一般・ＮＰＯ・起業・企業・農家ブースのご出展募集中！

2012 年 10 月 23 日

★──────────────────────────────★

第５回

マザーアース・フェスティバル 2012 出展要項

★──────────────★─────────────★
～子どもが生きる地球のために今ママにできること～
今年も私たちは『ママだからこそできる』行動を起こします。
≪

実施概要

≫

年々必ず進化します！ ＭＥＦ2012 にお申し込み誠にありがとうございます。このイベントは現役３児
のママである永野恵理が地域の仲間（特にママ、パパ、地域店舗）と作り上げていく、手作りイベントです。
公的機関、企業でなくても「ママだからこそ、ここまで出来る！」ということを現すことを目的として開催
しています。ママに限らず、なるべく多くの人、企業と関わりをもって、
「やればできる！」メッセージを発
してまいります。日本全国に「パパだからこそ！」「子どもだからこそ！」のムーブメントも起こします。
2008 年～1018 年まで 10 年葛西地域で開催し、日本全国に和を広げます。どうぞよろしくお願いいたします。
≪
■名称
■開催日程
■会場
■参加団体
■来場対象者
■入場料

11月３日（土）10:00～16:00
滝野公園

（東京都江戸川区中葛西3-22）

一般（ママ・サークル）・ＮＰＯ・起業家・企業・農家
首都圏を中心とした一般参加者(ママとそのファミリー)1500名
無 料

第５回テーマは

テーマ主旨

≫

– 環境–

地球に生きる・地球と生きる

■開催主旨

≫

第５回 マザーアース・フェスティバル 2012

≪
■ テーマ

実施概要

国境を越え、世代を超えて

母なる地球をリレーしよう。

チェンジママ ★ チェンジアース!!!『CHANGE MaMa★CHANGE EARTH!!!』

マザーアース・フェスティバルは

ママがプロデュースする、

女性・ファミリー・地球へ贈るメッセージイベント

ひとつぶでも多くの思い、 ひとりでも多くの 地球市民をつなげたい。
わたしたちは『ママだからこそできる』行動を起こします。

テーマは環境→子ども→コミュニティーと循環します。
マザーアースフェスティバルの企画運営を通して、地球市民の育成にリレーします。

地球に夢を乗せて

第５回実行委員長
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永野恵理

■主催
■共催
■協賛

第５回 マザーアース・フェスティバル 2012

実行委員会

葛西発！ハッピーママサロン・ローズマリア/オーガニックカフェ・ナチュラルストゥーディオ

公式ホームページＴＯＰページ参照（１年ごとに 10 年掲載させていただきます。）

■事務局

第５回マザーアース・フェスティバル 201２事務局

（問合せ先）

info@mother-e-f.com / Tel&Fax：043-235-8353 / softbank：090-6044-9333

代表永野恵理

〒２８５－０８５８
千葉県佐倉市ユーカリが丘 7-37-3

http://www.mother-e-f.com/

◆今年度のテーマ『環境』 環境についてｆ
・子ども＆おとなが 楽しく体験しながら交流できるイベント企画
・子ども＆おとなが 見てわかって聞いて参加して楽しいステージ企画
-----------------------------------------------------------------------------------------------●アースステージ： 今年は高校１年生の富樫泰良が総合司会。今年もミュージシャンの朝永さん率いる（日
本芸術専門学校小岩校の生徒さん＆プロミュージシャンのみなさん）が、ステージ協力をしてくれます。
★リジョイス（ママさんゴスペル）★女性シンガーfusae さんのライブ★朝永ファミリーライブ
★国際協力ＮＧＯのトークライブ「僕は５才で兵士になった」★専門学校生徒さんライブ
●キッザニアニア

カフェ店員

・ 工房作業

・

保育士

・

農家ブース手伝い

・

児童労働体験

●マザーアースカフェ：今年のメニューが決まり次第、マザーアースＨＰにて発表します♪お楽しみに！
●キッズワークショップ：手作りって楽しい! 自分ってすごい！ を体験出来ます。
奥村さんちのキャンドル工房

