
令和４年度 ふじさんエコトピア利用者（団体）意見交換会（第８回） 

およびふじエコ・フェスタ打ち合わせ会（第１回）開催について 

 

令和４年５月 18 日（水）13：30～ 

場所：ふじさんエコトピア 修理再生室 

 

議 事 次 第 

１．開会  

 

２．議事 

① ふじさんエコトピアよりご報告 

② ふじさんエコトピア利用者（団体）近況報告 

③ 意見交換 

④ その他 

 

３．閉会 

 

終了後） 

ふじエコ・フェスタ打ち合わせ会（第１回） 

 

次回、意見交換会は 7/20（水）13：30～修理再生室にて開催を予定しています。 

 

問い合わせ ふじさんエコトピア（事務局） 

℡：0545-30-6166 fax：0545-30-8756 mail：fujishi.head@cleankobo.co.jp 
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ふじさんエコトピア利用者(団体)意見交換会 

～環境に関心を持ち、実践する市民の育成を目指して～ 

趣旨 

富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟は「環境に関心を持ち、実践する市民の育成」を目的としてお

り、市民が主役となり運営されることを目指し、施設の整備と運営において、市民・運営委託企業・富士

市の協働で事業を推進する計画としています。 

ふじさんエコトピア利用者(団体)意見交換会は、参加したメンバー各々が得意とする分野の知恵を活か

しながら、環境学習施設の整備、運営に関する課題の解決や理想の未来像について考え、参加者同士がフ

ラットな立場で、前向きに話し合う場です。 

この会議は、大型イベント、共催イベントを含む次年度事業検討や意見交換、情報交換や連携、活動内容

による声掛け等を行うために原則奇数月第３水曜日に開催する市民の皆さんの思いやアイデアを形にし

ていく話し合いの場です。 

この会議は、開かれた会とし個人・団体の参加を妨げません。 

この会議に、参加を希望しない場合も、運営委託企業の責任の下、公平平等に扱います。  
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活動内容 

取組Ⅰ 新たな課題等への連携・協働 

新たな課題が発生した場合、情報を提供し、アイデアや意見を募り、連携・協働して形にしていきます。 

 

取組Ⅱ 大型イベント、共催イベントを含む次年度事業の検討 

大型イベント、共催イベントを含む次年度事業検討や意見交換、情報交換や連携、活動内容による声掛け

等を行うために原則奇数月第３水曜日に開催します。 

 

取組Ⅲ 実態把握・情報共有 

エコトピア主催・共催・自主グループ主催に係らず開催したイベント等において、できる限りアンケート

集計を行い、実態の把握に努めるとともに、把握した実態について情報の共有を図ります。 

 

取組Ⅳ ウェブページへの掲載 

当会議の議事禄の掲載をホームページ上で行い、連携・協働のプロセスを発信します。 
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各種講座等の実施状況（指定管理者共催）

