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第 26 回つづき人交流フェスタ 出展者募集要項 

１．概要 

つづき人交流フェスタとは？ 

都筑区民活動センターに登録している団体、及びプログラムバンク登録者が日頃の活動を発表し、活動内

容や活動の魅力を広く区民に知ってもらうためのイベント 

 

２．開催の目的 

地域活動の魅力を伝えることで活動に関心を持つ市民を増やす。また、地域活動にかかわる人や団体、 

一般市民も含め、つづき人交流フェスタに参加する人同士のつながりと、地域での活動をより広げ、深めること

をめざす。 

３．第 26 回サブテーマ  都筑でさがそう！ もう一つの居場所
サ ー ド プ レ イ ス

 

サードプレイスとは 

・家でもなく、職場でもない、もう一つの居ごこちのいい場所 

・家族のため、お金のため、ではなく、自分のために好きなことをする場所、できる場所 

・共通の関心を持つ仲間に囲まれ、心を通わせることができるグループ 

    ⇒ その一つが「地域活動にかかわる」こと 

 

４．開催期間  令和５年３月４日（土）、５日（日） 

パネル展のみ３月３日（金）午後～８日（水） 最終日は１５時まで 

 

５．開催場所  都筑区総合庁舎 １階 区民ホール・区民活動センター 他 

 

６．実施プログラム 

 プログラム 内容 

①  パネル展 
活動紹介や絵・写真などの作品展示、メンバー募集などの掲示を通じて地域活

動の魅力をひろめる 

②  ワークショップ 
スペースを利用した企画（例．工作、ミニ講座、絵本の読みきかせ、など）に参加

してもらうことで区民が地域活動を身近に感じ、活動を知るきっかけにする 

③  
活動紹介 

動画配信 

YouTube で団体の活動紹介動画を配信、開催時だけでなく開催後も市民が気

軽に地域活動を見ることができ、活動にかかわるきっかけを持ってもらう機会を増

やす 

④  

交流会 

「“つながる”

をさがそう！」 

活動する人同士の交流を図ることで、お互いの活動を知り、よいところを日々の

活動に取り入れたり、課題を共有したり、協力して何かできないか探ったり、さらに

活動の幅を広げることを目指す 

その他、クイズラリーやフォトスポットのほか、地域活動の魅力を伝えるメッセージボードなどを実施予定 
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７．出展について 

実施プログラムのうち①パネル展、②ワークショップに出展する方を募集します。また希望する出展者は、③活

動紹介動画配信に参加できます。なお、④交流会には、すべての出展団体、出展者、原則 1 名以上のご

参加をお願いいたします。詳細は各募集要項詳細を参照ください。 

 

８．出展条件 

・応募時点で区民活動センターの登録団体またはプログラムバンク登録者であること 

・つづき人交流フェスタの主旨を理解し、運営や広報に協力できること 

・３月３、４、５、８日のいずれか当日ボランティアとして運営に協力できること（①パネル展出展団体のみ） 

 

９．出展説明会 

日時 令和４年 11 月 21 日（月） 10 時～12 時 （事前申し込み不要） 

場所 区民活動センターまたは Zoom によるオンライン 

オンラインでの参加をご希望の方は都筑区民活動センターまでお知らせください。 

 

１０．出展申込方法 

横浜市電子申請、もしくは窓口、メールで申請様式にご記入の上、お申込み 

横浜市電子申請の二次元コードは各出展募集要項詳細に記載。 

メールアドレス tz-katsudo@city.yokohama.jp 

１１．出展申込受付期間  令和４年 11 月 15 日（火） ～ 12 月７日（水） 

 

１２．出展申込締切   令和４年 12 月７日（水） 窓口 16 時、電子申請 23 時 59 分 

 

１３．出展者決定 

出展の可否は締切後、約１週間でメールにてすべての申し込み団体に連絡します 

 