｜ 大工になろう！体験工房（丸太切りなどもあるよ）

●子どものＮＧＯブース 子どもだからこそできる！ことがある。活動する子どもたちの活動発表
環境団体：Club World Peace Japan

人権団体：フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

●マザーアース保育園：ＭＥＦ2012 ボランティアのママたちの１～３才のお子さんを、
子ども保育士さんや、パパやプロの保育士さんたちがお預かりします。
●環境クイズ大会：「コミュニティ」がテーマの問題が出ますよ。
●大抽選会：毎年恒例のみんな参加の大抽選会。何が当たるかな～～。

その他ブースが約 30 並びます。１日で盛りだくさんです。お楽しみに☆
-----------------------------------------------------------------------------------------------スタッフ、ネットワークも毎年強力になり、ますます充実したイベントとなっております。
マザーアース･フェスティバルの HP http://www.mother-e-f.com/
日々詳しく情報を UP いたしますので、ぜひご覧になってください。
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≪
①ブース申込み

お申込み方法

≫

②「HP 告知原稿」記入。画像を２枚程添付してお送りください。

③入金確認次第受付完了。

① ブース選択

備

■A

［搬入出］
搬入時間：当日 8:00～9:30｜搬出時間：当日 16:30～18:00

一般・ＮＰＯ・起業ブース【14 ブース】

※個人・サークル・NPO、社会貢献活動と認める企業を含む

□１ブース 10,000 円（テント半帳）
□２ブース 20,000 円（テント１帳）
□飲食の販売を行う場合１ブースあたり+5,000 円
□ コーナー（角）を希望の場合+1,000 円（限定４ブース）
１ブース：間口 180×奥行 270cm（付属：長机１

［資

考

格］マザーアースの主旨に賛同し、
人権や環境に配慮している団体・個人

［特

典］ＭＥＦ公式ＨＰにて広報＆リンク貼

［キャンセル料］10/11（月）以降キャンセル料が発生します。
全額（11/1～当日）｜50％（10/26～10/31）｜30％（10/12～10/25）
＜申込先＞ＦＡＸ：043-235-8353

info@mother-e-f.com

マザーアース・フェスティバル 2012 実行委員会

椅子２）

＜振込み先＞郵便普通口座番号：10080-96187801

■B

企業ブース【10 ブース】

受取人名 ：マザーアース・フェスティバル実行委員会

□１ブース 15,000 円（テント半帳）
□２ブース 30,000 円（テント１帳）
□飲食の販売を行う場合１ブースあたり+5,000 円

※飲食の販売可。調理済みのものに限る。保温可。梱包商品には

□ コーナー（角）を希望の場合+1,000 円（限定４ブース）

※雨天中止の判断は３日前に行います。
（11／３（土）の場合は 10/31

１ブース：間口 180×奥行 270cm（付属：長机１椅子２）

■C

テント無し・農家ブース【８ブース】

農家さん応援☆農作物やそれに伴う加工品の販売に限る

□１ブース

造元、消費期限明記してください。
（火気厳禁）
※出店料金をお支払い頂き、イベント開催時間にご出店頂けます。
※各出店者様の売り上げは、お持ち帰り頂けます。

にホームページ上でご連絡いたします。
）小雨の場合イベント決行。
※11/4（日）雨天中止の場合、本年度のイベントを中止とし出店料
70％をお返しいたします。
（30％はホームページでの広告の維持管理
料として頂戴し、すでに支払済みの経費に充当させていただきます。
ご協力ありがとうございます。
）

3,000 円（テント無し）

＊出店料は

１ブース：間口200×奥行200cm（付属無し）

＊付属品の追加：椅子200円・長机500円

申し込み受理後、１週間以内にお振り込みください。

＊入金を持ってお申込み受付といたします。先着順。

数に限りがございますおはやめにお問合せください。

■出展名 【出展 回目】
○連絡先（任意）:
○URL（任意）:
ＦＡＸ：043-235-8353 ○ブログ（任意）：
--------------メール：
■出展団体説明
info@mother-e-f.com ○設立主旨（任意）：
○普段の活動・仕事内容の紹介（任意）：
--------------■当日メニュー
■当日のいきごみ（任意）：

