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１．千葉市民活動フェスタ２０２１について  

 

千葉市民活動フェスタ２０２1 

100の思いを千の未来へ 

もっとつながるオンライン 

※昨年と同様の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 2021」。 

社会の状況をふまえて、今年もオンライン中心に展開します。 

特設ウェブサイトでは、参加団体の最新情報などを発信。 

きぼーるアトリウムを利用しての、資料の配架も実施します。 

1 日限りのインターネット放送局では、 

市民活動に関するさまざまな番組の配信をします。 

フェスタ 2021 へ是非ご参加ください！ 

 

■千葉市民活動フェスタ 2021の特徴■ 
 

★対面での展示や体験、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。 

★特設ウェブサイトに、団体のホームページのアドレスを掲載することができます。

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、参加団体の資料配架コーナーを設けます。 

★1 日だけのインターネット放送局を設け、市民活動に関する、

さまざまな企画の番組の配信を行います。 

 

 

 

＊新型コロナウイルス感染症の状況により、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。あらかじめご了承下さい。 
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２．参加団体説明会  

 

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。オンライン方

式で行いますが、対面方式での出席も可能です。ただし、人数制限があります。また後日、説明会

の録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、または後日公開の録画を視聴して参加方法等をご確認ください。 

なお、説明会に出席を希望する場合、オンライン、対面どちらも事前に申込みが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【申込み方法・注意事項】 

1．オンライン出席希望の団体 《申込締切：9月 17日（金）12時》 

・必ずメールにてお申込みください。オンライン（Zoom ミーテング）へ出席のための“招待メ

ール”を事前にお送りします。締切厳守でお申込みください。 

・「参加団体説明会にオンライン出席希望」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」お知らせください。不明点や質問などがありましたら併せてお知らせくだ

さい。*複数人で出席希望の場合、それぞれのアカウントからお申込いただき個別に出席する

方法も可能です。（その場合、①の団体名は正確に記載をお願いします。） 

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

かご確認してください。 

 

2．対面方式での出席を希望の団体 《申込締切：9月 17日（金）12時》 

・「参加団体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。不明点や質問などがありましたら併せてご連絡下さ

い。対面方式の説明会は 1 団体１名でのご出席でお願いします。 

・定員は 10 名（10 団体）。お申込み先着順とさせていただきます。 

【参加団体説明会の録画の公開日について】 

説明会の録画は、千葉市民活動支援センターホームページに 9 月 21 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 2021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 

☆「参加団体説明会」開催概要☆ 

・日時：2021年 9月 19日（日）１５:００～１６:００ 

・会場：オンライン（「Zoomミーティング」を利用） 

対面：千葉市民活動支援センター会議室 

（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） 

・定員：オンライン＝８０名、対面＝１０名（先着順） 

※どちらに出席の団体も、必ず 9月 17日までにお申込みください。 

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 2021 

 

■テ ー マ：［メインテーマ］100の思いを千の未来へ［サブテーマ］もっとつながるオンライン 

 

■開催期間：令和 3年 11月 7日(日)～令和 3年 12月 5日(日) 

 

■実施内容： 

（１）特設ウェブサイトによる情報発信 〔※オンライン〕 

公開期間：令和 3年 11月 7日(日)～令和 3年 12月 5日(日) 

公開場所：特設ウェブサイト 

URL https://chiba-npo.net/festa2021/ 

「千葉市民活動フェスタ 2021」という特設ウェブサイトを開設し、団体紹介ページ（動画によ

る団体の PRを含む）、インターネット放送局などのコンテンツにより、市民公益活動に関する

様々な情報を発信する。 

 

（２）団体紹介動画収録会 〔※対面企画・関係者のみ観覧〕 

開 催 日：令和 3年 Ａ:10月 31日(日)・Ｂ:11月 6日(土) 

開催場所：A＝千葉市民活動支援センター会議室・B＝千葉市文化センタースタジオ１ 

活動紹介用の動画作成を希望する団体に撮影収録会を実施する。昨年の団体紹介動画撮影会と

公開収録ステージを併せ持った内容で、自分たちで動画制作が困難な方が対象。（発表会では

なく活動の様子などを紹介するための動画収録会。）動画撮影と編集は専門業者に委託。 

 

（３）資料の配架 〔※対面企画・一般来場者あり〕 

開 催 日：令和 3年 11月 20日(土)～21日(日) 

開催場所：きぼーるアトリウム 

きぼーるアトリウムに、資料配布コーナーを設置。テーブル等を並べ、各団体発行のパンフレ

ットやチラシ等を配置し、自由に持ち帰ってもらう。 

 

（４）インターネット放送局 〔※対面企画・会場では関係者のみ観覧〕 

開 催 日：令和 3年 11月 21日（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（実行委員会企画や市民活動に関する番組等の配信）を行う。 
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10月 17日（日）まで 