計画
（Ａ）

実績
（Ｂ）

達成率
（Ｂ／Ａ）

11：00～12：30 ビオトープ観察会 富士自然観察の会 20 6 30% 100%

10：00～15：00 着物リメイク 着物リメイククラブ 12 9 75% 91%

10：00～15：00 裂き織り（金曜コース） ふじ裂き織りクラブ 15 8 53% 100%

10：00～15：00 裂き織り（火曜コース） ふじ裂き織りクラブ 15 11 73% 90%

10：00～12：00 森のひろば 妊娠・子育てネットワークふじ 20 18 90% 96%

10：00～15：00 裂き織り（金曜コース） ふじ裂き織りクラブ 15 11 73% 90%

10：00～15：00 着物リメイク 着物リメイククラブ 12 12 100% 87%

実施団体
参加者数

備考時間

3月11日

3月12日

実施日
参加者

の
満足度

3月2日

3月3日

3月8日

3月9日

3月4日

事業名
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入場は入れ替え制
10：30～14：30

Fuji リユース・ミニ
・エコマーケット

HappyはぐHeart - 192 - 85%

10：00～15：00 着物リメイク 着物リメイククラブ 12 8 67% 85%

13：00～15：00
もっと知りたい「紙のまちFuji」

その１
まちづくりプロジェクト
See-through

12 14 117% 88%

13：00～15：00
もっと知りたい「紙のまちFuji」

その２
ずこうラボM

＆紙っと！プロジェクト
12 6 50% 100%

10：00～15：00 着物リメイク 着物リメイククラブ 12 11 92% 92%

10：00～15：00 裂き織り（火曜コース） ふじ裂き織りクラブ 15 15 100% 100%

11：00～12：30 ビオトープ　観察会 富士自然観察の会 20 14 70% 95%

3月26日

3月29日

4月2日

3月15日

3月19日

3月19日

3月17日

5



10：00～15：00
卓上機で裂き織り体験

(金曜コース)
ふじ裂き織りクラブ 15 6 40% 80%

10：00～15：00 着物リメイク(土曜コース) 着物リメイククラブ 15 15 100% 89%

13：00～16:00 おもちゃ病院 ふじ山子どもおもちゃ病院 ー 33 ー 83% 定員なし

10：00～15：00
卓上機で裂き織り体験

(火曜コース)
ふじ裂き織りクラブ 15 12 80% 100%

10：00～15：00 着物リメイク(木曜コース) 着物リメイククラブ 15 12 80% 80%

10：00～15：00
卓上機で裂き織り体験

(金曜コース)
ふじ裂き織りクラブ 15 13 87% 80%

10：00～15：00 着物リメイク(土曜コース) 着物リメイククラブ 15 14 93% 92%4月23日

4月12日

4月14日

4月22日

4月8日

4月9日

4月10日
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10：00～15：00
卓上機で裂き織り体験

