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１．千葉市民活動フェスタ２０２０について 

 

千葉市民活動フェスタ２０２０ 

ワクワクつながるオンライン 

※例年とは違うオンライン中心のフェスタです 

年に一度の大イベント「千葉市民活動フェスタ 2020」。 

社会の状況をふまえて、今年は、従来のような形式は困難と考え、 

オンライン(ホームページ等)を活用した「新しいフェスタ」にチャレンジします。 

フェスタ 2020 特設ウェブサイトを開設し、そこからいろいろな情報を配信します。 

この形式なら、これまで展示などに参加しにくかった団体も、 

活動紹介の機会が作れるかと思います。 

今年ならではのチャレンジ！ フェスタ 2020 への参加をご検討ください！ 

 

 

■千葉市民活動フェスタ 2020の特徴■ 

 

★いつもの展示や体験、相談、物販、ステージ等は一切おこないません。 

★展示パネルではなく、インターネット上で団体の紹介をします。 

★ステージ発表は、別日に別会場で行い、収録した動画をインターネットにより 

配信します。（いつものステージより多くの人に見てもらえます） 

★森や公園、海岸や施設の中など「いつもの活動場所」からの参加ができます。 

★フェスタ 2020特設ウェブサイトから、団体のホームページにつなぐことができ 

 ます。そちらで相談や物販を展開することも可能です。 

★オンラインを活用しての開催なので、期間を長く実施します。 

★きぼーるアトリウムには、来場した人に持ち帰って 

もらえるよう、資料を並べる場所を設けます。 

センターにも配架します。 

★アトリウムに 1日だけのインターネット放送局を設け、 

動画配信や団体の活動場所とのライブ中継などを行います。 
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２．フェスタ２０２０説明会 

 

千葉市民活動フェスタ 2020「説明会」について 
 

フェスタの実施内容や参加方法等についての説明会を、下記の要領で開催します。対面方式で行

いますが、オンラインでの出席も可能です。また後日、説明会の動画をホームページ上に公開しま

す。フェスタに参加を希望する団体は、必ずいずれかの方法で説明会に出席、または動画を視聴し

てください。 

なお、対面、オンライン、どちらを希望する場合も、出席には申し込みが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【申し込み方法・注意事項】 

１．対面で出席を希望の団体 《申込締切：9月 12日（土）12時》 

会場は利用人数が厳しく制限されています。以下の要領で必ず事前にお申し込みください。 

・「フェスタ説明会に対面出席を希望」の旨と、「①団体名、②お名前、③電話番号」を、 

メール、TEL、または FAX にてご連絡ください。1 団体 2 名までのご参加でお願いします。 

・定員は 24 名。お申し込み先着順とさせていただきます。 

 

２．オンラインで出席を希望の団体 《申込締切：9月 12日（土）12時》 

必ずメールにてご連絡ください。オンライン会議（Zoom）参加のための“招待メール”を 

事前にお送りします。締切厳守でお申し込みください。 

・「フェスタ説明会にオンライン出席を希望」と明記の上「①団体名、②お名前、③メールア 

ドレス、④電話番号」をお知らせください。 

・“招待メール”は、「info@chiba-npo.net」より送信しますので、受信拒否の設定がないか確

認してください 

【説明会の動画の公開について】  

説明会の動画は、千葉市民活動支援センターホームページに 9 月 15 日(火)から公開します。 

https://chiba-npo.net/   ※「注目トピックス」から記事をご覧ください。 

 

○お申し込み・問合せ先 

千葉市民活動支援センター（千葉市民活動フェスタ 2020実行委員会事務局） 

〔担当：原田、佐藤、山本、樫浦〕 

TEL：043-227-3081 FAX：043-227-3082 E-mail：info@chiba-npo.net 

☆千葉市民活動フェスタ 2020「説明会」開催概要☆ 

・日時：2020年 9月 13日（日）13:00～14:00  

・会場：中央保健福祉センター ボランティア活動室 

（千葉市中央区中央 4-5-1きぼーる 15階） 

およびオンライン（※「Zoom」を利用） 

・定員：対面＝24名、オンライン＝定員なし 

 ※どちらに参加の団体も、必ず 9月 12日までにお申し込みください 

https://chiba-npo.net/
mailto:info@chiba-npo.net
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３．実施概要 

《タイトル》  千葉市民活動フェスタ 2020 

《テーマ》    ワクワクつながるオンライン 

《実施期間》  2020年 11月 8日（日）から 12月 6日（日） 

《実施内容》 

◆ホームページによる市民公益活動団体の紹介  11 月 8日～12月 6日 

  ……開催場所：フェスタ２０２０特設ウェブサイト…… 

インターネット（ホームページ）上に「千葉市民活動フェスタ 2020」というウェブサイトを特設

し、情報を発信。【URL https://chiba-npo.net/festa2020/】 

主なコンテンツは、登録団体の活動紹介、11月 8日の公開収録ステージの動画、活動紹介の 

動画、インターネット放送局のライブ配信（後日動画配信）など。 

 

