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 柏市民活動フェスタ 2022 参加団体募集要項 

 

柏市民活動フェスタ 2022  

概要 

 

■日時 2022年 5 月 22日（日） 

  10:00～16:00（屋外会場） 9:30～17:30（パレット柏） 

■会場  柏駅東口ダブルデッキ、ファミリかしわ前広場、 

 柏駅前通りハウディモール歩行者天国、パレット柏 

 オンライン配信（YouTube、Zoom） 

  

■参加団体 市民公益活動団体として登録されている市民活動団体 

■柏市民活動フェスタとは 

 これから地域で何かしてみたいと考えている市民を対象に、柏市内で活躍し

ているさまざまな市民活動団体を知ってもらうことによって、地域活動参加

へのきっかけづくりと情報提供を目的として開催する市民活動の見本市です。 

■参加費 無料 

■中止等 荒天（雨天・強風等）時は、パレット柏会場のイベントのみ開催し、その他 

会場の屋外イベントは中止とします。 

（前日の天気予報にて実行委員会が判断し、参加団体に通知します） 

また、その他災害や感染症の流行等ですべて中止とする場合があります。 

 

■主催 柏市民活動フェスタ 2022 実行委員会・柏市 

■事務局 パレット柏 市民活動サポートコーナー 

 

■日程 １月中旬～２月２０日（日） 参加団体募集期間 

 ３月２日（水）19:00～ 参加団体説明会（多目的Ａ／オンライン） 

  （柏駅前通り会場） 

 ３月３日（木）19:00～ 参加団体説明会（会議室 AB／オンライン） 

  （ダブルデッキ、ファミリかしわ前広場会場） 

 ３月４日（金）19:00～ 参加団体説明会（多目的Ａ／オンライン） 

  （パレット柏会場） 

 ３月３１日（木） ガイドブック原稿、事前展示A3ポスター、 

  活動紹介動画、提出期限 

 ４月１５日（金） 広報開始／団体紹介動画配信開始 

  広報かしわ４/１５号にて広報 

 ５月２１日（土） 前日準備 

 ５月２２日（日） 開催当日 
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 柏市民活動フェスタ 2022 参加団体募集要項 

 

会場について 

 

会場は、柏駅東口ダブルデッキ、ファミリかしわ前広場、柏駅前通りハウディモール、パ

レット柏の４か所となります。参加団体はそれらの会場のいずれかで、活動紹介等を行って

いただきます。複数会場での参加希望の団体が、申込み可能な会場は下表のとおりとします。 

１ ２ ３ ４ 

ダブルデッキ・ブース 

ダブルデッキ・ポスター展 

柏駅前通りハウディモール 

ファミリかしわ前広場 パレット柏・会議室での講座等 

パレット柏・Zoom 講座等 

活動紹介動画配信 

１～３は重複申し込み可能 

※１・３の中はいずれか 1つのみ 

すべての市民

公益活動団体 

会場により、使用条件、提供できる備品等が異なりますので、事前にご確認の上申し込み

ください。また、既定の会場以外を希望される場合は、別途事務局までご相談ください。 

いずれの場合も、各ブース展示物等の物品管理、安全の確保などは、各団体が責任を持っ

て対応してください。 

 

今回は、新型コロナウィルス感染症（COVID-19）拡大予防のため、会場の受け入れ団

体数を制限するなどの対応をします。各会場の詳細をご確認の上お申し込みください。 
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柏市民活動フェスタ 2022 参加団体募集要項 

 

＜柏駅東口ダブルデッキ会場＞ 

 

参加団体配置は、会場ごとに、活動分野でまとまっていただきます。申し込み状況により調

整が必要なので、詳細は申し込み締め切り後会場別の打ち合わせで確定します。 

 

