エコ育広場 2019

開催要項

2019 年 2 月 12 日
エコ育広場実行委員会
札幌市環境プラザ

Ⅰ.募

集

要

項

1．開催趣旨と概要
「エコ育広場」は、エコな気持ちを育てると同時に、エコを伝える人が育ち合い、
エコな気持ちを育み合う輪を広げていくことを目的にしています。
個人、市民団体、企業、行政などが個々にエコ活動を行うだけでなく、それぞれの
課題や成果を共有し、ともに育ち合っていくことで、地域や社会全体での活動がより
いっそう効果的なものになります。
そのために、私たちは、エコを伝える人たちが、今後の活動企画や指導、解説の方
法に対するヒントを得るための場として「エコ育広場」を開催します。
開催日時：2019 年 4 月 13 日（土）10:00～15:00（出展者受付は、9:00〜9:30）
（搬入・準備は、前日 18：00〜20：00 または、当日 9：00 から 9：45 ま
でに行って下さい。当日、9 時 45 分から出展者オリエンテーションを行
います。）
開催場所：札幌エルプラザ２Ｆ （環境プラザ展示コーナー、
環境研修室前スペ-ス、交流広場）
終了後、出展者交流会を行う予定です。ぜひ、ご参加下さい。
※出展者交流会：2019 年 4 月 13 日（土）15:30〜16:30（予定）
２．出展形態
環境プラザ展示コーナー、環境研修室前スペース、エルプラザ 2 階エレベーター
前交流広場に屋台形式で出展していただきます。
広さ
・ 約 2.5 メートル四方を 1 ブースとし、1 団体 1 ブース程度使用可能です。
貸出可能物品
・ 1 団体につき、机（D45cm×W180cm×H70cm）2 本、椅子 6 脚（折りたたみ不
可）、パネル（約 H120cm×H170cm）１枚まで。
募集団体数
・ 10 団体程度。
ブースイメージ図（1 ブースに貸出可能物品を最大数配置した例です。）
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３.応募資格
開催趣旨に賛同し、
「Ⅱ．出展の手引き」記載内容をはじめとする実行委員会が設けた
規則、参加概要を守ることに同意して下さる方。
４．受付期間
2019 年 2 月 12 日（火）

〜

3 月 7 日（木）

５．申込み方法
所定の「Ⅲ．申し込み用紙（兼同意書）」に、必要事項を記入の上、以下の出展申し込
み窓口まで郵送、FAX、E-mail、持参のいずれかの方法でお申し込み下さい。
『札幌市環境プラザ』〒060-0808 札幌市北区北８条西３丁目
TEL/011-728-1667

FAX/011-728-1400

E-mail

札幌エルプラザ２F

ecoiku.hiroba@gmail.com

６．出展者説明会
3 月 7 日（木）19:00〜、札幌市環境プラザで、出展者説明会を開催します。ご都合
が付く方は、ぜひ、ご参加ください。当日、会場配置を皆さんとの話し合いで決定し
ます。また、広報や当日運営についても、ご相談させていただきます。
７．開催者
主催 札幌市環境プラザ（指定管理者：公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会）
エコ育広場実行委員会
実行委員長
岡崎 朱実 （ＮＰＯ法人環境活動コンソーシアムえこらぼ）
監査
今井 健太 （札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター）
実行委員
新保 るみ子（ＮＰＯ法人ひまわりの種の会、
ＮＰＯ法人環境活動コンソーシアムえこらぼ）
金 由貴子 （公益財団法人札幌市公園緑化協会）
企画・運営 ＮＰＯ法人環境活動コンソーシアムえこらぼ
後援

環境省北海道環境パートナーシップオフィス、（公財）北海道環境財団

Ⅱ.出展の手引き
１． 開催当日のスケジュール概要
出展の準備を行ってください。
9:00 出展者受付開始
当日の進行説明、各出展者の簡単な紹介を行います。
9:45 オリエンテーション
休憩時間などには、是非他の出展を体験してください。
10:00 開場
15:00 閉場・片付け
出展や開催のふりかえり、交流を目的に行います。
15:30 交流会（予定）
16:30 終了・片付け
16:45 解散