(火曜コース)
ふじ裂き織りクラブ 15 12 80% 87%

10：00～1２：00 森のひろば
NPO法人

妊娠・子育てネットふじ 20 11 55% 92% 　

10：00～15：00 着物リメイク（木曜コース） ふじ裂き織りクラブ 15 12 80% 83%

10：00～12：00 季節の折り紙 紙っと！プロジェクト 15 13 87% 97%

貸館事業

13：00～15：00 おもちゃ病院 ふじ山子どもおもちゃ病院3月13日

時間 実施団体 利用人数 備考

33

実施日 事業名

4月28日

4月29日

4月26日

4月27日
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アンケート結果

ふじさんエコトピア

【ビオトープ観察会】
◎ヤゴの大きいのを見ました。特別な道を歩けて楽しかったです。

◎発見が沢山あり、資料の子どもが楽しめる工夫（ビンゴ）がありがたかったです。休日開催だと、もっとうれしいです。

◎自然は凄いと思いました。

◎いつもは見過ごしてしまうような植物に気づけて楽しかったです。小澤先生のお話はとても親しみがあり、楽しかったです。

◎楽しかったです。

◎親しみやすい話で気持ちもなごませて頂きました。

◎季節ごとの変化があって楽しいです。⒑年後、20年後を見てみたいと思いました。

◎きゅうり草など普段見分けがつかない草がわかった。

◎初めてビオトープを歩けて楽しかった。

◎楽しかったので、また来たい。

◎ヤゴをみつけたり楽しかった。色々と知れて良かった。
◎子どもが生き生きしているのを見れた。本などを使い今後にもつなげたい。
【森のひろば】

◎息子がおままごとが好きなことを初めて知った。スタッフのみなさんが優しく話しかけてくれて自分も癒された。

◎子どもがこんな風に遊べるのだと発見がありました。

◎ギターが心地良かったです。

◎スタッフの方に子どもの行動の気づきなどを教えてもらって、私も気づかない行動を知れて新たな発見があった。

◎講師の方がとても優しく良かったです。

◎落ち着いた環境で、ぬくもりがあるおもちゃで子どもが穏やかに遊べていた。

　集中して遊べて良かった。

◎のびのび遊ばせることが出来ました。

【Fuji　リユース・ミニ・ｴｺﾏｰｹｯﾄ】

◎思ったより小規模だった。自分も持ち込みをすればよかった。

◎声掛けも良かったです。

◎洋服があって助かりました。

◎とても見やすくて良かったです。

◎無料で頂けるのが、大変助かります。

◎みなさんニコニコしていてとても良かったです。

◎無料で洋服をもらえて助かりました。

◎捨てるのはもったいないので、次に使ってもらえてうれしい。

◎対応良かったです。ご苦労様です。

◎早い時間に来なければやはり、・・・。スタッフの皆様、ご苦労様です。

◎前回も参加させてもらって　いつも楽しみです。スタッフの皆さんの対応が良かったです！

◎服がもらえて助かりました。

◎服をたくさん片づけることができた。

◎いつも利用させてもらっていて助かってます。

◎いらなくなったものをまた再利用してもらう。ステキな企画です。

◎こういうイベントがあるのをはじめて知った。

◎子ども服はすぐサイズアウトするので、リユースを頂けるだけで非常にありがたいです。

◎スタッフの方が良かったです。色々頂いてありがとうございます。

◎全体的に良かったと思います。ありがとうございます。

◎スタッフさんは素晴らしかったです。規模が小さくなって少し淋しかったです。

◎また来たいです。

◎子ども用品（服など）が多くあると助かるので、今日のような企画は大変助かります。

◎スタッフの対応が良かった。

◎不用品をリサイクルできて良かった。

◎子ども服助かりました。

◎同じ内容で頻繁にあったらうれしいです。

◎一番上の子はお下がりがもらえないので、少しでも頂けてうれしいです。

　前回も来たのですが、平日はとても空いていて見やすいです。
◎無料のイベントということでありがたかった。子どもにもやさしくしてもらえて、ありがたかったです。

◎はじめて利用しました。春物をゲットできて助かりました。

◎声掛けしてくださり、スタッフの方が温かかった。

◎いいものが見つかって良かったです。

◎スタッフさんの対応が良かったです。

◎スタッフの方がとても親切でした♡

◎本が大人気でした。
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◎着れなくなった服を人にあげられると捨てるよりも気が楽になりました。たくさん人が来ていてよかったと思います。

◎品物が見やすくてよかった。

◎本がたくさん手に入りました。

◎スムーズで良かったです。

◎とても見やすくて良かったです。良いイベントだと思う。

◎最近赤ちゃんが生まれたので、とても助かりました。こうした機会を作って頂きありがとうございました。

◎子育て用品をお譲りいただけてとてもありがたいです。スタッフの皆様にも感謝いたします。
◎とてもいいイベントだと思いました。

◎こんなイベントがあると知らなくて、無料でもらえるなんて驚いた。

◎絵本などとてもうれしいです。

◎必要なものを入手できた。

◎大変良かったです。好きなので。

◎会場の窓を開けられれば、もう少し人を入れてもいいのかな・・・。

◎スタッフの対応が良かった。
【裂き織り講座】

◎親切で楽しいです。

◎楽しく織れました。色を変えてまた織ってみたいです。

◎織りあがったものが元の布によって色々な表情になるので楽しみです。
◎皆様の作品が参考になり、次の作品を思い描けるので楽しいです。

◎スタッフさんが親切でした。

◎次々と新しい方法が学べてとても楽しいです。

◎講師の先生が優しく何回も聞けるので気が楽です。

◎スタッフの対応が良かったです。

◎続けてやってみたい。

◎丁寧に教えて頂きました。
【着物リメイク講座】

◎新たな発見があった。

◎楽しく1日過ごすことが出来ました。

◎いつもありがとうございます。

◎楽しいです。

◎一人ひとり丁寧で優しい対応で楽しいです。

◎スタッフの対応がとても楽しかったです。

◎毎回ワクワクしながら参加してます。

◎毎回楽しく1日過ごしています。

◎ありがとうございました。

◎楽しく過ごすことが出来ました。

◎昔やっていて、今になって思い出します。

◎スタッフさんが良かった。

◎9回講座に参加させて頂きました。作品も3枚仕上がり、さっそく来ております。

　私は今回で終わりですが、楽しい時間を過ごさせて頂きました。ありがとうございました。

◎皆様でやると自分も頑張ろうと思います。

◎新しいのが出来上がりそうです。楽しみ‼

◎みんなで同じ物を作る楽しさ。

◎分からないところを知る楽しさが。

◎姿見の鏡が欲しい。

◎慌てずゆっくりやりたい。

◎満足している。

◎新たな発見があった。

◎とても良い。

◎初めてで難しかったけれど、楽しかった。
◎最初から着る物を作れるとは思っていませんでした。

◎続けて作品を仕上げたい。

◎鏡があるといい。

◎新たな発見があった。

◎とても良かったです。

◎初めての参加ですべてが発見です。

◎時間との都合があえば嬉しい。

◎すごく難しい内容ではないので、なんとかついていけそうです。

◎４作目楽しいです。
◎先生の指導が大変良かったです。

◎講座の備品が充実している。
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◎スタッフの対応が良かった。