区画概要 ６畳のテント 1張り（間口約 3.6m×奥行き 2.7m） 最大 約 8区画 

貸出備品 ポスター掲示用パネル 1台、机（1800×450）1脚、椅子 2 脚 

電源 家庭用電源（100V）、事前に申し込みのあった団体のみ提供します。 

設営開始時間 9:00～     撤収時間 15:00～ 

※ 参加団体が申込み多数の場合は抽選になります。 

※ 会場レイアウトは参加団体数等に変更する可能性があります。 

 

＜子ども分野団体エリア＞ 

 

旧そごう柏店側は子ども・子育て分野の団体のためのエリアとして、子どもや親子の遊びや

ワークショップを行う場としますので、子ども分野の団体を優先します。 

 

※COVID-19対策 

・密集状態を避けるため、テント 1 張りに 1 団体となります。テントは横幕を張り隣接

する団体とは直接接触しないようにします。 

・ダブルデッキ会場の総合案内等２カ所に手指消毒用のアルコール消毒薬を設置します。 

・各団体の区画内においては、来場者等不特定多数の方が触れる箇所については団体の責

任においてこまめな消毒をお願いします。（区画内のアルコール消毒薬等については各団

体で用意してください） 

・金銭授受時のトレー使用、使い捨て手袋の着用など、不特定多数との直接接触がないよ

うにしてください。 

・多数が密集しないよう並んでもらうなど状況に応じて来場者の誘導をお願いします。 

 

子ども分野 
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柏市民活動フェスタ 2022 参加団体募集要項 

 

＜柏駅前通りハウディモール会場＞ 

 

区画概要 間口約 2.2m×奥行き約 2.2m（テントなし） 最大 約 20区画 

貸出備品 ポスター掲示用パネル 1台、机（1800×450）1脚、椅子 2 脚 

電源 家庭用電源（100V）で、事前に申し込みのあった団体のみ提供します。 

設営開始時間 10:00〜 

撤収時間 15:00～ 

※ 参加団体が申込み多数の場合は抽選になります。 

※ 参加団体希望数が当初予定を下回った場合、2ブース利用できます。 

 

※COVID-19対策 

・密集状態を避けるため、区画の間隔を約2mあけます。参加団体におかれましては、決

められた区画の枠からはみ出すことがないようお願いします。 

・ハウディモール会場内２カ所に手指消毒用のアルコール消毒薬を設置します。 

・各団体の区画内においては、来場者等不特定多数の方が触れる箇所については団体の責

任においてこまめな消毒をお願いします。（区画内のアルコール消毒薬等については各団

体で用意してください） 

・金銭授受時のトレー使用、使い捨て手袋の着用など、不特定多数との直接接触がないよ

うにしてください。 

・多数が密集しないよう並んでもらうなど状況に応じて来場者の誘導をお願いします。 
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柏市民活動フェスタ 2022 参加団体募集要項 

 

＜ファミリかしわ前広場＞ 

 

団体がパフォーマンスを披露するスペースです。 

会場はウッドデッキの範囲とします。 

参加団体数に応じて、時間で区切り、その時間の中で

活動紹介（踊り、音楽演奏等）をします。 

音響設備（マイク３本、CD･カセットテープ再生機） 

※広場の定められた会場エリア以外で、のぼり等の設 

 置は、事前に申し出があった場合のみ設置できます。 

 

※参加団体は、他団体の時間も会場運営スタッフとし

て観覧者の誘導等をお願いします。時間割について会

場別説明会時に打ち合わせます。 

 

※COVID-19対策 

・密集状態を避けるため、ステージ上の人数を 10 人以内としてください。（団体メンバ

ーの人数制限はしません） 

・会場内１カ所に手指消毒用のアルコール消毒薬を設置します。 

・観覧者との距離は5m以上の間隔を必ずあけてください。また、不特定多数の観覧者に

参加を求めるイベントは禁止します。 

・観覧者に対して、随時ソーシャルディスタンスの確保を呼びかけてください。 

・多数が密集しないよう並んでもらうなど状況に応じて観覧者の誘導をお願いします。 

 

＜パレット柏（ミーティングルーム、多目的スペース）＞ 

 