団体紹介動画収録会の選定結果連絡 

9月 2日（木）「参加の手引き」の公表 

9月 19日（日）「参加団体説明会」開催 

・オンラインおよび対面の複合開催 

・9月 21日（火）説明会録画を公開 

9月 19日（日）参加団体募集開始 
－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

10月 10 日（日）参加団体募集締切 

説明会終了後より受付 
参加団体募集の締切は、

厳守ください。 

10月 31日（日）団体紹介動画収録会 A 
  （千葉市民活動支援センター会議室） 

※選定された団体のみが対象 

11月 13日（土）配架資料の提出期限 

※申込み団体のみが対象 

11月 6日（土）団体紹介動画収録会 B 
  （千葉市文化センタースタジオ１） 

※選定された団体のみが対象 

10月 24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 

11月 7日（日）～12月 5日（日） 

特設ウェブサイト公開 

https://chiba-npo.net/festa2021/ 

今年度のフェスタも、昨年
同様オンラインがメインと
なります。まずは「参加の
手引き」をご一読ください。 

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 20日（土）・21日（日） 

資料の配架 〔きぼーるアトリウム〕 

※人数制限をして来場者を受け入れ 

参加希望の団体は、必ず「説
明会」に出席ください。で
きるだけオンライン出席に

ご協力ください。 

10月 31日（日）・11月 6日（土） 

団体紹介動画収録会Ａ・Ｂ 

※選定された団体のみが来場 

11月 21日（日） 

インターネット放送局 〔きぼーるアトリウム〕 

※来場できるのは関係者のみ 

約 1ヶ月の開催期間中、
どなたでも特設ウェブサ
イトにアクセスをして、
フェスタを楽しむことが
できます！ 



6 

 

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 

・特設ウェブサイト内に、参加団体の情報を掲載する「団体紹介ページ」のコーナー（コンテン

ツ）を設けます。 

・団体ごとに、活動の紹介や PR文、連絡先、ホームページのアドレスなどの文字原稿の他、活

動の様子の写真の掲載、動画へのリンク（動画ファイルの埋め込み）も可能とします。 

・文字原稿や写真などのデータは、原則としてメールで提出をお願いします。 

※文字原稿のフォーマット（掲載する項目や文字数）、写真の枚数、提出方法などの詳細は、

申込み団体に追ってご連絡します。 

※動画は、各団体のホームページや動画サイトに掲載されていることが前提ですが、新たに撮

影した動画をホームページにアップロードしたい団体に対するサポートも予定しています。 

 

（２）資料の配架 

・11 月 20 日（土）21 日(日）の両日、きぼーるアトリウムにテーブル等を並べ、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。 

・各団体用にテーブルを配置する他に、パンフレット立てや掲示板を設置する予定です。 

※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 

※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）団体紹介動画収録会 

・活動紹介用の動画作成を希望する団体に向けた収録会を実施します。 

・収録会で１団体が使用できる時間は、備品等の搬入搬出時間を含めて 30分です。 

・団体紹介動画を作成することが目的の収録会です。５分以内の動画を推奨します。 

・撮影は専門スタッフが致しますが、出演者やシナリオ等は団体がご用意ください。編集も専門 

スタッフが実施致します。 

・BGM を使用する場合は、オリジナル曲、または既存の曲の場合は自ら演奏・制作した音源のみ

に限ります。著作権・著作隣接権には、十分にご注意ください。 

・団体関係者以外の入室はできません。 

・応募多数の場合は、実行委員会での抽選により選定になります。 

 

団体紹介動画収録会Ａ 

日 程：10月 31日（日）10：00～17：00 

会 場：千葉市民活動支援センター「会議室」（最大収容人数 10人） 

予定数：10団体 

   ※大きな音を出すことは不可です。 

団体紹介動画収録会Ｂ 

日 程：11月 6日（土）9：30～16：30 

会 場：千葉市文化センター「スタジオ１」（最大収容人数 60人） 

予定数：12団体 

   ※千葉市民活動支援センターと同じ建物の６階です。 
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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。 

（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） 

千葉市民活動フェスタ 2021 に参加希望の団体は、参加団体説明会（オンライン中心）への出席または

後日公開される参加団体説明会の録画の視聴が必須です。 

 

■参加お申込み方法 

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「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」および「参加申込書」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/archives/9357/ 

※参加申込書の受付は、説明会終了後より受付開始となります。 

 

■募集締め切り 

 10月 10（日）17時必着 

 

◇参加申込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、昨年同様に（一昨年とは異なります）オンライン上でのイ

ベントです。内容等をご理解の上、参加申込みください。 

・参加を希望する団体は「参加団体説明会」に必ず出席してください。出席が困難な場合、後日

参加説明会の録画を公開いたしますので必ず視聴して内容等確認の上お申込み下さい。 

・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。 

２．参加可能な内容（団体紹介ページ・資料の配架・団体紹介動画収録会）について 

・参加の内容（団体紹介ページ・資料の配架・団体紹介動画収録会）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等は、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 2021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

