保管）

・観客席とステージは２ｍ以上の間隔を空ける

県からの要請

④飲食時の
感染対策

・前項（１）感染経路に応じた感染対策と併せて、飲食時の感染対策（食事中
 以外のマスク着用、飲食に伴いマスクを外す際の会話自粛等）の徹底の周知

・原則、施設内での飲食禁止
 控室を含み水分補給のみ可、掲出物による周知

⑤イベント前の
感染対策

・発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ ・会場入り口での検温の実施

１．イベント参加者の感染対策（２）その他の感染対策

・イベントで感染者が発生した際の参加者への注意喚起

２．出演者やスタッフの感染対策



団体名

期間中のパネル展示の実施を希望 　　　　　　　　　　　　する　　　　　　・　　　　しない

①展示内容

②パネル(１枚)を使用 　　　　　　　　　　　　する　　　　　　・　　　　しない

③展示用フックの使用数 展示用フック　　　　　　個

④机の使用数
大（４４ｃｍ×１７９ｃｍ）　　　　　　台
小（４４ｃｍ×１４９ｃｍ）　　　　　　台

相談・体験コーナーの実施を希望 　　　　　　　　　　　　する　　　　　　・　　　　しない

①希望日・時間 　３月　　日（　）　　　　　：　　　　　～　　　　　：

②相談・体験開設内容

③机の使用数
大（４４ｃｍ×１７９ｃｍ）　　　　　　台
小（４４ｃｍ×１４９ｃｍ）　　　　　　台

④イスの使用数 イス　　　　　脚

⑤パネル(１枚)を使用 　　　　　　　　　　　　する　　　　　　・　　　　しない

⑥その他持込備品・機材

相談・体験・販売コーナーの実施を希望 　　　　　　　　　　　　する　　　　　　・　　　　しない

①実施日 　３月１８日（土）

②相談・体験・販売内容

③机の使用数
大（４４ｃｍ×１７９ｃｍ）　　　　　　台
小（４４ｃｍ×１４９ｃｍ）　　　　　　台

④イスの使用数 イス　　　　　脚

⑤パネルの使用数 　　　　　　　　枚

⑥販売する品物(販売を希望する場合)

⑦その他持込備品・機材

ステージ発表の実施を希望   　　　　　　　　　　　する　　　　　　・　　　　しない

①発表・実演内容

②机の使用数
大（４４ｃｍ×１７９ｃｍ）　　　　　　台
小（４４ｃｍ×１４９ｃｍ）　　　　　　台

③イスの使用数 イス　　　　　脚

④マイクの使用数 　　　　　　　　　　　　　　本(４本まで)

⑤マイクスタンド(１つ)の使用   　　　　　　　　　　　する　　　　　　・　　　　しない

⑥その他持込備品・機材

ロビーコンサート出演団体を推薦 　　　　　　　　　　　　する　　　　　　・　　　　しない

①推薦団体名

②代表者　氏名(ふりなが)

　　　　　　　住所

　　　　　　　電話番号

　　　　　　　メールアドレス

③希望出演時間 3月18日(土)　　　：　　　～　　　：　

④コンサート内容

⑤出演希望時間 分(ご希望に沿えない場合があります)

⑥希望機材(用意してほしい機材)

⑦その他持込備品・機材

①のぼり旗持込み 有　　　・　　　無

②その他希望内容

※　1１月１８日（金）までに、見沼区コミュニティ課へメール、FAX、郵送、又は窓口にて提出してください。

F　その他

E　ロビーコンサート
3月１８日(土)
場所：１階ロビー

 見沼区市民活動ネットワークまつり　参加希望調査票

A　展示

3月１6(木)、１7日(金)

場所：１階ロビー

B　相談・体験
　　コーナー

3月１6(木)、１7日(金)

場所：多目的室

C　相談・体験・販売
　　コーナー

3月１８日(土)

場所：多目的室
　　　　  １階ロビー

(販売は１階ロビーのみ)

D ステージ発表

3月１８日(土)

場所：１階ロビー
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参加希望調査票 記入要領

A 展示
  展示は「パネル」または「机」を使用して展示することができます。

展示の実施を希望するかについて〇で囲んでください。         

 ①「展示内容」…展示する内容をご記入ください。

        （例）活動中の様子の写真展示、区内で見られる動植物の写真展示、作品展示…等。

 ②「パネルの使用数」…使用する展示用有孔パネルの枚数は１枚です。

            パネルの大きさは 1枚１２０ｃｍ×１８０ｃｍです。
            使用するかについて〇で囲んでください。

 ③「展示用フックの使用数」…パネル展示で使用する展示用フックの数量をご記入ください。

 ④「机の使用数」…使用する机の台数をご記入ください。

          机の大きさは２種類あり、

大が４４ｃｍ×１７９ｃｍ、小が４４ｃｍ×１４９ｃｍです。 

 ※貸し出しするパネルや机等は数に限りがあり、ご希望に沿えない場合があります。

B 相談・体験コーナー
多目的室・ロビーを使用し、団体活動内容の体験をさせたり、区民向けの相談受付ができます。

使用できる多目的室のスペースは、５ｍ×７ｍ程です。

相談・体験コーナーの実施を希望するかについて〇で囲んでください。 

①「希望日・時間」…平日の開催を希望する団体は、３月１６日(木)・１７日(金)の９：３０～
１７：１５の間で希望の時間をご記入ください。１８日(土)の出展については、
記載する必要はありません。