１４．出展にあたっての留意事項など 

・営利、政治的、宗教的活動、販売活動はできません 

・出展者の控室はありません。トイレでの着替えはご遠慮ください 

・当日の様子や展示内容を撮影、記録し、都筑区民活動センターのホームページやフェイスブックに

掲載する場合がございます。掲載できない場合は事前にお知らせください。 

・パネルの設置場所、ワークショップの時間や場所などご希望に添えない場合があります 

 

１５．広報 広報よこはま ２月号掲載予定 

パンフレット、ポスターによる周知 

  区民活動センターのホームページ、フェイスブックにて事前周知、開催報告を掲載予定 
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１６．主催  都筑区民活動センター ・ つづき人交流フェスタ運営メンバー 

 

１７．問い合わせ先 

 都筑区民活動センター 

  〒224-0032 横浜市都筑区茅ケ崎中央 32-1 都筑区総合庁舎 1 階 

TEL：045-948-2237  Mail ： tz-katsudo@city.yokohama.jp 

 

１８．関連リンク 

都筑区民活動センター ホームページ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/tsuzuki/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/shien/katsudo/ 

 

都筑区民活動センター フェイスブック 
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出展要項詳細 

①パネル展 

【会場】 都筑区総合庁舎 1 階  区民ホール 

 

【内容】 団体の活動紹介や絵・写真などの発表、メンバー募集などを掲示 

 

【募集団体数】 40 団体程度 

（うち B タイプは最大 15 団体、申し込み多数の場合は抽選） 

 

【展示のタイプ】 A タイプ、B タイプいずれか一方でお申込みください 

 A タイプ パネル１基（サイズ 縦 210cm×横 90cm）の片面 

 B タイプ パネル１基と長机（縦 60 cm ×横 180 cm×高さ 70cm）１台  

 

展示のタイプ イメージ 

A タイプ イメージ B タイプ イメージ 

  

・パネルの展示可能なスペースの目安は模造紙または A0 用紙 1 枚程度です。 

・出展場所は主催者側で調整の上、決定します 

・パネルに立体物は掲示できません。立体物を掲示する場合は B タイプでお申込みください 

・活動紹介動画がある場合はパネルに二次元コードを掲示します。 

・パネル上部に取り付ける団体名バナーと活動紹介動画閲覧用の二次元コード、チラシ（A4 サイズの紙）を 

入れる袋は都筑区民活動センターで用意します。（チラシを入れる袋は A タイプのみ。B タイプは机の上に置

いてください） 

・画鋲やテープはご用意ください。磁石はつきません。 

・額を使用する場合はフック、ワイヤーを貸し出します。（上限３個まで） 

・電源は使用できません 
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【活動紹介文】 展示内容や団体の活動について 100 文字以内の紹介文をご提出ください。 

記載いただいた内容の全部または一部をパンフレット等に掲載します。紙面等の都合上、文章や表現を 

主催者側で修正する場合がございますが、ご了承ください。 

 

【交流会への参加】 出展される方は３月５日午後の交流会に原則参加をお願いいたします。 

詳細は④交流会をご覧ください。 

 

【出展にあたってのお願い等】 

当日ボランティアへのご協力をお願いします。ご協力いただける日時がない場合は出展をお断り 

する場合があります。ボランティアの詳細については「P８ ⑤当日ボランティア」をご覧ください。 

パネルの設置、撤去作業、当日ボランティアの従事、交流会参加にかかる駐車券は各時間分を 

減免します。 

 

スケジュール 

 12 月上旬 出展団体決定通知 

１月 20 日（金） 17 時 活動紹介動画提出締切 

３月３日（金） ９時～ パネル設営・展示物掲示 

開催期間中 当日ボランティア協力 

３月５日（日） 14 時～ 交流会（P７ ④交流会 参照） 

３月８日（水） 15 時～ 展示物、パネル撤収、アンケート回答 

 

 【出展申し込み】 

 

