
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 13 回） 

 

令和 5 年３月 15 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 来年度大型イベント（ふじエコフェスタ 2023）について 

④ 意見交換 

⑤ その他 

 

３．閉会 

 

 

 

 

 

次回、意見交換会は５/17（水）13：30～展示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）

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 8 53% 96%

13：00～14：00 おもちゃ病院 ふじ山おもちゃ病院 ー 38 ー 97%

10：00～12：00
だるまコンテストに挑戦！

オリジナルだるまを作ろう！
紙っと！プロジェクト 12 10 83% 95%

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 20 12 60% 82%

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 12 80% 85%

10：00～15：00
卓上機で裂き織り体験

（火曜コース）
ふじさん裂き織りクラブ 20 7 35% 90%

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 10 67% 74%1月19日

実施日 時間 事業名 実施団体 備考
参加者数 参加者

の
満足度

1月5日

1月8日

1月9日

1月13日

　

1月14日

1月17日

]
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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 20 11 55% 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 11 73% 84%

10：00～15：00
卓上機で裂き織り体験

（火曜コース）
ふじさん裂き織りクラブ 20 11 55% 90%

11:00～12：30 森林環境創造ゾーン観察会 富士自然観察の会 20 8 40% 93%

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 11 73% 83%

９：00～15：00 リサイクル再生家具販売会 ふじさんエコトピア ー 442 ー 70%
ワクチン会場として展示コー
ナーが利用できない為、修理

再生工房にて実施

10：00～12：00 落ち葉でスタンプTシャツ作り ずこうラボM 15 17 113% 97%

2月4日

2月4日
～12日

2月5日

1月27日

1月28日

1月31日

2月2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 20 9 45% 95%

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 10 67% 87%

10：00～15：00
卓上機で裂き織り体験

（金曜コース）
ふじさん裂き織りクラブ 20 11 55% 90%

13：00～14：00 おもちゃ病院 ふじ山おもちゃ病院 ー 57 ー 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 9 60% 89%

13：30～15：30 冬芽を観察して絵を描こう 書画杜 15 3 20% 100%

10：00～15：00
卓上機で裂き織り体験

（火曜コース）
ふじさん裂き織りクラブ 20 10 50% 91%

2月7日

　

