柏市民活動フェスタ 第 12 回実行委員会 議事録
日時： 201７年 5 月 9 日 （火）18:15～20:00
場所： パレット柏 ミーティングルームＤ

出 席 者（敬称略、あいうえお順）
北川 邦彦（介護・認知症の家族と歩む会）
小林 順子（笑顔の会・きらら）
清水 良太 (特) 福祉サービスかしわ市民の会
千田 美香（青空共同保育「どんぐり」）
小林 佳代（青空共同保育「どんぐり」）
杉浦 俊 （柏おやじダンサーズ）
手嶋 啓太郎(健康スポーツ吹矢 柏吹会)
平山 裕子 (柏市リサイクルプラザリボン館)
福田 幸泰（レインボウ飛鳥カントリーダンスクラブ）
沓澤 勇夫（柏市地域協働を考える会）
桜井 裕 （柏市地域協働を考える会）
三好 玲子 (かしわ子育てまちづくりネットワーク・ここっと)
森

雄三（柏市ボランティア連絡協議会）

原田 圭子 （特）ＮＰＯこどもすぺーす柏
畑中 裕子（柏子どもの文化連絡会）
柳瀬 昌孝（開智国際大学）
新井 アレックス（同大学）
稲村 楓（同大学）
佐藤 久怜（同大学）
チャン マン フォン（同大学）
林

良樹（同大学）

(事務局 5 名)
柏市協働推進課 宮本、竹内、福井
市民活動サポートコーナー 松清（進行）、岡本（議事録）

配 布 資 料
1 第 11 回実行委員会 議事録
2 5/13（金）＆ 14(土) プレイベントとフェスタ当日の式次第と配置表
3 あるいて のぞいて たのしんで 柏市民活動フェスタ 2017 ガイドブック
4 市民活動講座チラシ ICT の活用法（基礎編・アドバンス編）
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議 事 内 容
（1）森実行委員長 ご挨拶
本日のメインテーマについて
いよいよ今週末 5/13 プレイベント、5/14 フェスタが開催となります。
実行委員会メンバーの皆さんは其々各ポジションで役割分担を確認し、
盛り上げていきましょう。今日の実行委員会には開智国際大学から 5 名出席
していますので、後程ご挨拶いただきます。
＊開智国際大学 柳瀬先生 ご挨拶
本日は学生 5 名がこの実行委員会に出席しています。フェスタは学生にとって
も良い経験になるので、よろしくお願い致します。
（2）各テーマについて

事務局（松清）より説明

■実行委員会メンバーの分担確認
・配布資料の確認
・実行委員会メンバーは総合案内・各会場を担当するので、配布した分担表に
基づいて当日進行役としてよろしくお願いします（当日完成版を配布）
・協働推進課のシフトはこれから決める。
■学生の参加について

A/B/C 3 チーム編成とする。

★沼南高柳高校
1 年生の参加が多い、参加者の内 3 名は 3 年間連続参加。
A チーム 着ぐるみ 9 名（全員女性）
B チーム パレット柏 主にオープンスペースの手伝い （ガイドブックの配布な
ど）

Ｃチーム

総合案内

各団体イベントのブースに入っての手伝い。

★開智国際大学
・ 5 月 13 日（土）10:00～11:30 プレイベント及び 14 日（日）フェスタ
2 日間の参加
A チーム 総合案内・ダブルデッキ（実行委員会 担当 青空共同保育どんぐり）
B チーム ファミリかしわ前広場（実行委員 担当 柏おやじダンサーズ 杉浦氏）
Ｃチーム スタンプラリー・ポイント（実行委員会 担当 かがみの会）
※スタンプラリー・ポイント場所:
ダブルデッキ・ハウディモール各 2 か所（設置場所の確定は当日）
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※柏おやじダンサーズ杉浦氏より 5/9 実行委員会参加の大学生の皆さんへ一言。
・活動団体と市民が楽しむ為に半年近く準備してきたのでよろしくお願いします。
・司会など当日の分担に希望あれば申し出てください。相談しましょう。
・ファミリかしわ前は店舗や通行人を考慮した誘導を心掛けてください。

■柏市民活動フェスタ 2017 5 月 14 日（日）
事務局より本日のメインテーマ

当日の流れについて

フェスタ進行の最終確認、引き続き意見交換。

準備 と 撤収
≪前日 5 月 13 日（土）10:00～11:30≫ （事務局松清他
1

2

開智国際大学生）

プレイベント： シンポジウム「元気な街を創る協働のあり方」手伝い
（時間 午後 2 時～4 時 ミーティングルーム ABC ）
講演：千葉大学法政経学部教授 関谷 昇氏
フェスタの準備
・ハウディモールなどでブースのテープ貼り、ゴミ拾い
・スタンプラリー用紙の仕分けや印刷。プレゼントの袋詰めなど。

≪当日 5 月 14 日（日）≫
■準備 集合場所： パレット柏 サポートコーナー付近
・時間 8:30 実行委員会メンバー・サポートコーナー・協働推進課
・時間 9:00 高校生・大学生が合流
・ミーティング後、各会場に移動し準備開始。
・総合案内担当は、必要な備品を持って⇒総合案内（現場）に移動。
※机・椅子は業者が設営・撤収。パネル・机・椅子は現場に残す。
※10:00 までは車の通行があるので、車道には出ない。
※本部機能 市民活動サポートコーナー 04-7163-1143
※緊急連絡先として、松清又は協働推進課の電話番号を明記する。
■撤収
・ 15:00～16:00 には撤収が始まるが、お客様との兼ね合いを考慮す
る。
・ 16:00 高校生解散。
・ 17;00 大学生解散、総合案内に残った備品をパレットに持ち返る。
・18:00 終了。17:30 にはパレット柏（本部）に集合し反省会を行う。
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★開会式 ファミリかしわ前広場
市長秋山氏は、途中参加予定
・開会式 朝 10:00 地域づくり推進部 部長高橋氏ご挨拶。
・駅前通りなど各会場からも代表者に出席して欲しい。
※当日の準備 9:00～10:00 大弾幕の設置、コーン 5～10 個、椅子 10 脚。
【注意点】協働推進課より(柏警察からの指示も含めて)
・店舗・駅が隣接している場所である為、歩行者の通行を妨げない様にする。
・点字ブロックの上に立たないように、立ち止まっている人を見かけたら
声を掛けて場所移動をお願いする。
・階段裏側、歩行の為の通路確保。
◎ハウディモール
・献血センターの車を駐車する。

■スタンプラリー設置場所
ダブルデッキ(２か所)⇒ハウディモール（2 か所）⇒最終 パレット柏内（プレゼント交換）

■着ぐるみと一緒の写真撮影
①午前１１：００
②午後１３：００

1日

3 回（予定）をアナウンスする。

③午後１５：００

(３)

次回実行委員会（第 13 回）の日程・課題等については

後日ご連絡します。

以上
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