 下記の３つの方法のいずれかでお申込みください。 

（１）横浜市電子申請   二次元コード→ 

 

URL： https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/3175b804-

9982-425f-b370-61e868c9c544/start 

 

 （２）都筑区民活動センターのホームページにある様式をダウンロードしてメールで送付 

 （３）都筑区民活動センターの窓口で様式を提出 

  

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/
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②ワークショップ 

【日時】 

・３月４日（土） 午前（９時 30 分～12 時）  ／午後（12 時 30 分～15 時） 

・３月５日（日） 午前（９時 30 分～12 時） 

     注）来場者に案内するイベント時間は午前 10 時～、午後 13 時～となります 

割り当て時間は机などの設営、準備から、机などの片付けまですべて含めての時間です。 

 

【場所】 

・区民活動センター（4.5ｍ×4.5ｍ程度） 

・区民ホール（最大 6.0ｍ×6.0ｍ程度） 

いずれも机といすが使えます。区民ホールは机、いすを使わずオープンスペースとしても使用できます。 

区民活動センターは電源、Wi-Fi を使えます。 

 

【留意事項および出展にあたっての注意事項】 

・出展申し込みの際、タイトル、内容（簡単に）、所要時間、参加対象、参加人数、所要時間、材料費の

あり・なしなどをお知らせください。パンフレット等に記載させていただきます。 

・大きな音の出るものや水を使用する場合は事前に御相談ください。火気は使用できません。 

・使用スペース、日時はご希望とプログラム内容によって主催者側で割り当てさせていただきます。ご希望に添

え兼ねる場合もありますが、ご了承ください。 

・ワークショップ企画への来場者参加は当日受付のみとします。参加希望者が多い場合の整理券配布など

の対応は出展者にてあらかじめご用意ください。 

・終了後は現状復帰をお願いします。床が汚れたりしないよう必要に応じてブルーシートやマットを使用し、汚

れた場合は清掃をお願いします。 

・小さな部材、針やはさみなど刃物の使用がある場合は十分ご注意ください。 

・手荷物などは各自で管理をお願いいたします。 

・ワークショップ当日の駐車券は参加時間分減免します。 

・その他、ご不明な点がある場合は事前にご相談ください。 

 

【交流会への参加】 出展される方は３月５日午後の交流会に原則参加をお願いいたします。 

詳細は④交流会をご覧ください。 

 

スケジュール 

 12 月上旬 出展団体決定通知 

1 月 20 日（金） 17 時 活動紹介動画提出締切 

参加当日 出展受付（15 分前）～アンケート回答 

３月５日（日） 14 時～ 交流会（P７ ④交流会 参照） 
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【出展申し込み】 

下記の３つの方法のいずれかでお申込みください。 

（１）横浜市電子申請 

 

   二次元コード→ 

URL： https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/ad6369b2-

cde9-49f6-832a-b7b239fd5c2f/start 

 

 （２）都筑区民活動センターのホームページにある様式をダウンロードしてメールで送付 

 （３）都筑区民活動センターの窓口で様式を提出 

 

③活動紹介動画配信（希望する団体・プログラムバンク登録者のみ） 

団体の活動紹介動画を配信します。開催時だけでなく開催後も、市民が気軽に地域活動を見ることができ、

活動にかかわるきっかけを持ってもらう機会を増やすことを目指します。 

 

 Ａ．ご自身で作成してご自身の YouTube でアップする場合 

団体の活動紹介動画を作成し、YouTube で配信登録してください。 

この場合は YouTube の URL もしくは二次元コードを区民活動センターに提出してください。 

（令和５年１月 20 日（金） 17 時締切） 

 

  Ｂ．ご自身で作成した活動紹介動画を区民活動センターの YouTube でアップする場合 

団体の活動紹介動画のデータをご提出ください。（令和５年１月 20 日締切） 

昨年度のフェスタで使用した活動紹介動画をそのまま使うこともできます。 

 