◆公開収録ステージ   11月 8日 

  ……開催場所：千葉県教育会館大ホール…… 

ステージにて各団体による発表を実施。音楽やダンス、演劇、武道などのパフォーマンスの他、

様々な体験のデモンストレーションも予定。 

ステージの様子は収録し、フェスタ２０２０特設ウェブサイトのコンテンツとして発信。 

当日は人数限定の公開イベントとする。 

 

◆資料の配架     11 月 14日～15 日 

……開催場所：きぼーるアトリウム・千葉市民活動支援センター…… 

きぼーるアトリウムに資料配布コーナーを設置。テーブルを並べ各団体発行によるパンフレット

やチラシ等を配置し、自由に持ち帰ってもらう。（パネルやポスター展示は行わない） 

千葉市民活動支援センターにもパンフレットを配架。 

 

◆インターネット放送局（公開放送） 11月 15 日 

……開催場所：きぼーるアトリウム…… 

きぼーるアトリウムに 1日限りのインターネット放送局を開設。インターネットでのライブ中継

を行う。（入場者数限定で公開）。 

放送内容は、各団体のサイトを見ながらの団体紹介、団体の活動現場を繋いでの中継、公開収録

したステージの模様などを紹介。市民活動団体関係者による座談会等も企画中。 

 

◆その他の実施内容（企画中） 

……開催場所：フェスタ２０２０特設ウェブサイト 他…… 

 各団体のページを巡って答えを探す「クイズ」、参加団体や視聴者への「アンケート」、 

その他（実行委員会及び千葉市民活動支援センターによる企画等）を検討中。 

 

※新型コロナウイルス感染の状況により、実施内容の一部もしくは全部を変更する場合が 

ございます。あらかじめご了承ください。 
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４．スケジュール 

参加団体募集から開催までのスケジュール（流れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月 27日（木）「参加の手引き」の公表 

9月 13日（日）「説明会」開催 

・対面およびオンライン方式の複合開催 

・9月 15日（火）に録画を公開 

9月 13日（日）参加団体募集開始 
－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

10月 4日（日）参加団体募集締切 

10月 8日（木）まで 

選定を行うプログラムの選定結果連絡 

10月 10日～31日頃 

専門業者による現地取材 

※選定された団体のみが対象 

10月 18日（日）団体紹介動画撮影会 

※選定された団体のみが対象 

10月 25日（日） 

団体紹介ページの原稿・データ提出期限 

※すべての参加申込み団体必須 

今年度のフェスタは、内容
等が例年とは大きく異なり
ます！まずは「参加の手引
き」をご一読ください。 

参加希望の団体は、必ず「説
明会」に出席ください。オ
ンラインでも開催・公開し
ます。詳しくはＰ.３を 

ご覧ください。 

参加団体募集の締切は、
例年より遅めです。 

すべての参加団体の紹介
を、特設ウェブサイトの団
体紹介ページに掲載しま
す。原稿・データを必ず期
限までに提出願います。 

11月 7日（土）配架資料の提出期限 

※申込み団体のみが対象 

11月 8日（日）～12月 6日（日） 

フェスタ 2020 特設ウェブサイト 

https://chiba-npo.net/festa2020/ 

11月 14日（土）・15日（日） 

資料の配架 

〔きぼーるアトリウム、市民活動支援センター〕 

※人数制限をして来場者を受け入れ 

11月 8日（日） 

公開収録ステージ〔千葉県教育会館〕 

※選定された団体のみが出演 

※後日、特設サイトに動画を公開 

※人数制限をして来場者を受け入れ 

11月 15日（日） 
インターネット放送局（公開放送） 

〔きぼーるアトリウム〕 

※動画紹介や現場中継などの番組を発信 

※人数制限をして来場者を受け入れ 

一般の方は、約 1 ヶ月の
開催期間中、特設サイト
にアクセスするなどして
フェスタを楽しむことが

できます！ 
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５．募集プログラム 

 

（１）団体紹介ページ《必須》  ※従来のパネル展示などに代わる団体紹介の場です 

・フェスタ 2020特設ウェブサイトに、参加団体ごとに専用ページを用意し、団体名、活動の紹

介文、連絡先、活動の写真を掲載します。 

・フェスタ 2020特設ウェブサイトの団体専用ページからは、団体独自のホームページＵＲＬや 

動画コンテンツへのリンクも可能となります。 

・必要な原稿(文字原稿や写真またはデータ)を、市民活動支援センターにご提出下さい。 

・10月 25日(日)の期限までに提出のない場合は不参加とみなします。ご了承ください。 

 ※原稿の文字数や写真の枚数、提出方法など詳細は、申込み団体に追ってご連絡します。 

 