◎新しいものができて楽しいです。先生も親切で助かります。

◎先生のご指導が丁寧で分かりやすかったです。

◎今回は新しいリメイクに臨み、知らない事を１つ学んだので良かったです。

◎体調が良ければ、参加したいです。

【もっと知りたい「紙のまちFuji」その１】

◎様々な意見が開けて参考になりました。

◎話題が豊富で大変参考になりました。

◎一人ひとりの思いが、熱かった。

◎楽しかった。

◎みなさんの意見や思いが聞け、これから（今後）が楽しみになりました。

◎新たな発見があった

◎まず“紙ing”のキャッチコピー(?)がすばらしい。トイレットペーパーで有名な富士市だと思っていたが、色々な紙製品が

　あった事にビックリ。展示コーナーを作って頂けたら嬉しい。

◎江尾駅のリノベーションという未来に向かって夢のある内容で良かった

◎新たな発見があった。

【もっと知りたい「紙のまちFuji」その２】
◎紙でいろいろできることがわかりました。ぜひ、家でもやってみたいです。

◎たくさん材料があって楽しかった。

◎作るのにハマってとても楽しかった。

◎簡単すぎでもなく、むずかしすぎでもなくよかった。

【トレジャーボックス作り】

◎子どもの発見がすばらしい。（自分で考えて作るのがすばらしい）

◎楽しかったです‼自分の芸術のセンスのなさに絶望しました(笑)

◎段ボールでこんなにステキなBOXができるのがわかってうれしい(笑)

　小さいタイプの見本も見せてもらえて良かった。楽しかったです。ありがとうございました。

◎身近なものを使ってこんなに楽しく過ごせるのが驚きでした。

◎わかりやすく作れた。身近な材料で簡単に作ることができた。

◎ものを作る時間が楽しかった。講師の雰囲気があたたかくてとても良い。

◎楽しんで作品を作ることができました。また、思っていたより簡単に作ることが出来たので良かったです。

◎同じものを作ってもひとり1人の作風が違うことがとても面白かった。

　和やかな雰囲気ながらも集中して講座に取り組めて良かった。

【おもちゃ病院】

◎必要があればまた参加します。

◎スタッフの対応が良い。

◎新たな場所を知ることができました。

◎対応が良い。

◎とても素晴らしいと思いました。

◎直るとは思わなかった。
【季節の折り紙】

◎親子でとても楽しめました。ありがとございました。

◎ご親切に教えて頂き、分かりやすかったです。

◎子どもが楽しく参加できました。ありがとございました。

◎子どもたちが集中して参加しており、とても良かったです。

◎とても楽しい時間になりました。ありがとございました‼‼
◎楽しかったです。作品を持って帰れてうれしい。

◎楽しかったです。子どもと遊ぶことが出来て良かったです。
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題名

開催時間（あれば）

内容

参加費

会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他 会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他

台 脚 台 台 脚 台

電源

出店希望場所

活動紹介の

ための販売
販売物 価格

題名

開催時間（あれば）

内容

参加費

会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他 会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他

台 脚 台 台 脚 台

電源

出店希望場所

活動紹介の

ための販売
販売物 価格

題名

開催時間（あれば）

内容

参加費

会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他 会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他

台 脚 台 2台 脚 台

電源

出店希望場所

活動紹介の

ための販売
販売物 価格

題名

開催時間（あれば）

内容

参加費

会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他 会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他