C．動画を作りたいが、団体で作成ができない場合 

主催者側で活動紹介動画作成の協力をします。申込が多い場合は 10 組程度までを抽選とさせていただき

ます。 

 

【動画ファイルの提出方法】 

  YouTube のアドレスまたは動画ファイルを提出ください。動画ファイルの場合はアップロード用の URL を送ります

のでお申し出ください。また、Ａ，Ｂ，Ｃいずれのパターンでも動画の長さ制限はありません。 

 

④交流会 

【日時】 令和５年３月５日（日） １４時～１６時 

【場所】 都筑区総合庁舎 ６階 大会議室 

出展者同士の交流を深めます。詳細は別添のチラシをご覧ください。 

参加には事前申し込みが必要です。こちらの横浜市電子申請の二次元コードからお申込みください。 

交流会参加時の駐車券は参加時間分を減免します。  
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⑤当日ボランティア 

  パネル展に出展する団体は、１団体 1 名、当日ボランティアにご協力ください。 

  ボランティアの内容と日時を以下に示します。出展申し込み時に協力できる日時をご回答ください 

【内容】 

Ａ．パネル設営・会場準備/パネル解体・撤収・会場清掃・片付け 

区民ホールにパネルを倉庫から搬出、組み立てて設置するまで、また撤収はパネルを解体し倉 

庫へ片付けるまでお手伝いいただきます。また区民ホール会場の準備や片付けのお手伝いもお 

願いします。力仕事が得意な方ぜひお願いします。 

   B．会場案内 

来場者の対応や総合庁舎前での来場呼びかけをしていただきます。 

Ｃ．アンケート回収 

来場者アンケートを回答されていることを確認し、記念品をお渡しいただきます。 

（アンケートの集計の必要はありません。） 

 

【日時】 

日 時間 内容 人数 

３日 ９時から 30 分程度 Ａ．パネル設営（搬入・組立） 

会場準備 

５名 

４日 10 時～/12 時～/14 時～ 

の各２時間 

Ｂ．会場案内 ２～５名 

Ｃ．アンケート回収 １～２名 

５日 10 時～/12 時～/14 時～ 

の各２時間 

Ｂ．会場案内 ２～５名 

Ｃ．アンケート回収 １～２名 

８日 15 時から 30 分程度 Ａ．パネル解体・搬出 

会場清掃・片付け 

５名 

・当日 15 分前に集合し点呼と手順の説明を行います。終了後は点呼後に解散となります。 

・ボランティアの方の駐車券は従事時間分を減免します。 

 ・ボランティア中の貴重品以外の荷物は区民活動センターでお預かりします。 
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①パネル展 出展申込様式（提出締切 12/7） 横浜市電子申請からご回答ください。 

参加団体名  

担

当

者

※1 

氏名  

氏名ふりがな  

電話番号  

メールアドレス※２  

ホームページ URL 又は SNS  

担当者はつづき人交流フェスタ出展に関して連絡が可能な方（団体の代表者でなくてもよい）をご記入ください。 

添付ファイルを送信するため受信可能なメールアドレスでの登録をお願いします。 

ドメイン「@city.yokohama.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いします。 

ご記入いただいた情報は都筑区民活動センターのつづき人交流フェスタに関する事業運営にのみ使用いたします。 

ご希望のパネルタイプ □A タイプ（パネルのみ） □B タイプ（パネルと机） 

フック・ワイヤーの希望 □なし □あり   個（3 個まで） 

チラシ用透明袋      枚 

活動紹介動画 □Ａ．ご自身で作成してご自身の YouTube でアップする 

□Ｂ．ご自身で作成して区民活動センターの YouTube でアップする 

□Ｃ．動画を作りたいが、団体で作成ができない（※１） 

□Ｄ．昨年のものを使用する  

□Ｅ．作成しない 

当日ボランティア（※２） □ ３日 9 時～ 

□ ４日 10 時～ □ ４日 12 時～ □ ４日 14 時～ 

□ ５日 10 時～ □ ５日 12 時～ □ ５日 1４時～ 

□ ８日 15 時～ □ いずれも不可 

※１．主催者側で動画作成の協力をします。申込が多い場合は 10 組程度までを抽選とさせていただきます 

※２．参加可能な日をすべてお知らせください。参加する方の出展を優先します。 

◆展示内容や団体の活動についての紹介を簡単にご記入ください（100 文字以内） 

                    

