
 
 

アースデイまつもと実行委員会 



 
 
      
 
               アースデイまつもと実行委員会は 

市民ボランティアによって運営されている自主的な活動です 

協力していただける方を、所属団体を問わず募集しています 

 

１９７０年から始まった国際環境連帯行動日「アースデイ」は自由な発想で、誰もが自分の方法で 

世界に向けてメッセージを発信できる世界共通のイベントデーです。 

 

この日は環境、自然保護、食糧問題、教育、異文化間交流の問題、バリアフリー社会、 

救済活動、戦争についてなど、地球環境について様々な視点から語られます。 

 

ことしもアースデイイベントが開催されます。 

私たち実行委員会では「アースデイ」の存在をより多くの方に認知していただくこと、 

より多くの市民が地球環境に深い関心を持っていただきたいと、アースデイまつもとにおいては 

フェスティバル感覚で企画を考えています。 

 

出店・販売等について基本的な禁止事項 

アースデイは地球に優しい環境作りがテーマです。基本的に環境を害する商品、製品の販売は認めていませ

ん。公序良俗に反することのないようご配慮をお願いします。 

以下のものについては禁止対象です。 

◆たばこ、専売法の規定に属するもの 

◆製造者の表記のない薬品、食料品、生もの、 

◆生き物、ペット、動物 

◆著作権に違反するコピー商品 

◆風俗営業法に抵触するサービス、商品、ポルノDVD、書籍 

◆違法薬物、大麻、覚せい剤、脱法ドラッグ 

勧誘行為・宣伝について 

◆会場内での、事務局を通さない勧誘行為、キャッチセールス、盗撮、商品、サービスの宣伝行為はできま

せん 

◆思想街宣行為（政治宣伝・選挙宣伝含む） 

参加内容へのお問い合わせ 

★参加内容などについての、ご質問、お問い合わせはアースデイまつもと実行委員会 

および、販売出店等についてはフリーマーケット担当 フリマネット信州までどうぞ 

受付窓口 事前準備調整のため締め切りは4月22日までとなっています 

NGOフリマネット信州  

TEL 090-9664－5510 （担当：タテイシ）FAX 0263－88－5012 

 Email      furimanet@yahoo.co.jp  ホームページhttp://furimanet.com/ 



 ボランティア協賛 
 
アースデイまつもとではイベント運営を助けてくれる、ボランティアスタッフ、 

開催運営費の協賛を求めています。 

あなたのアースデイアクションとして、お金ないけど体力と時間はある方は 

ボランティアスタッフとして、当日スタッフ、実行委員会スタッフ、暇なときスタッフ 

など様々な形で協力できます 

ポスター貼り、チラシ配布、WEB協力、会場設営、撤収作業、クリンナップスタッフ、駐車場誘導員 

 

時間がなくて手伝えないよーという方は 

資金提供者としてアースデイに参加しませんか？ 

 

個人協賛金協力 

ボランティア事務局  活動費協賛 
 個人、企業、団体を問わず協賛金を提供してくださる方 

  ☆個人・市民団体   １口 ￥１０００ 

 

企業参加 

スポンサー・協賛金募集 
企業の CSR活動としての参加ができます。 
アースデイメッセージに共感、協力を申し出てくださる地元企業、環境企業・環境配慮商品を販売する企業

などの企業理念にもとづくCSR（企業の社会的責任）活動の一環として参加を募集しています。 

地域の市民活動協賛として 

☆協賛１口 ￥１０，０００ 

協力協賛メリット 

★スポンサーとしてホームページ、資料に名称を公表できます 

★アースデイイベントでブース出展もできます 

 

☆環境企業、公益事業団体 出展・告知活動 

 

 

 

 

 

イベント ☆物品の貸し出し協力    

（会社などでの保有資材で貸し出し協力して下さる企業も募集しています。アースデイの仲間として参加し

ませんか？） 

募集物品：イベント用テント、発電機、軽トラック、イベント用インカム無線など 

 

参加企業・協賛の例 （過去例） 
エプソン労組、㈱フィールドログホーム、㈱スマイルハウス、㈱ジャパンロイヤルメンテナンス、 
パチンコ ニチエイ、㈱シンヨー、 
 



フリーマーケット出店参加 について（事前申し込みが必要です） 

アースデイまつもと野外ピクニックイベント 

一般参加部門 （詳しいことはフリマ担当フリマネット信州の基準による） 

市民参加でリサイクルフリーマーケットを楽しもう 

リサイクル・リユース ：家庭の不用品、 

仕入品でない趣味のもの、おもちゃ、衣類、道具、 

、コピー商品でないもの（著作権侵害物は不可） 

農産物、アートクラフト、手作り品、 

家庭農園などの産物など 

 

★大量の仕入品、アウトレット、などは企業出店です 

 

出店方法は 2 種類あります 

ピクニックスタイルの、芝の上でのんびりが魅力 

 手運び搬入１ブース：３m×3m  出店料：１ブース １日 1,500 円 

駐車場から出店物を区画に運び込んで出店する方法 

メリット：途中退場が可能です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オートキャンプスタイルのラクラク出店スタイル 

車での乗りこみ出店１ブース：３m×3m+車乗りこみ 

  出店料：１ブース １日 2,500 円 

開催時間中の途中退場はできません 

 

 

 

 

 

 

 

