
イベント出展者募集のご案内

愛知万博から10年目の節目を迎える平成２７年に、「第32回全国都市緑化あ
いちフェア（愛称：花と緑の夢あいち ２０１５）」を開催します。
「緑豊かな街づくり」をテーマに、花の王国あいちの特色を活かして、花や緑の
ある暮らしの素晴らしさが実感・体感できるフェアを目指します。

会場である愛･地球博記念公園内で、花や緑とふれあうワークショップや手作り
体験教室を開催したり、歌ったり、楽器を弾いたり、踊ったりと、フェア会場に訪
れる人々に向けて素敵なおもてなしをしてくださる出展者･出演者を募集します。
皆様からのご応募をお待ちしております。

概要

第32回全国都市緑化あいちフェア

愛・地球博記念公園（モリコロパーク）

平成27年9月12日（土）～11月8日（日） 58日間

9：00～17：00

愛知県 ・公益財団法人都市緑化機構

第32回全国都市緑化あいちフェア実行委員会

【 名 称 】

【 会 場 】

【開催期間】

【開場時間】

【 主 催 者 】

【運営主体】

■お申込み・お問合せ先

第３２回全国都市緑化あいちフェア実行委員会

〒460-0001 名古屋市中区三の丸三丁目２番１号 愛知県東大手庁舎４階
ＴＥＬ：０５２－９５４－６６３７
ＦＡＸ：０５２－９６１－１００７
ＵＲＬ：http://www.aichi-fair2015.jp Ｅメール： ryokkafair@pref.aichi.lg.jp
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第32回全国都市緑化あいちフェア



■募集区分

①「花と緑の体験催事」

実施内容 全国都市緑化あいちフェアの趣旨に沿う“花や緑（植物）を使った”ワークショップや園
内を使った自然体験ツアーを体験していただくプログラムの実施。
（例）フラワーアレンジメント、寄せ植え、ネイチャークラフト 等
展示ではなく、来場者が参加体験するコンテンツを実施してください。

実施場所 地球市民交流センター（多目的室2.3.4・体験学習室・屋内広場体験型ブース）及び
その他園内地球市民交流センター以外の場所

実施期間 １日単位
※１回の体験プログラムを１時間程度とし、一日数回実施する。または、開場時間内
（開場時間 9：00～17：00）に、常時プログラムを開催する。
※搬入・準備・撤去は開場時間外で行うこと。

出展応募資格 主に愛知県内で活動している団体または個人

出展料 無料 ※実施の際に必要な経費は出展者負担となります。
※勧奨費として１日 ５０００円を支給します。

② 「体験プログラム催事」

実施内容 上記、「花と緑の体験催事」以外の体験プログラム
（例） 工作・写真・絵画・書・工芸品・アクセサリー・絵手紙・その他

実施場所 地球市民交流センター（多目的室2.3.4・体験学習室・屋内広場体験型ブース）及び
その他園内地球市民交流センター以外の場所

実施期間 １日単位
※１回の体験プログラムを１時間程度とし、一日数回実施する。または、開場時間内
（開場時間 9：00～17：00）に、常時プログラムを開催する。
※搬入・準備・撤去は開場時間外で行うこと。

出展応募資格 主に愛知県内で活動している団体または個人

出展料 無料 ※実施の際に必要な経費は出展者負担となります。

③ 「県民参加ステージ」

実施内容 愛･地球博記念公園内 大芝生広場のステージを使用した演奏、ダンス等のステージ
パフォーマンス。
（例）音楽・歌唱・演劇・舞踊・ダンス・伝統芸能・マジック 等

実施場所 愛･地球博記念公園 大芝生広場ステージ

実施日 全国都市緑化あいちフェア開催中の水曜日、または実行委員会主催催事の実施日
（5ページ参照）

実施時間 １ステージ30分以内 （１日２回までの出演とする）
※ステージ前に準備15分、ステージ後に撤去15分
※準備の15分以外で、リハーサルが必要な場合は、決定後事務局と調整します。

出演応募資格 主に愛知県内で活動している団体または個人

出演料 無料 ※出演の際に必要な経費は出演者負担となります。
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■実施会場

3

地球市民交流センター

多目的室
2.3.4

体育館

屋内広場
体験型ブース
(1ブースあたり
2.7m × 3.6m )

ステージ

大芝生広場

使用不可

多目的室１
使用不可

※多目的スタジオ・多目的室１・体育館は
使用できません。

体験学習室

※現在建設中です
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■会場条件

地球市民交流センター(花と緑の体験催事・体験プログラム催事)

