
2022 『Fujiこどもフェス Vol.４』協賛・出展のお願い 
ごあいさつ 

富士市に暮らす親子が「集い、学び、遊び」 を通して、子ども達が何に興味を持っているかを発見し可能性を見

つけ、子育てや習い事、夢に役立ててもらう事を目的とした、子どもの未来を応援する「Fuji こどもフェス Vol.４」

を開催します。2019 年には 2,000 人来場の『Fuji こどもフェス vol.１』を開催させて頂きました。また、新型コ

ロナウィルス感染症拡大防止の観点から 2 年間（2020〜2021 年）オンライン体験教室や新たに YouTube 配信

で親の学びも含んだ講座にも挑戦しております。今年は人と地域とのつながりを考え、感染症対策をしつつ現地での

開催する運びとなりました。 

より多くの方とつながり、富士市内の子育て世帯へこのイベントを認知してもらえる様に、イベント告知も広報ふ

じをはじめとして、富士市 HP・公式 FB ページ、ふじママサロン HP・フェス FB ページ、各種報道機関、保育幼稚

園、小学校などへ富士市をとおしてチラシなども含み告知して参ります。また開催までの実行委員会の活動様子も

Instagram を通して発信や告知などプロモーションしていく所存です。 

誠に恐縮ではございますが、添付文書をご確認いただき、ぜひ子育て世代を応援する皆様にご協賛・出展・協力など

賜りますよう、ご案内申し上げます。 

イベント概要 

今年の開催テーマ：“ TUNAGARU ” みんなが『つながる』 

親子が「集い、学び、遊び」を通して親子同士、地域とつながり子どもの未来と可能性を発見！ 

 

開催日時 2022 年 11月 13日（日）  10：00～14：00（予定） 

開催場所 静岡ガス エネリアショールーム富士 

対象者 0歳～小学生とその保護者・子育て応援に感心のある方 

来場者数 500家族程度 

 

イベント企画（富士市に関わる様々な分野の方や事業所・教室・担当課が運営） 

・ 「遊び体験」市民団体や地域の子育て応援者である遊びエキスパートが体験・紹介コーナーを運営 

・ 「運動体験」体操教室やスポーツクラブ、治療院などの講師や先生が体験・紹介コーナーを運営 

・ 「音楽体験」音楽教室、ダンススクールなどの講師が体験紹介コーナーを運営 

・ 「アート体験」美術・工作教室の講師や作家が体験・紹介コーナーを運営 

・ 「学習体験」 様々な学習教室の講師や教室が体験・紹介コーナーを運営 

・ 「親の学び」子育てに関わる親が為になる講座や元気になる体験をサポートする講師や事業所が運営 

・ 「地域交流」 マルシェ・フード・ドリームステージ（音楽・ダンス・パフォーマンス） 

応募方法 

8月 30日（火）までに、専用Web フォームより申し込みください。 

注意事項 

イベント当日は個人情報の取得はできません。参加者が後日コンタクトできるように Fuji こどもフェス Web サイト

にて出展者・協賛者の連絡先・web などのリンクページを作成いたします。 

感染症状況や悪天候のため、現地開催からオンラインのみの開催へ変更、もしくは延期や中止の可能性があります。

その際には事務局よりご連絡いたします。 

また、今年は会場が例年と違い規模が異なります。そのためすべてのご希望（出展自体を含む）にお応えできないこ

とをあらかじめご了承下さい。 

出展決定のご案内 

申込者全員に 9月６日（火）までに事務局よりメール又は電話にてご連絡いたします。 

主催 

Fuji こどもフェス実行委員会（ふじママサロン×ふじ応援部N E X T・富士市） 

お問い合わせ 

Fuji こどもフェス事務局（ふじママサロン内）実行委員長：高木、出展協賛担当：内野、大貫 

◎ Eメール fujikodomofes@gmail.com  

◎ TEL  090-2532-6809（内野）  080-5088-0069  (大貫) 

  



募集要項：出展者向け 

※下記情報は応募時点での参考情報となります。天候状況や会場都合などにより変更の可能性があります。 

 

募集要項：プラチナ協賛向け 

エリア 概要・注意点 

屋外：協賛ブース 

 

※プラチナ協賛特典です。 

出展形態： ブース出展 

参考面積（収容人数）：1.5ｍ x 3m 程度の面積想定 

出展可能団体数：3団体 

備考：プラチナ協賛の方向けの特典となります。 

屋根がある屋外入口付近のため一般来客が足を運びやすいエリアです。 

※11月のため防寒対策をお願いいたします。 

 

  

エリア 概要・注意点 

屋内：体験ブース 

 

出展ランク：ゴールド、シルバー、

非営利団体 

出展形態：体験を主にしたエリア 

参考面積（収容人数）：３ｍ x 3m 程度を想定 

体験の種類：学び、遊び、アートなど 

備考：長机 1台程度の貸し出しを想定しています 

フロアに仕切りがないため、音を利用した体験は行いづらい可能性があり

ます 

屋内：親の学び講義ブース 

（会場：会議室） 

 

出展ランク：ゴールド、シルバー、

非営利団体 

出展形態：主に親世代への現地講義、オンライン講義を想定 

参考面積（収容人数）：講師合わせて 10名程度 

備考：時間ごとに出展者様の入れ替えを行います 

屋内：調理ブース 

 