アースデイでは 
イベント中は、ブース内での禁煙、 
事故防止のため 
エンジンは始動しないでください 
また、ゴミについては各自持ち帰ってから 
家庭での処理をしていただくのが原則となっています 



B）NPO 市民団体出展参加について 

 エコ活動の PR、環境負荷の少ない商品販売等を行って下さる NPO・団体・を募集中です。 

 出展料：NPO 3,000 円 

※テント、イス、テーブル、発電機などは各自準備してください。参加のお申し込みは、アースデイ事務

局まで 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

C）飲食車両  販売出店参加 について 

保健所の移動販売許可業者であること 

出店料：１ブース １日5,000円 

お申し込みは、090-9664-5510(13:00～19:00)フリマネット信州案内専用番号 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

加熱、調理のためのガス、電気設備は各自準備してください 

発生するごみの処理を各自お願いいたします 

 

 



 

E）企業出展・PR活動について 

企業・団体10,000円 物品販売・告知活動、実演など 

 

アウトレット：商店の余剰在庫（賞味期限切れでないもの） 

環境企業のPR 、展示、販売、アンケート収集 

自社の製品、CSR活動の展示、アピール 

（キャッチセールスなど契約勧誘のみの行為はできません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

注意事項：イベント内では事務局に事前の許可のない無断の 

契約勧誘行為はできません 

 

 

 

受付窓口  

事前準備調整のため参加申し込みの締め切りは4月22日までにお願いします。 

TEL 090-9664－5510 （担当：タテイシ）FAX 0263－58－1702 

 Email      furimanet@yahoo.co.jp  ホームページhttp://furimanet.com/  



「アースデイまつもと 2012」参加申込用紙 
現在、アースデイまつもと事務局では「アースデイ」に参加して「何か情報発信をしてみたいなあ」という

方を募集しています。「地球を愛する」をキーワードに自分なりに地球に愛と感謝を表したい方、きわめて

重要だと感じる情報発信をしたい方！ご参加お待ちしています！ 

 

１）イベント、企画参加 

●会場内で企画を主催しませんか？ 

過去例：動物とのふれあいコーナー、ＮＰＯ活動紹介ブース、レイキ、マッサージなどの紹介実演、障害者福祉

作業所製品販売 

※情報を「アースデイまつもと」のホームページと発行するパンフレット（冊子）に掲載いたします。 

参加区分（一つに○をしてくださ

い） 
 NPO。任意団体／\3,000 企業・営利団体／\10,000 

企画名： 

主催団体名： 代表者氏名： 

住所： 

TEL： FAX： E-mail： 

携帯： URL： 

企画開催日時： 参加費： 

会場： 

企画詳細（200 字程度）： 

 

 

 

 

 

分類（該当するものに○を付けて下さい。複数回答可）：2012 年度は野外イベントです 

展 示  ・  販 売  ・  講 演  ・  討 論  ・  体 験 学 習  ・  ス テ ー ジ  ・  上 映  ・  そ の 他

（             ） 

 

※ご記入の上、FAX またはご郵送下さい。Edmnet21@yahoo.co.jp でも参加申込を受け付けています。 

２）運営スタッフ・ボランティア参加 

 

●一緒に「アースデイ」を運営しませんか？年令・性別を問いません。事前告知活動、会場設営、印刷物編集、

会場整理など、多岐にわたる業務があります。お問い合せはアースデイ事務局まで。 

３）協賛参加 

●協賛金によるご支援をお願いしています。印刷物の作成、運営経費につかわれます。 

１口：個人／\1,000  企業・団体／\10,000 

※お名前を「アースデイまつもと」のホームページと発行するパンフレット（冊子）に掲載いたします。無記

名をご希望の方はご連絡ください 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

■連絡先 アースデイまつもと事務局   

〒３９0-0313 長野県松本市 岡田下岡田 1414－7 

FAX 026３-８８-5012 E-Mail edmnet21@yahoo.co.jp 

事 務 局 長  立石 寛 TEL 090-１８５４-５３０５  



D)パフォーマンス、ステージアピール参加について 

：政治団体、宗教的な活動は不可 

 
 

バンド名 構成 他 
サブニュマ Vo マイク 2 
トーメ Vo マイク 1   ギターライン 1 
ＨＡＮＡさんバンド Vo マイク 3,Ｇライン 2,Bass1,キーボード 1,EG1，Dr1? 
FUKU ちゃん Vo マイク 1   ギターライン 1 
TTK2 Vo マイク 2、G ライン 1、ベース 1、キーボード 1 
ましゅまろまま アルパマイク 2 本、Vo マイク 1 本 
S_MUZIK   
グレースクワイヤ       
福島くん（津軽三味線）       

参加については 4月 10日を締め切りとして、多数の場合は先着順に募集を締め切ります。 
参加費等については、PAの使用、マイク本数、などさまざまな条件により異なりますが、 
ステージ設置、イベントを構成する費用を参加者によって負担する市民活動なので 
賛助金としてのカンパをお願いしています。応相談 
3人以上のユニット、グループの場合、また楽器による音響準備のため 
事前の詳しいセットリストを準備していただけるようお願いいたします。 
下記の例参照↓ 
 



 
 

会場へのアクセス 国道19号線村井下町北から西へ 10分 
 山形村アイシティー方面へ  安曇野方面からは新村交差点からサラダ街道10分 

入口はスタジアム南側  14号駐車場から 