台 脚 台 1台 2脚 1台

電源

出店希望場所

活動紹介の

ための販売
販売物 価格

4
NPO法人妊娠・子育てネッ

トふじ

私たちは富士市が子育てし

やすい街になるような働き

かけをしている団体です。

木のおもちゃを通じた遊び

や語りの場「森のひろ

ば」・使わなくなった木の

おもちゃの寄付を募り活用

する「リユースウッドト

イ」をエコトピアで行う他

に、子育て支援ネットワー

ク事業や菜桜助産所で産前

産後支援「ママのおうち」

等を展開中です。

①　　　：　　　～　②　　　：　　　～　③　　　：　　　～

森のひろば紹介/リユースウッドトイ受付/リユースウッドトイ寄贈品紹介

有料（　　　）円 　・　 無料

備品

要　・　不要 要　・　不要

屋内　・　屋外 屋内　・　屋外

3 ずこうラボМ

アートで笑顔を作る活動や

教室を富士富士宮を中心に

行っています。作る楽しさ

を感じ、誰もがわくわくで

きるような作品作りを目指

しています。「身近な材料

は宝物」をテーマに、段

ボールやトイレットペー

パーの芯などを使ったアイ

デアリサイクル工作を提案

しています。アイデアは無

限大！講座やイベントでた

くさんの笑顔に出会えるこ

とを楽しみに活動していま

す。

段ボールで秋色リース作り

①　　　：　　　～　②　　　：　　　～　③　　　：　　　～

段ボールの端切れを使ってリースを作成したり、身近な材料や実や葉など

で装飾したりして、自由に秋色リースを作る。
段ボールやと廃材を使った宝箱やリースなどのリサイクル工作の展示

有料（500）円 　・　 無料

備品

要　・　不要 要　・　不要

屋内　・　屋外 屋内　・　屋外

要　・　不要

屋内　・　屋外 屋内　・　屋外

2
まちづくりプロジェクト

See-through

「日本一美しいまち富士

市」を目指して、市民一人

ひとりが楽しくゴミ拾いや

ゴミを捨てないココロを育

むために「チームちょこ美

PLUS」活動を進めていま

す。

①　　　：　　　～　②　　　：　　　～　③　　　：　　　～

活動の様子をパネルで紹介。

できれば、映像で流せればより皆さんに伝わる。

有料（　　　）円　 ・ 　無料

備品

要　・　不要

体験ワークショップ

紙っと！プロジェクト1

実施可能プログラム
紹介文

紙のまち富士で、紙の大切

さや環境について学ぶ機会

を一緒につくりませんか？

不要なカタログ雑誌や広告

チラシなどを切り抜き自由

に組み合わせたコラージュ

制作、再生紙から作られる

特産の紙バンド、端材や段

ボールを使っての作品作

り、折り紙なども交えて、

子どもも大人も楽しめる

ワークショップの開催、展

示をしています。

備品

要　・　不要

屋内　・　屋外

①　　　：　　　～　②　　　：　　　～　③　　　：　　　～

要　・　不要

屋内　・　屋外

展示（活動紹介等）

折り紙班参加希望あり／壁側を使って昨年度の文化プログラムの材料

（ペットボトル＆端材）、講座や展示様子のパネル展示スペースが使えず

保留の作家いらはらさんの作品を展示？

（仮）ペットボトル✕紙ひもを使ってオブジェを作ろう！

ペットボトルと紙バンドの製造過程でる紙ひもの端材を使ってオブジェ

（フラワーベース）を作る。

＊又は、ずこうラボMさんとのコラボではがきコラージュ？

有料（　　　）円　 ・　 無料

NO. 団体名
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題名

開催時間（あれば）

内容

参加費

会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他 会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他

台 10脚 2台 ホワイトボード２ ３台 10脚 2台

Wi-Fi（ﾎﾟｹｯﾄ）１

大型テレビ１

DVD再生デッキ１

会議机ハーフ１

ホワイトボード２

電源

出店希望場所

活動紹介の

ための販売
販売物 価格

題名

開催時間（あれば）

内容

参加費

会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他 会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他

2台 4脚 台 台 脚 台

電源

出店希望場所

活動紹介の

ための販売
販売物 価格

題名

開催時間（あれば）

内容

参加費

会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他 会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他

台 脚 台 １台 脚 台

電源

出店希望場所

活動紹介の

ための販売
販売物 価格

題名

開催時間（あれば）

内容

参加費

会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他 会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他

1台 脚 台

ブルーシート

バケツ20個

EMぼかし

台 脚 台

電源

出店希望場所

活動紹介の

ための販売
販売物 価格

題名

開催時間（あれば）

内容

参加費

会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他 会議机 椅子 展示パネル（165×80㎝） その他