                    

                    

                    

                    

記載いただいた内容の全部または一部をパンフレット等に掲載します。 

紙面の都合上、文章や表現を主催者側で修正する場合がございますが、ご了承ください。 

（以下、事務局記入欄） 

受付日       受付者     団体登録番号 
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②ワークショップ企画出展申込様式（提出締切 12/7） 横浜市電子申請からご回答ください。 

参加団体または個人名  

担

当

者

※1 

氏名  

氏名ふりがな  

電話番号  

メールアドレス※２  

ホームページ URL 又は SNS  

※１ 担当者はつづき人交流フェスタ出展に関して連絡が可能な方をご記入ください。団体の代表者でなくても可 

※２ 添付ファイルを送信するため受信可能なメールアドレスでの登録をお願いします 

ドメイン「@city.yokohama.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いします 

ご記入いただいた情報は都筑区民活動センターのつづき人交流フェスタに関する事業運営にのみ使用いたします。 

実施プログラム タイトル 

（50 字以内） 

 

内容 

（100 字以内） 

 

参加対象 □未就学児  □小学低学年（１～３年） □小学高学年（４～６年） 

□中高生    □大学生・一般 

所要時間       分（1 回あたり） 

受付人数       人（1 回あたり） 

材料費 □あり（        円）      □ なし 

記載した内容はパンフレットやホームページなど広報で使用します 

パンフレット用のワークショップ作品写真や宣材写真を決定通知の後にご提出いただきます 

希望日時 ３月４日（土） □午前（９時 30 分～12 時） □午後（12 時 30 分～15 時 30 分） 

３月５日（日） □午前（９時 30 分～12 時）  

希望スペース □区民活動センター 約 4.5ｍ×4.5ｍ 机といす、電源、Wi-Fi を使えます 

□区民ホール 約 6.0ｍ×6.0ｍ 電源、Wi-Fi は利用できません 

必要数 椅子（      ）脚       机  （       ）台 

いただいたご希望と出展数やプログラム内容によって主催者にて日時やスペースを割り当てるため、出展できる日時、スペースすべて

にチェックをお願いします。なお、ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。 

活動紹介動画 □作成する □昨年のものを使用する □相談したい（※） □作成しない 

事務局記入欄 

受付日        受付者     登録番号 
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④交流会参加様式（フェスタに参加する団体は原則参加） 横浜市電子申請からご回答ください。 

テーマ「“つながる”をさがそう」 

参

加

者 

氏名  

氏名ふりがな  

電話番号  

メールアドレス  

参加団体名  

添付ファイルも送信するため受信可能なメールアドレスでの登録をお願いします。 

ドメイン「@city.yokohama.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いします。 

交流会に１団体から２人以上参加者がいる場合は、一人ずつお申込みをお願いします。 

 

事前アンケート 

私（たち）はこんなことをし

てます！できます！ 

得意です！など 

（100 字程度） 

 

 

 

 

 

私（たち）はこんなことをや

ってみたい！ 

こんな人達や場所、企

画と繋がりたい！ など 

（100 字程度） 

 

 

 

 

 

アンケートは交流会での自己紹介の際に参加者全員で共有します。 

 

ご記入いただいた情報は都筑区民活動センターのつづき人交流フェスタに関する事業にのみ使用いたします。 

 

事務局記入欄 

受付日       受付者     団体登録番号 

 

 