各種イベント、セミナー等を実施する会場。 

１団体が使用できる枠は１枠のみです。申込書に希望する枠の番号を記入してください。 

※ 参加団体希望数が当初予定を下回った場合のみ、2 枠利用できる場合があります。 

各部屋で使用できる備品は以下の通りです。それ以外は各自ご用意ください。 

多目的スペース B 以外での合唱、楽器の演奏等大音量を伴うイベントはできません。 

また、多目的スペース Bも多人数の吹奏楽等には適しませんので、会場を検討される場合は

ご注意ください。 

 

※COVID-19対策 

・密集状態を避けるため、各部屋の利用可能人数を通常の 50%とします。 

・パレット柏入口に手指消毒用のアルコール消毒薬を設置します。 

・実施するイベントは基本事前申し込み制として、参加者名簿を作成してください。 

・室内の参加者が触れる箇所については団体の責任においてこまめな消毒をお願いします。

（各部屋備え付けののアルコール消毒薬をご利用ください） 

・多数が密集しないよう並んでもらうなど状況に応じて参加者の誘導をお願いします。 
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柏市民活動フェスタ 2022 参加団体募集要項 

 

 定員 9:00～12:00 12:00～15:00 15:00～18:00 

ミーティングルーム D 15   １－３ 

ミーティングルーム E 16 ２－１ ２－２ ２－３ 

ミーティングルーム F･G 18 ３－１  ３－３ 

多目的スペースA 13 ４－１ ４－２ ４－３ 

多目的スペース B 15  ５－２ ５－３ 

※ 枠の時間は、団体が占有できる時間で準備と撤収時間を含みます。 

＜各部屋備付の備品＞ 

 ミーティングルームD  机 10、椅子 30、ホワイトボード 1台 

 ミーティングルーム E  机 11、椅子 33、ホワイトボード 1台 

 ミーティングルーム F･G 机 12、椅子 36、ホワイトボード 2台 

 多目的スペース A  机 9、椅子 27、ホワイトボード 1台 

 多目的スペース B  机 10、椅子 30、ホワイトボード 1、ピアノ、 

   更衣スペース 

 

＜事前申込みが必要な貸出備品＞ 

 プロジェクター・スクリーン、ワイヤレスマイク・アンプ、DVDプレイヤー、 

 CD ラジカセ、譜面台、上記以外の追加の机・椅子 

 

 

多目的 
Ｂ 

ＦＧ 

Ｂ  Ａ 

 
多目的 
Ａ 

オープンスペース 

Ｅ Ｄ 
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柏市民活動フェスタ 2022 参加団体募集要項 

 

オンライン配信（活動紹介動画配信） 

 

＜市民公益活動団体活動紹介動画配信＞ 

 団体が作成した動画を YouTube と柏市民活動フェスタ特設ウェブサイトを通して配信し

ます。また、柏市民活動フェスタ当日はパレット柏ロビーに設置されているモニターで放映

します。 

 

（１）動画の構成 

・団体名 

・活動内容の概要 

・その他、活動の様子がわかる映像 

（２）動画の仕様 

  ・紹介動画は 5分以内で作成してください。 

  ・動画はＭＰ4、MOV、AVI、WMV など、YouTube にアップロードできるファイル

形式で提出してください。表現方法（実写、スライドショー等）は問いません。 

（３）制作方法 

  ・団体が所有する機材（スマートフォン、デジタルカメラ等）や編集機材（PC 等）で

制作してください。 

（４）動画データの提出 

  ・提出動画は１ファイルのみ、ファイル名に団体名を必ず入れて、USB メモリ等に保

存し市民活動サポートコーナーまで持参するか、大容量ファイル送信サービスを使用

して送信してください。 

  ・提出期限３月３１日（木） 

（５）注意事項 

  ・制作にあたり、使用素材および楽曲等は、著作権処理が必要のないものを使用するか、

団体側で必要な処理手続きが済んだものを使用してください。 

  ・団体関係者以外の被写体（人物、施設、商品等）について、必ず当該人や権利者の承

諾を得てください。 

  ・公序良俗に反する内容、宗教・特定な政治等の意見を表明する内容、他人の財産やプ

ライバシー等を侵害する、名誉を棄損、誹謗中傷するような内容、その他主催者が公

開することがふさわしくないと認めるものは受付けできませんのでご了承ください。 

 