※他団体と調整の上決定するため、ご希望に沿えない場合があります。

※希望時間の３０分前には、多目的室にて準備を開始していただくようお願い

します。

②「相談・体験開設内容」…内容をご記入ください。

③「机の使用数」…使用する机の台数をご記入ください。

机の大きさは２種類あり、

大が４４ｃｍ×１７９ｃｍ、小が４４ｃｍ×１４９ｃｍです。 

④「イスの使用数」…使用するイスの脚数をご記入ください。 

⑤「パネルの使用数」…使用する展示用有孔パネルの枚数は１枚です。

            パネルの大きさは 1枚１２０ｃｍ×１８０ｃｍです。
            使用するかについて〇で囲んでください。

⑥「その他持込備品・機材」…相談・体験に使用する備品と機材をご記入ください。
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C 相談・体験・販売コーナー
多目的室・ロビーを使用し、団体活動内容の体験をさせたり、区民向けの相談受付、団体で作成し

たもの等を販売することができます。食品を販売される場合は、事前にコミュニティ課までご相談く

ださい。使用できる多目的室のスペースは、５ｍ×７ｍ程です。

相談・体験・販売コーナーの実施を希望するかについて〇で囲んでください。

①「実施日」…３月１８日(土)です。
②「相談・体験・販売内容」…内容をご記入ください。

③「机の使用数」…使用する机の台数をご記入ください。

机の大きさは２種類あり、

大が４４ｃｍ×１７９ｃｍ、小が４４ｃｍ×１４９ｃｍです。 

④「イスの使用数」…使用するイスの脚数をご記入ください。 

⑤「パネルの使用数」…使用する展示用有孔パネルの枚数をご記入ください。

         パネルの大きさは 1枚１２０ｃｍ×１８０ｃｍです。
 ⑥ 販売する品物…販売を希望する場合、販売希望商品をご記入ください。

⑦「その他持込備品・機材」…相談・体験・販売に使用する備品と機材をご記入ください。

D ステージ発表
  ステージを使用し、講演・活動発表や、おはなし会などができます。

使用できるステージのスペースは、横８ｍ×縦２ｍ程です。

ステージ発表の実施を希望するかについて〇で囲んでください。

 ①「発表・実演内容」…内容をご記入ください。

 ②「机の使用数」…使用する机の台数をご記入ください。

          机の大きさは２種類あり、

大が４４ｃｍ×１７９ｃｍ、小が４４ｃｍ×１４９ｃｍです。 

③「イスの使用数」…使用するイスの脚数をご記入ください。

④「マイクの使用数」…使用するマイク数をご記入ください。 

⑤「マイクスタンドの使用」…使用できるマイクスタンドは最大１つです。 

使用を希望するかについてご記入ください。

⑥「その他持込備品・機材」…使用する備品と機材をご記入ください。

E ロビーコンサート出演団体推薦
推薦する場合は“する”に〇をし、下枠内に必要事項をご記入ください。

①「推薦団体名」…推薦する団体名をご記入ください。

②「代表者」…推薦団体の代表者の氏名・住所・電話番号をご記入ください。

③「希望出演時間」…３月１８日（土）９：３０～１２：００の間で希望する時間をご記入ください。

          ※他団体と調整の上決定するため、ご希望に沿えない場合があります。

④「コンサート内容」…コンサート内容（演目）をご記入ください。

⑤「出演希望時間」…出演希望時間をご記入ください。

        ※用意・片付けなどの出入りの時間を含めて１０分～２０分を想定しています。



        ※ご希望に沿えない場合があります。

 ⑥「希望機材(用意してほしい機材)」…マイク等用意して欲しい機材がございましたら、ご記入くだ
さい。ご希望に沿えない場合があります。

⑦「その他持込備品・機材」…使用する備品と機材をご記入ください。

F その他
イベント会場を盛り上げるため、ご協力をお願いします。

① 「のぼり旗」…各自で所有するのぼり旗の持込をお願いいたします。台とポールはコミュニティ課

でも用意できます。（ただし数に限りがあります。）        

② 「その他希望内容」…その他、盛り上げるための手段・方法などありましたら、ご記入ください。



出張！見沼区市民活動ネットワークPR展 

参加希望票 

☆「出張！見沼区市民活動ネットワークPR展」に参加します。

団 体 名：                            

担当者名：                            

連 絡 先：                             

メールアドレス：                          

第４回交流会(令和４年 12 月開催予定)の際に、掲示物とともに御提出くださ

い。 

    見沼区コミュニティ課 企画係 杉本         

（TEL）０４８－６８１－６０２０            

（FAX）０４８－６８１－６１６１           

（E-mail）minumaku-community@city.saitama.lg.jp 
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