体験学習室１～３ （106.5㎡ 140.10㎡ 155.53㎡）
会議机を使用でき、様々なワークショップでご利用いただけます。部屋の間の仕切り
を取外し、一部屋としてもご利用いただけます。
《備品》
椅子、会議机（Ｗ1800mm×Ｄ450mm×Ｈ700mm）、演台、ホワイトボード、プロジェクタ
ー、オーディオセット、ＤＶＤプレーヤー、マイク
《会議机・椅子の数》
体験学習室１：18台・54脚、体験学習室２：26台・78脚、体験学習室３：26台・78脚

多目的室２.３.4 【多目的室２】（89.74㎡）
個別の机があり、レイアウトの自由度が高いお部屋です。
水道・電気が使用できます。
《備品》
生徒用机（Ｗ750mm×Ｄ550mm×Ｈ600mm）×30台、生徒用椅子×30脚、講師用机
、ホワイトボード

【多目的室３．４】（98.68㎡ 106.69㎡）
1つの机に6席設置されており、グループワークや対面式の教室に適しています。
水道・ガス・電気が使用できます。
《備品》
机（Ｗ1800mm×Ｄ900mm×Ｈ770mm）×９台、椅子×54脚、ホワイトボード

屋内広場
体験型ブース

ブースサイズ：Ｗ3600mm×Ｄ2700mm
《備品》 椅子、机

地球市民交流センター外（花と緑の体験催事・体験プログラム催事)

園内のどこで体験プログラムを実施したいのかを、具体的に「出展申込書」へご記入ください。

大芝生広場（県民参加ステージ）

メインステージ

大芝生広場内の屋外ステージ
ステージサイズ：Ｗ25580ｍｍ×Ｄ8800ｍｍ
（現在建設中のため変更になる場合があります。）

＊ステージ備品
・音響設備（オペレーター含む）
・照明設備（オペレーター含む）
・長机、イス

○出展者にご用意いただくもの

上記以外に必要とする資機材、装飾小物、メンテナンス用具、教材、活動紹介ツール など

○出演者にご用意いただくもの

上記以外に必要とする機材（楽器、大道具、小道具、衣装等）
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以下の日程は地球市民交流センターを主催催事等で使用するため、
花と緑の体験催事･体験プログラム催事ではご使用いただけません。

地球市民交流センター 使用不可日

9月12日（土） 体験学習室１～３

9月13日（日）～18日（金） 体験学習室２～３

9月19日（土）～20日（日） 体験学習室１～３、多目的室２～４

9月21日（月）～24日（木） 体験学習室２～３

9月25日（金）～27日（日） 体験学習室１～３、多目的室２～４

10月3日（土） 体験学習室１～３、多目的室２～４

10月4日（日） 体験学習室１～３

10月9日（金）～11日（日） 体験学習室１～３

10月12日（月） 体験学習室１～３、多目的室２～４

10月15日（木） 体験学習室１～３

10月16日（金）～18日（日） 体験学習室１～３、多目的室２～４

10月24日（土） 体験学習室１～３、多目的室２～４

10月25日（日） 体験学習室１～３

10月30日（金）～11月8日（土） 体験学習室１～３

※ 日にち、場所等は変更になることがあります。

○ 県民参加ステージ実施予定日

県民参加ステージを実施する大芝生広場の催事日

9月21日（月･祝）、22日（火･祝）、10月24日（土）～11月3日（火･祝）

県民参加ステージのみの実施日

9月16日、23日、30日、10月7日、14日、21日、11月5日（すべて水曜日）

※ 日にち、内容等は変更になることがあります。

○ 地球市民交流センター使用不可日

県民参加ステージは以下の日程で実施する予定です。
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■出展･出演にあたっての注意事項