（２）資料の配架 

・11月 14日 15日の両日、きぼーるアトリウムにテーブルを並べ、各団体のパンフレットやチラ

シを自由に持ち帰ってもらえる資料コーナーを設けます。 

・テーブルは配置しますが、パンフレット立てや掲示板は配置しません。 

・千葉市民活動支援センターにもパンフレットを配架します。 

※きぼーるアトリウム所在地：千葉市中央区中央 4-5-1きぼーる 1階 

※千葉市民活動支援センター所在地：千葉市中央区中央 2-5-1千葉中央ツインビル 2号館 9階 

※必要枚数や提出方法など詳細は、申込み団体に追ってご連絡します。 

 

（３）公開収録ステージ 

・11月 8日（日）に千葉県教育会館大ホールのステージにて、動画の収録を行ないます。 

・収録した動画は、フェスタ 2020特設ウェブサイトで、11月 14日（土）以降に紹介されます。 

・発表したい団体は、準備から撤収を含めて 20分間、ステージを使うことができます。 

・撮影は専任スタッフがいたしますので、団体で撮影の機材などの用意は不要です。 

・参加は最大で 15団体を予定。応募多数の場合は、実行委員会による選定になります。 

※当日は安全管理を徹底したうえ、人数を限定して観客を入れる予定です。 

  ※千葉県教育会館所在地：千葉市中央区中央 4-13-10 

 

大ホール（新館２階） 
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（４）団体紹介動画撮影会 

・団体紹介ページ掲載用の動画を作るにあたって、サポートを希望する団体のために、撮影会を

開催します。 

・日程：10月 18日（日）、10：00～16：00（時間帯は打ち合わせの上決定） 

・会場：千葉市民活動支援センター会議室 

・機材等は用意しますので、団体では事前に台本や資料を用意して来館してください。 

・団体の方が行う「紹介」を、専任スタッフが撮影します。 

・撮影した動画を団体紹介ページへアップするまでを支援します。 

・参加は最大で 5団体程度を予定。応募多数の場合は、実行委員会による選定となります。 

 

（５）専門業者による現地取材 

・森や田んぼ、海岸、団体の施設内など、従来のフェスタ会場では紹介が困難だった「団体が実

際に活動する場所」に、専門業者が取材に出向いて動画を制作し、団体紹介ページにアップし

ます。 

・機材などの用意は必要ありませんが、出演し説明するのは団体の方です。 

・最大で 3団体を予定していますが、応募多数の場合は、実行委員会による選定になります。 

※日時や場所は業者と団体の打合せにより決定します。 

 

（６）現場中継 

・11月 15日（日）、インターネット放送局の公開放送実施中に、きぼーるアトリウムと、団体の

活動現場とを中継で繋ぎます。 

・Zoom等を利用して接続する予定ですが、実行委員やスタッフは現地に出向きませんので、団体

の方で対応してください。 

・説明も団体の方にお願いしますので時間への配慮等もよろしくお願いします。 

・最大で 3団体を予定。応募多数の場合は、実行委員会による選定になります。 
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６．参加申込について 

【 募 集 要 項 】 

 

■参加資格 

千葉市民活動支援センター登録団体、もしくはこれから登録予定の団体。 

（登録方法や詳しい要件については、お問い合わせください） 

参加希望団体は、千葉市民活動フェスタ 2020説明会への出席または動画の視聴が必須です。 

 

■参加申込み方法 

下記注意事項を必ずお読みいただき、ご了承の上でお申し込みください。 

別紙「千葉市民活動フェスタ 2020 参加申込書」に必要事項を記入の上、メール、Fax、郵送いただくか、

直接千葉市民活動支援センター窓口にご持参ください。 

※「参加の手引き」は、以下のホームページからもダウンロードできます。 

https://chiba-npo.net/ 

→注目トピックスの「【フェスタ】千葉市民活動フェスタ 2020参加の手引き」をクリック 

 

■募集締め切り 

 10月 4日（日）17時必着 

 

 

◇参加申し込みにあたっての注意事項 

１．全体的な注意点 

・今年度の千葉市民活動フェスタは、例年と違うオンライン上でのイベントです。内容等をご理

解の上、ご参加申込みください。 

・「千葉市民活動フェスタ 2020説明会」に団体より 1名以上の方が必ず参加してください。 

・各種プログラムへの参加申込をいただいても希望に添えない場合があります。ご了承ください。 

２．参加内容（掲載原稿・動画・配架資料の内容）について 

・参加内容（掲載原稿や動画、配架資料、公開収録ステージ等の内容）は、団体の活動内容や活

動目的を紹介するものに限定します。 

・使用する写真や資料は、著作権・所有権・肖像権などの確認を必ず行ってください。 

・特定の団体や個人に対する批判や誹謗中傷等が含まれる内容は、固く禁止します。また他者の

名前（個人名や団体名）を出すことも禁止します。 

 

○お申し込み・問合せ先 

千葉市民活動支援センター（千葉市民活動フェスタ 2020実行委員会事務局） 

〔担当：原田、佐藤、山本、樫浦〕 

〒260-0013 千葉市中央区中央 2-5-1 千葉中央ツインビル 2号館 9階 

TEL：043-227-3081 FAX：043-227-3082 E-mail：info@chiba-npo.net 

 

mailto:info@chiba-npo.net