② HP告知原稿

③ 振込み先

■振込み先

郵便普通口座番号：10080-96187801

*振込手数料は出展者様でご負担下さい。申し込みの７日後までに御入金下さい。
受取人名 ：マザ ーアース・フェスティバル実行委員会
袋詰めの菓子：シーリング（封をした）菓子類は商品とみなし飲食の販売とはなりません。シーリングした
商品には必ず【食品の表示】義務がございます。マザーアース・フェスティバル 2012 における食品取扱注意
事項の【食品の表示例】をご参考にして作成ください。
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≪

出展注意事項

１.搬入について

≫
搬入口：滝野公園正面入り口（南口）

①搬入時間帯：8:00～9:30

車両乗り入れの搬入：8:00～9:00

時間外の搬入は、イベントのさまたげになるのでご遠慮ください。止むを得ず時間外に行
わなければならない場合は、ＭＥＦ実行委員会にご相談ください。
車は搬入以外での乗り入れは原則禁止です。会場内時速 20 キロ走行を厳守してください。
②荷物の宅配
当日総合受付は 9:00 から開設いたします。当日午前着で滝野公園に届くよう発送可。
※荷物の管理上、荷物を発送される方はＭＥＦ実行委員会にご一報ください。
【送り先】東京都江戸川区中葛西 3-22

滝野公園内

マザーアース・フェスティバル 2012

総合受付宛

電話番号
③ 駐車場

ご自身の電話番号でお願いします

葛西区民館駐車場は区民館利用以外ご利用いただけません。

＊公園周辺は住宅街の為、終日駐車禁止（通報されるのと、来年のイベント開催が危ぶ
まれますので絶対に止めないようにお願いします。）
２.搬出について

搬出口：搬入口と同じ

①搬出時間帯：16:00～18:00

車両乗り入れの搬出：16:40 以降でお願いします。

時間外の搬出は、来場者へ危険を伴うため絶対にご遠慮ください。
暗くなる前に搬出したい場合は（当日日没 16：20 頃）、公園道路横、公園側に停車しすみ
やかに搬出作業をお願いします。
②荷物の発送 滝野公園南口を出て左手にセブンイレブン、右手にローソンがございます。
それぞれ徒歩５分ほどです。
３.ブースの管理
①

[サ イ ズ]

1 ブース間口約 180×奥行約 270 センチ

[無料備品]

長テーブル 1 台（横 180 センチ×縦 45 センチ）・椅子２脚

[追加備品]

長テーブル１台 500 円

／椅子 200 円

②使用したスペースの掃除を必ず行って下さい。備品（テーブル・椅子）についた汚れは、
雑巾等で拭き取ってください。雑巾など無い場合は総合受付にご用意します。備品にガム
テープを貼った場合は完全に剥がしてください。
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４.ゴミの取り扱い
①開催中に出たゴミや段ボール等は必ずお持ち帰りください。ゴミ袋は、各自ご用意くだ
さい。※どうしてもという場合に限り有料にて承ります（45Ｌ 1000 円）。総合受付で受け
付けます。
②残ったパンフレット・チラシ等はお持ち帰り下さい。

５.電源について
① 4：30 日没予定です。イベントが 4：00 終了予定ですので、こちらで照明・電源等の用
意は特にいたしません。ご了承ください。
② 電源が必要なご出展者様には、発電機を各自でご手配お願いします。
６.イベント時の配布物について

配布をされる出展者さまは必ずお読みください

① イベント時に食品等のサンプル等の配布をされる際は、保健所に届ける必要があります
ので、事前に必ずＭＥＦ実行委員会にご連絡ください。（食品取扱注意事項参照）

② 食品以外のサンプル等の配布に関しては、特にご連絡する必要はありません。
③ 飛ぶ風船（特にアルミ製）は配布禁止です。
滝野公園内に送電塔があり、過去のイベント時に、アルミの風船が電線にかかり東京電力
の方に撤去いただきました。送電線にかかる危険があるので飛ぶ風船の配布はご遠慮くだ
さい。飛ばない風船の配布は問題ありません。