①「花と緑の体験催事」 ② 「体験プログラム催事」 （地球市民交流センターなど）

実施場所使用料は無料ですが、出展のための交通費や運営経費などは出展者負担となります。
※地球市民交流センター以外の場所については、提案内容によっては別途公園管理者に手続きが必要
となる場合があります。
※①「花と緑の体験催事」に関しては、勧奨費を支給します。
現地で実施する事前説明会に出席していただきます。その際の交通費等の経費は出展者負担となります。
以下の団体または活動は出展をお断りすることがあります。
・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを目的とするもの。
・政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反することを目的とするもの。
・特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを
目的とするもの。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団および団員またはその利益につ
ながるもの。
・その他、本フェアの趣旨にふさわしくないもの。
出展者の責により主催者が用意する設備・備品を破損または減失したときは、備品等にかかる経費の
全部または一部を出展者に負担いただくことがあります。
実施期間中は必ず１名以上のスタッフを常駐してください。
搬入、準備、運営、撤去などは、全て出展者で行っていただきます。
出展者が作成した活動などを紹介するチラシおよびパンフレット等の来場者への配布は可能ですが、事
前に事務局の了解が必要です。開催趣旨にふさわしくない配布物は配布不可となることもありますのでご
了承ください。
受講者からの受講費（材料費程度）の徴収及び催事内容に関連する作品等の販売は可能ですが、事前
に事務局の了解が必要となります。
受講者の募集を必要とする場合は、事前・当日に関わらず、出展者の責で行ってください。

③ 県民参加ステージ （大芝生広場ステージ）

実施場所使用料は無料ですが、出演のための交通費や運営経費などは出演者負担となります。
現地で実施する事前説明会に出席していただきます。また、内容によっては主催者との打合せを行う場
合があります。その際の交通費等の経費は出演者負担となります。
以下の団体または活動は出演をお断りすることがあります。
・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを目的とするもの。
・政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反することを目的とするもの。
・特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを
目的とするもの。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団および団員またはその利益につ
ながるもの。
・その他、本フェアの趣旨にふさわしくないもの。
出演者の責により主催者が用意する設備・備品を破損または減失したときは、備品等にかかる経費の
全部または一部を出演者に負担いただくことがあります。
出演者が作成した活動などを紹介するチラシおよびパンフレット等の来場者への配布は可能ですが、事
前に事務局の了解が必要です。開催趣旨にふさわしくない配布物は配布不可となることもありますのでご
了承ください。
出演者自らの直接的な関わりがあるＣＤやグッズなどを、「県民参加ステージ」の傍らで来場者へ販売する
場合は事前に事務局の了解が必要となります。開催趣旨にふさわしくないものについては販売不可とな
ることもありますのでご了承ください。
愛･地球博記念公園では音量規制があります。公園規定に従っていただきます。
音響・照明等、事務局専属のスタッフがご協力いたします。
ステージの仕様（スペック）では対応できない演目内容であるなどの場合は、出演決定後であっても、出
演を取り消させていただくことがあります。



■応募申込方法

・出展（出演）申込書に必要事項をご記入の上、郵送にてお申し込みください。

また、第32回全国都市緑化あいちフェア公式ホームページから出展（出演）申込書をダウン

ロードし、Ｅメールでの申込みも可能です。

・出展・出演の内容が分かるような資料（プロフィール、写真、動画、新聞記事など）がございま

したら添付してください。なお、添付資料はご返却できませんのでご了承ください。

・Eメールで申し込む場合は申込書と添付資料を合わせて５MB以下でないと受信できません。

■申込期限

平成２７年１月30日（金）必着

■その他

応募や申請の際にいただいた個人情報は、本事業に関する業務以外には使用いたしません。

内容の確認などについて、事務局からお問い合わせをすることもあります。

応募内容を事務局が検討した上で、出展者・出演者を決定します。

選考結果はお知らせしますが、選考方法や選考過程は一切お答え致しかねます。

出展・出演が決定した団体につきましては、スケジュールや実施場所を調整しますので、

変更をお願いする場合があります。

搬入・搬出等のための駐車場は、事務局で必要台数等を検討し用意いたします。

■決定通知

平成２７年３月下旬に通知します。
非採用の場合でも通知いたします。
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平成26年１２月２日（火）～

・Eメールまたは郵送にて随時受け付けいたします。
・内容の確認などについて、事務局から問い合わせすることがございます。
・応募内容を事務局が検討の上、出展者･出演者を決定します。お申込みいただいて
も、ご出展・ご出演いただけない場合もございます。ご了承ください。

申込み開始

平成27年１月30日（金） 募集締め切り

平成27年３月下旬頃 出展者･出演者仮決定通知

・申込みされた方に結果をお伝えします。非採用の場合でも通知します。
※日程・実施場所については、通知の後調整させていただきます。
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平成27年９月12日（土）～１１月８日（日）
第３２回全国都市緑化あいちフェア開催

平成27年４月～

・内容の確認、日程調整などについて、事務局から問い合わせすることがございます。
・代表者様に事前説明会にご参加いただきます。
・実施マニュアル・申請書類を配布します。

■募集・実施スケジュール

必着