出展ランク：ゴールド、シルバー、

非営利団体 

出展形態： 短時間の料理体験、食育体験 

参考面積（収容人数）： 出展団体、参加者含めて 20名 

出展可能団体数： 最大 3団体を想定 

備考：入替が難しいため共同でチームを組みます。そのため出展確認時に

団体皆様と実行委員会で打ち合わせを行います 

屋内：フード販売・休憩所 

（会場：エネリア食堂） 

 

出展ランク：販売 

出展形態： 屋内での持ち帰り可能な食品の販売を想定 

参考面積（収容人数）：24名 

備考：出展時には販売可能かの資格等確認を行います 

会場の厨房利用が可能です。利用は 1団体のみとなります 

屋外：フード販売 

 

出展ランク：販売 

出展形態： キッチンカー形式の車両、テント販売形態を想定 

備考：出展時には販売可能かの資格等確認を行います 

屋外：マルシェハンドメイド 

 

出展ランク：販売 

出展形態： 屋外でテントなど利用した販売を想定 

備考：出展エリア 1 つに対してグループ貸出可能です。 

代表出展者の方よりご応募ください。 

屋外：ステージエリア 

 

出展ランク：ゴールド、シルバー 

出展形態：屋外で音楽や運動をメインとしたステージ発表 

備考：屋外のため待機室の用意はできません 

雨天など悪天候の際はキッチンカー・フード販売エリアと入替を行う可能

性があります 



参考：会場エリアの概略図 

 

 
 

各ブースの備品について 

屋内向け 

・ 高速 Wi-Fi あり：会場より提供可能です。接続数によっては不安定、もしくは利用不可の可能性がありますこと

をご了承ください。 

・ 屋外利用は不安定になる可能性があります。 

体験ブース、協賛ブース 

・ パネル（H180×W120）：1枚 

・ フェルトタイプ：マグネット使用不可。画鋲もしくは、テープをご用意ください。 

・ 長机（W1800×D600×H700)：1台  

・ 椅子：2台程度 

・ コンセント：1口 

※備品必要数の連絡をまだ頂いていない出展者様は、担当者または事務局に連絡をお願いします。 

※コンセントを使用する場合は配置の都合上延長コードや OA タップなどの接続が必要になります。各自でご持参い

ただけますと助かります。 

親の学び講義ブース 

・ 大型モニタ 1台：接続方法は HDMI です。PCなどの接続機器は持参ください 

調理ブース、フード販売、ステージ、マルシェについて 

こちらにつきましては出展者決定時のご連絡以降に打ち合わせにて説明いたします。 

搬入日時 

・ 前日 11/12 14：00～16：00 まで 

・ 当日 11/13 09：00～09：30 まで 

駐車場について 

フェス当日は来場者優先のために、出展者向け駐車場（富士市教育プラザ近隣）へ止めてもらい、車 1台のみ現地駐

車場への移動用としての運用をお願いする場合があります。 

  



 

【協賛の区分】 

 

特典 プラチナ 

¥30,000 

ゴールド

￥10,000 

シルバー 

￥5,000 

企業ブースに出展可能 

（出展の有無は選べます） 

◯   

フェス会場内シアターと Fuji こどもフェス

YouTube チャンネルに 1分程度の動画を放映

（動画の作製は願います） 

◯   

受付にて、協賛者様指定のチラシを配布 ◯ ◯  

Fuji こどもフェス Facebookページで 

ご紹介 

◯ ◯ ◯ 

Fuji こどもフェス HP にURLを掲載 ◯ ◯ ◯ 

Fuji こどもフェス Instagram に掲載 ◯ ◯ ◯ 

事前配布・当日配布チラシに名前掲載 ◯ ◯ ◯ 

 

協賛の申込方法  

 

◆協賛申込みフォームをご利用ください。 

以下のURLからか、QRコードより申し込みください。 

https://forms.gle/gWB5UxNWXrR7k3de6 

 

 

 

※フォームによる申し込みが難しい場合は、Fuji こどもフェス事務局までメール

（fujikodomofes@gmail.com）でご連絡ください。 

 

お互いに協力し助け合いながら、こども達の様々な体験を安心しながら開催できるようにご協力お願いいたします。

ご質問やご意見がありましたらお問合せ先よりご連絡ください。Fuji こどもフェス実行委員会一同、お返事お待ちし

ております。 

  



【出展の区分】 
 

エリアに対して専用の区分があります。ご注意ください。 

■ ゴールド（法人）：¥10,000 

■ シルバー（個人事業主）：¥3,000 

■ 販売（キッチンカー・フードエリア、マルシェエリア向け）：¥3000 

■ 非営利団体（市民・支援活動）：出展無料 

 

出展の特典 

★Fuji こどもフェス Facebookページでご紹介 

★Fuji こどもフェス HP にURLを掲載 

★事前配布チラシ、当日配布チラシに名前掲載 

 

※法人(中小企業以上)のみなさまの出展はゴールド（法人）より申し込みください。 

出展の申込方法 

◆出展申込みフォームをご利用ください。 

以下のURLからか、QRコードより申し込みください。 

https://forms.gle/8ma9PQYAFQDzRYmc8 

 

 

 

※フォームによる申し込みが難しい場合は、Fuji こどもフェス事務局までメール

（fujikodomofes@gmail.com）でご連絡ください。 

 

お互いに協力し助け合いながら、こども達の様々な体験を安心しながら開催できるようにご協力お願いいたします。

ご質問やご意見がありましたらお問合せ先よりご連絡ください。Fuji こどもフェス実行委員会一同、お返事お待ちし

ております。 