※市民活動サポートコーナーで動画撮影・編集のお手伝いをします。 

   撮影、編集のサポートをしますので、希望する団体は早めにご相談ください。 

 

※団体活動紹介動画の撮影・編集のお手伝いをできる団体を募集します。 

   他の団体の活動紹介動画の撮影・編集ができる団体の方はぜひご協力ください。 
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柏市民活動フェスタ 2022 参加団体募集要項 

 

オンライン配信（Zoom によるオンラインセミナー等） 

 

＜Zoom によるオンラインセミナー、会議、ワークショップ等＞ 

 柏市民活動フェスタで Zoomを使用したオンラインセミナー等を開催しませんか。 

 

開催時間 

オンライン１ 10:00～11:30 

オンライン２ 12:30～14:00 

オンライン３ 15:00～16:30 

 

内容は一般市民を対象とした講座、意見交換会等とします。 

※ Zoomアカウントは実行委員会が用意します。 

※ 配信に使用する機材（PC、ウェブカメラ等）は基本的に団体が用意してください。 
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柏市民活動フェスタ 2022 参加団体募集要項 

 

ガイドブック原稿作成のお願い 

 

＜ガイドブック原稿＞ 

柏市民活動フェスタ 2022 開催当日に、来場された市民の皆さんに参加団体を紹介する

ガイドブックを配布します。そのため、すべての参加団体にガイドブック用原稿の作成をお

願いしています。 

ガイドブックは A4 サイズの冊子で、柏市民活動フェスタのプログラムを掲載するだけで

なく、フェスタ終了後も市民公益活動団体のガイドブックとして使用することができるもの

として作成します。下記のレイアウトに収まるように原稿を作成してください。 

ガイドブック団体紹介枠 

 
 

＜団体紹介ポスター＞ 

 柏市民活動フェスタ2022をPRするために、柏市役所１階ロビー、パレット柏にて参加

団体を紹介するポスター展を開催します。そこでポスター展にて掲示するポスターを募集し

ます。 

 

  ポスターのサイズ A３サイズ（420mm×297mm）縦 

  ポスターの枚数 １枚 

  ポスターの内容 団体名は必須。その他活動紹介、イベントの告知等は自由 

 

＜ガイドブック原稿、団体紹介ポスター（A3版）の提出期限、提出先＞ 

  期限 3月 31日（木） 

  提出先 パレット柏 市民活動サポートコーナー 

  提出方法 ガイドブック原稿  メール、郵送、またはご持参ください 

   団体紹介ポスター  現物をご持参ください 

 

 

ガイドブック見本 
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柏市民活動フェスタ 2022 参加団体募集要項 

 

参加注意事項 

 