＊参加者が少数の場合は、開催しません。
お手すきの方は、交流会場の片付けにご協力ください。

２． 当日の会場の様子
 札幌エルプラザ２Ｆに、体験活動を通してエコに触れることのできる出展が集まった
広場ができます。幼児から大人までが来場します。
３． 会場のシステム
 来場者は、無料で参加します。小学生低学年以下は保護者同伴とします。
 来場者には受付で、会場マップを配布します。
４． 交流会
準備の都合がありますので、事前にお申し込みください。
５． 出展に関する事項
 参加費をお願いします。一口 500 円よりお受けいたします。（来場者の保険代の一部に
充当します。支出が難しい団体は、事務局にご相談ください。）
 出展時間は 10:00〜15:00 です。当日の受付は、9:00〜9:30 におすませください。なお、
搬入やブース準備は前日 18:00～20:00 または当日 9:00 から 9:45 までの間にお願いし
ます。
 出展者は、販売、参加費、材料費の徴収を行うことはできません。材料費などは出展者
にてご負担ください。
「体験は、一人 1 回」などと形態の制約を行うことは、可能です。
６．その他、注意事項など
 施設利用に関しましては、札幌エルプラザ公共 4 施設利用案内に準じます。
 エルプラザ併設の駐車スペース（有料 100 円/20 分）は限られています。
 ブースの配置については、出展者説明会で皆さんと相談の上、決めさせていただきま
す。ブースについてご希望がある場合は、申込用紙の通信欄でお知らせ下さい。

Ⅲ.申し込み用紙

(兼

同意書)

環境プラザで配布している開催要項をお読みいただき、下記の必要事項をすべてご記入の
上、2019 年 3 月 7 日（木）までに、郵送、FAX、E-mail、持参にてお申し込みください。HP
をお持ちでない方は、団体の活動内容がわかる資料を環境プラザに郵送またはご持参下さい。
■出展申し込み・問い合わせ先：エコ育広場

出展申し込み窓口

『札幌市環境プラザ』（TEL011-728-1667

〒060-0808

FAX ０１１－７２８−１４００

札幌市北区北 8 条西 3 丁目）

E-mail ecoplaza@kankyo.sl-plaza.jp

意

エコ育広場の開催趣旨に賛同し、「開催要項」記載内容をはじめとする実行委員
会が設けた規則、参加概要に従うことを約束し、出展を申込みます。

注意

以下の太線枠内①～③、⑤は、原文のまま広報や会場で配布するマップ等に使用します。

同

①
②

出展者名

フリガナ

（個人・団体名）

出展活動名
体験活動紹介文

③
④

⑤

２０字以内で作成してください。
原則そのまま使用しますが、主催
者で、よりわかりやすく編集させ
ていただくことがあります。

活動体験所要時間

当日参加者へ広報します。１回あたりの活動時間を
お知らせください。30 分以内でお願いします。

出展者連絡先

住所

公開できない箇所のある場
合は、その旨を⑪の欄に記入
してください。

電話
E-mail
URL http://
代表者氏名

分

〒

担当者氏名

提供活動内容詳細
⑥

⑦
⑧
⑨
⑩

⑪

当日行う活動内容を詳しくご記
入ください。事務局の理解や調整
に使用するものです。

スタッフ

参加予定者の概数をご記入ください。

希望会場
ご希望の使用物品、使用数に○を
つけてください。

・机 ０，１，２，（
）・パネル０，１枚
・イス ０，１，２，３，４，５，６，（
）
・電源使用の有無
・使用
・使用しない（どちらかに○）

交流会

参加者予定数をご記入ください。

名

名
搬入･準備
ご予定の日に○を付してくださ
い。

前日 12 日(金)（18:00～20:00）
当日 13 日(土)（9:00 から開始していただけます）

その他通信欄

出展者説明会 3/7(木）19:00〜（

）出席・（

）欠席

（ご質問やご希望などがありま
したらご記入ください。電源使用
についても、お知らせ下さい。）

※ご記入いただいた個人情報については、エコ育広場実行委員会との連絡のみに使用し、その他の用途への転用は致しません。

エコ育広場 出展申し込み窓口
『札幌市環境プラザ』
〒060-0808 札幌市北区北８条西３丁目 札幌エルプラザ２F

ＴＥＬ／０１１－７２８－１６６７
ＦＡＸ／０１１－７２８－１４００
E-mail

ecoiku.hiroba@gmail.com