《

お知らせ

》

① 大抽選会への賞品のご提供のお願い
大抽選会に賞品のご提供を受け付けております。当日販売する商品などを景品としてご提
供いただけると、来場者様への宣伝効果も期待できます。事前に提供賞品の名称と個数を
メール、電話、ファックス、フェースブックなどでご連絡ください。景品はイベント当日
午前中に総合受付にご持参ください。ご協力よろしくお願いいたします。
② テント設営のお願い
マザーアースフェスティバルのスタッフは、ママのボランティアが中心です。テントの設
営に男手大募集です。出展者様でも、早目に会場に来てお手伝いして下さる方を大募集し
ております！お手伝い出来る旨、事前にメールにてお知らせください。
（テントの片づけは
各出展者様に、テントをバラスところまでお願いしております）
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③ マザーアース・フェスティバル 2012 における食品取扱注意事項
食品を取り扱う場合（販売のほか、試飲、試食）には、次のことにご注意ください。

１.保健所への届出について
①イベントスペースにおける食品の販売にあたっては、同イベント実行委員会が食品衛生
法等に基づく許可を有します。ご出展者様がお届けいただく必要はございません。
②食品によって、取り扱うことができる範囲や取り扱い方法が限定されています。
別途資料

食品別取扱一覧表（代表品目）をご参照ください。

④ 形体等によって取扱いが異なる場合がありますので、食品の具体的な内容及び取扱い方
法等について、ご心配な食品がある場合は、10 月 28 日（日）までにご相談ください。
⑤ 健所への書類提出は実行委員会が行わせていただきますので、10 月 28 日（日）までに
販売予定の商品名をメールかＦＡＸにてご連絡ください。
内容物（材料）についての記載は必要ございません。
「パン」「クッキー」と種類のみの記載でお願いします。原材料など明記不要です。
⑤事前に提出した書類に載っていない食品等の販売・試飲食は厳禁とします。
○ 販売予定のものを当日販売。
×

販売予定にないものを当日販売。

⑥万が一食中毒等が発生した場合は、主催団体の責任において対応をお願いします。
MEF 実行委員会は一切責任を負えません。
⑦酒類の販売を行う場合には、別途税務署への届出が必要になります。税務署への届出は
酒類販売免許を有するものが直接行うこととなっており、これについては当方では代行
できませんので、主催団体様で行ってください。
⑧運営上、臭いの強い食品の販売はお断りいたします。（例.くさや等）
２.試食・試飲について
①試食・試飲も保健所へ許可を取ります。試飲・試食はそれぞれのブースにてお願いいた
します。保健所へ会場レイアウト図面により届けますので、実行委員会指定の場所で行っ
てください。食べこぼし等で公園が汚れた際はその都度掃除をしてください。
３.アレルギー原因物質を含む食品の表示について
容器包装された加工食品・食品添加物でアレルギー物質を含むものについては、保健所
によりアレルギー物質（特定原材料）の表示を義務化または推奨されています。
表示
義務付け

用語

名称

特定原材料（7 品目）

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

特定原材料に準ずるもの

あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、酒、さば、

（18 品目）

大豆、鶏肉、豚肉、バナナ、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

推奨
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４.保健所の調査
・食品を取り扱うイベントの開催中に、保健所の係員が適切に行われているか確認調査に
来る場合もあります。加工食品の販売先、責任者、住所、電話、原材料の表記がされてい
なかったり、
「要冷蔵食品」のものを常温で販売されていた場合に商品が取り扱えなくこと
がありますので、下記の表示例をご参考にしてください。

【食品の表示例】

※詳細は製造所を管轄する保健所にご相談下さい。

例１
名

称

漬物（醤油漬）

原 材 料

キュウリ、醤油、塩、保存料（ソルビン酸）、着色料（黄色４、青１）、
調味料

内

容

量

（アミノ酸）

２５０ｇ

保 存 方 法

要冷蔵

賞 味 期 限

平成○○年○○月○○日

製

者

○○食品

称

和生菓子

造

株式会社

○○県△△市▽▽町□□番地

例２
名
原

材

料

つぶあん、もち粉、砂糖

内

容

量

１個入り

保 存 方 法

直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。

賞 味 期 限

12○○.○○.○○

製

滝野

造

者

公子

東京都江戸川区中葛西 3-22

＊ 上記に明記されていないことについては、その都度お問合せ、ご確認ください。
以上

マザーアース・フェスティバル実行委員長
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