１．参加希希望団体は、参加申込書に必要事項を記入し事務局まで提出してください。 

２．参加にあたって、展示に使用するポスターやそれに類する展示物等の作成については各

団体でご負担ください。運搬についても各団体でお願いいたします。 

３．開催時間は 10:00～16:00（屋外会場）9:30～17:30頃（パレット柏）です。 

  ※当日自動車で物品の運搬をされる場合，駐車場は各自対応してください。 

  ※展示物等（貴重品・生物等を除く）を 3日前から市民活動サポートコーナーでお預か

りします。 

  ※ダブルデッキ・駅前通り等は、15:00まで撤収せずにイベントにご協力ください。 

４．ブースやイベント会場での備品については、各団体の責任で管理してください。 

  また、来場者の安全についても十分気をつけるようお願いします。 

５．物品販売は、柏駅前通りハウディモールで行うことができます。その他の会場では募金

や資料の実費配布等以外の物品販売行為はお断ります。なお、販売は各団体の裁量にお

任せますが、営利を目的とするなど明らかに市民公益活動にそぐわないと判断されるも

のについてはお断りすることがあります。 

６．その場で飲食することを目的とした食品の販売は禁止とします。  

7．決められた会場以外において、大音量を発する等、同じ会場を使用する他団体に著しく

迷惑をかける企画はお断りすることがあります。 

8．柏市民活動フェスタ 2022 の準備期間や当日に、記録のため写真撮影をさせていただく

ことがあります。撮影した写真は、市民活動サポートコーナーで広報等に利用させてい

ただくことがありますのでご了承ください。 

 （広報等で使用する場合、参加者への配慮はいたしますが、特に参加者への配慮が必要な

場合については事前にお申し出ください。） 

9．雨天等による屋外イベントの中止については，前日正午の天気予報で判断し，中止の場

合のみ，参加団体連絡担当者にご連絡します。開催する場合は連絡しません。 

  なお，前日開催決定後，当日朝の天気の状況等でやむなく中止になる場合もあります。 

  その場合はできるだけ早く連絡するようにします。 

  柏市民活動情報サイト「かしわん、ぽっ？」に掲載します。 

１０．提出いただいた制作物（ポスター、動画）の著作権は団体に帰属しますが、柏市民活

動フェスタ実行委員会、市民活動サポートコーナー及び協働推進課は、団体の承諾を得

ることなく、無償で制作物を使用（柏市民活動フェスタ会場での掲示やウェブサイト、

Twitter、Facebook 等 SNS への掲載）できるものとし、また、二次利用（複製、編

集、放映等）をできる物とします。 

１１．COVID-19 対策として、マスクの着用、こまめな手洗い、ソーシャルディスタンス

の確保をお願いします。また、体調不良での参加はお断りします。 

 

その他、ご不明な点等ありましたら、お気軽に事務局までお問い合わせください。 
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柏市民活動フェスタ 2022 参加申込書 
 

申込日   月   日 

ふりがな  

参加団体名  

担当者 
 

メールをお持ちの方はで

きるだけメールアドレス

をご記入下さい 

（説明会参加者） 

ふりがな  

氏名  

住所 
〒    

(住所) 

連絡用電話 事務所または自宅 

携帯（緊急用） 

ファックス  

メール  

参加希望会場 
 

希望する会場１か所以上

に○をつけ、必要事項を

ご記入ください 

 

（  ）ダブルデッキ・ブース （ 電源の使用 有 ・ 無 ） 

（  ）ダブルデッキ・子ども分野 （ 電源の使用 有 ・ 無 ） 

（  ）柏駅前通りハウディモール （ 電源の使用 有 ・ 無 ） 

※上記 3会場はいずれか１か所のみ 

（  ）ファミリかしわ前広場  （ 希望時間   分 ） 

      ※各団体が使用する時間は、会場別の打合せで調整します 

（  ）パレット柏 会議室等 （  ）パレット柏 Zoom 

     希望枠（        ）※P.6、8 表の枠番号を記入ください 

     使用希望備品（                    ） 

（  ）活動紹介動画配信 

（  ）その他（                     ） 

参加内容 
具体的に記入してくださ

い。また、必要に応じ別

途資料を添付してくださ

い 

 

イベントタイトル 

イベントを実施する団体

は必須 

 

 

 

 

 

                                       

主な活動分野 
必ず１つだけ○をつけて

ください 

  福祉  子ども  健康・スポーツ  生涯学習  まちづくり 

  国際交流・支援  文化・芸術  人権・平和  環境 

 

申込み締切   2022 年 2 月 20 日（日） 

申込み方法   市民活動サポートコーナーにファックス・郵送または直接ご持参ください。 

   ※ファックスで送信された場合は、念のためお電話ください。 

申込み・問合せ パレット柏 市民活動サポートコーナー 

TEL 04-7163-1143 / FAX 04-7163-1147 