2台 脚 台 台 脚 台

電源

出店希望場所

活動紹介の

ための販売
販売物 価格

9
ＮPO 法人

富士市のごみを考える会

富士市環境アドバイザーと

して、小学校・まちづくり

センター・ふじさんエコト

ピアなどで、環境紙芝居、

３Ｒ、ごみ減量、食品ロ

ス、地球温暖化、命を大切

にするくらしについてなど

様々な学びを、立案・企画

してみんなで一緒に楽しく

実践しています。

①　　　：　　　～　②　　　：　　　～　③　　　：　　　～

その他の紙をトイレットペーパーとの交換

有料（　　　）円 　・　 無料

備品

要　・　不要 要　・　不要

屋内　・　屋外 屋内　・　屋外

屋内　・　屋外 屋内　・　屋外

8
ＮPO 法人

富士市のごみを考える会

富士市環境アドバイザーと

して、小学校・まちづくり

センター・ふじさんエコト

ピアなどで、環境紙芝居、

３Ｒ、ごみ減量、食品ロ

ス、地球温暖化、命を大切

にするくらしについてなど

様々な学びを、立案・企画

してみんなで一緒に楽しく

実践しています。

EMぼかしで生ごみ減量

①10：00～　②13：00～　③　　　：　　　～

7 着物リメイククラブ

あまり使われなくなった着

物、親や祖父母の使った着

物を新たに作り変えるのが

着物リメイクです。昔の着

物ですが、ステキな色、

柄、肌触りの良いものを洋

服やバッグ、小物に作り替

えるととても素敵なものに

代わり新たな価値が生まれ

ます。何にしようかと考え

るのも楽しみです。

屋内　・　屋外 屋内　・　屋外

廃棄物対策課支給のぼかし用ポリバケツを使いEMぼかしの使用方法をデモ

ンストレーションします。

有料（　　　）円 　・　 無料

備品

要　・　不要 要　・　不要

着物リメイク作品の展示

有料（　　　）円 　・　 無料

備品

要　・　不要 要　・　不要

①　　　：　　　～　②　　　：　　　～　③　　　：　　　～

要　・　不要 要　・　不要

屋内　・　屋外 屋内　・　屋外

屋内（食材再生室）　・　屋外 屋内（食材再生室）　・　屋外

6 ふじ裂き織りクラブ

家庭で不要になった洋服や

着物、シーツなどを裂いて

横糸にし卓上織り機で敷物

などを織る体験講座です。

捨てたらゴミになる布が裂

き織りで世界に一つだけの

布によみがえります。

裂き織り体験コースター

①　　　：　　　～　②　　　：　　　～　③　　　：　　　～

事前に裂いてある布を使ってコースターを織る

有料（100）円 　・　 無料

備品

5 HappyはぐHeart

地域で子育て仲間、応援者

を増やす、つながることを

目指し「遊び×食育×生活

(環境)」をテーマにした企

画を運営。エコトピアで

は、主に子育て世代を対象

としたリユース・エコマー

ケット（子ども⾐類・用品

の交換会）の開催や環境啓

発パネル掲示（３R）、エ

コ料理と食育（フードロス

削減）の提案等を行ってい

ま

す。

日常で出来るSDGsと３Rアクションとは？

10：00～14：30（クイズ・工作）

　11：00～、13：30～（エコ料理デモ・試食会）

食品ロスクイズ

エコ料理試食

エコ工作など

フードロス削減・エコクイズ

３R・SDGs

有料（100）円、市から寄付があれば 無料

備品

要　・　不要 要　・　不要
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自由意見

【紙っと！プロジェクト】

【ワークショップ（修理再生室）のやり方について】　やり方により内容や準備がかわる（気軽さは必要）

（1）時間ごとにプログラムを組むのか（3部屋に区切り午前/午後→申し込み？）

（2）来た人が好きなやりたいワークショップに参加するのか（ブース別に自由参加）

＊主催者側でやり方の基本は決めても良いと思う（エコトピアオープンイベント参考別紙）

【展示について】

＊人気のある裂き織、着物リメイク他、参加者の作品展示をしてほしい（無理であれば違う時期でも）

＊内容に応じてその日だけでなく、エコフェスタWEEK、エコフェスタ月間と称して継続展示を望む

【その他】＊紙のプールとか出来れば楽しい？

／＊講座以外の一般募集のエコ作品の展示

【ずこうラボМ】

・いろいろな世代の方が楽しめる内容の展示やワークショップがあるといいです。

・他の団体との交流ができる場や企画があるとうれしいです。

【HappyはぐHeart】

食材再生室の利用で、オープニングと同様で多くに方にSDGsと３Rを知ってもらうブース展開。

SDGsの動画再生をしたいのでPCを持込ネットを繋げたい。可能であればＷi-FiかLANケーブル使用。

学生ボランティア、ママスタッフと共に、前日・当日準備を行う。

又は、展示スペースが空いていればリユース・ミニ・エコマーケットの開催にするか検討中。

（この場合はフードロス・３R掲示は行う方向だが、デモ・試食・クイズは予算やスタッフの状況次第）

【NPO法人　富士市のごみを考える会】

＊床を汚さないためのシートが必要です。

＊バケツ・EMぼかし（ふじひろみ　＠100）　午前10個/午後10個

【NPO法人　富士市のごみを考える会】

＊持ち込んでくださるその他の紙は通常の出し方で

　　・紙袋に入れる

　　・紙ひもで縛る

　　・富士市資源ごみ用の袋を使用

　　・段ボールなどは種類ごとに束ねる
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