2月16日

2月19日

2月21日

2月12日

2月9日

2月10日

]
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10：00～12：00 森のひろば
NPO法人

妊娠・子育てネットふじ
20 16 80% 100%

※10時：5組10名
   11時：3組６名

10：00～15：00
卓上機で裂き織り体験

（金曜コース）
ふじさん裂き織りクラブ 20 10 50% 100%

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 11 73% 82%

自主事業

9：00～21：00 柚子プレゼント ふじかぐやの湯

9：00～21：00
水風呂冷え冷えイベント

（通常時より－2℃）
ふじかぐやの湯

9：00～21：00
数量限定

フライドポテト20％増量
ふじかぐやの湯

9：00～21：00
高温サウナイベント

（男湯＋５℃）
ふじかぐやの湯

9：00～21：00 低温炭酸泉38度 ふじかぐやの湯

9：00～21：00 Photo booth ふじかぐやの湯

9：00～21：00
jazz music day

（館内BGM変更）
ふじかぐやの湯

9：00～21：00
生ビールの日

（おつまみサービス）
ふじかぐやの湯

9：00～21：00
水風呂冷え冷えイベント

（通常時より－2℃）
ふじかぐやの湯

9：00～21：00
数量限定

フライドポテト20％増量
ふじかぐやの湯

9：00～21：00 Photo booth ふじかぐやの湯

9：00～21：00
jazz music day

（館内BGM変更）
ふじかぐやの湯

9：00～21：00
高温サウナイベント

（男湯＋５℃）
ふじかぐやの湯

9：00～21：00 低温炭酸泉38度 ふじかぐやの湯

11：00～
18：00～

超炭酸泉（泡付きアップ） ふじかぐやの湯

9：00～21：00
富士山の日

（有料休館でスタンプ２倍）
ふじかぐやの湯

9：00～21：00
生ビールの日

（おつまみサービス）
ふじかぐやの湯

2/10・24

2/17

2/5・12・19

2/7・14・
21・28

2/8・22

１/15・29

1/17・24・
31

1/26

2/2・16

2/4・18

1/4・5

1/5・19

1/7・21

1/11・25

1/13

備考

2月22日

2/23

2月24日

実施日 時間 事業名 実施団体

2月25日

2/26
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（４）貸館事業

10：00～15：00 着物リメイク講座 着物リメイククラブ 修理再生室利用

10：00～15：00 着物リメイク講座 着物リメイククラブ 修理再生室利用

10：00～15：00 着物リメイク講座 着物リメイククラブ 修理再生室利用

13：00～17：00 魚料理講座 静岡県給食協会富士支部 食材再生室利用

13：00～17：00 魚料理講座 静岡県給食協会富士支部 食材再生室利用

10：00～14：00 着物リメイク講座 着物リメイククラブ 修理再生室利用

10：00～14：00 着物リメイク講座 着物リメイククラブ 修理再生室利用

10：00～14：00 着物リメイク講座 着物リメイククラブ 修理再生室利用

その他事業（展示制作・更新業務）

端材を再利用した
作品展示

（親子兎Version）
ふじさんエコトピア

端材を再利用した
作品展示

（黒兎Version）
ふじさんエコトピア

（更新）端材を利用した灯篭
作品展示

（干支兎Version）
ふじさんエコトピア

幸せペン講座
作品展示

書画杜

（更新）端材を再利用した
作品展示

（豆まきVersion）
ふじさんエコトピア

（更新）エコレシピ
（2月・3月Version）

ふじさんエコトピア

オリジナルだるま作品展示 紙っと！プロジェクト

2月11日 8

2月18日 5

2月23日 12

1月7日 12

実施期間 事業名 実施団体 備考

1月4日～

2月1日～

2月21日～

1月4日～

1月4日～

1月4日～ 5

2月1日～

2月9日

2月10日

実施日 時間 事業名 実施団体 利用人数 備考

1月12日 11

1月21日 8

12

11
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1月アンケート

《着物リメイク》
・毎回親切にして頂きありがとうございます。
・挨拶がとても良くて満足しています。
・仲間と楽しくできて嬉しいです。
・リメイクで着物が有効に使えて良かったです。
・新しいことを学べると嬉しいです。
・新しいことを学べる喜び
・ますます楽しくなってきた
・ゴミ箱とテーブルを拭くものがあるといい
・不必要な着物地を再利用出来て良かったです。
・新しいことを教えてもらえます。
・顔見知りになっていくことが嬉しいです。

《卓上機で裂き織り体験》
・新しい編み方を教えて頂き、とても勉強になりました。
・1年以上利用していますが毎回新発見であります。
・新しい友人に恵まれています。
・スタッフの方が優しく何でも話してくれます。
・裂き織りのイベントがあったので見に来て楽しかったです。
・親切に教えて下さいました。
・他の方の作品を見ると、とても参考になります。
・色々な方と知り合いになれて嬉しいです。
・アイディアを貰い楽しく活動が出来ました。
・やってみたいと思っていたので参加しました。
・新しい編み方を教えて頂き、とても勉強になりました。
・1年以上利用していますが毎回新発見であります。
・新しい友人に恵まれています。
・スタッフの方が優しく何でも話してくれます。

《だるまコンテストに挑戦！オリジナルだるまを作ろう！》
・お正月と縁起物という組み合わせが良かったです。
・細かい作業だったが楽しかったです。
・スタッフの皆様、お世話になりありがとうございました。
・また機会があれば作りたいです。
・オリジナルな自分好みのダルマが作れました。
・紙を使いダルマが出来、材料の使い方が面白いと思いました。
・楽しかったです。
・素敵なダルマが出来て大満足です。
・ありがとうございました。

・親切に教えて頂き、ありがたいです。

《おもちゃ病院》
・無料で直してもらえたため
・ドクターの対応が素晴らしかったです。ありがとうございました。
・丁寧に対応していただけました。
・修理していただいてありがとうございました。

・スタッフの人たちが親切でした。
・スタッフの対応が良かった。

・おもちゃ病院を知らなかったので直していただけてとても嬉しかったです。こどももずっと楽しみにしていまし
た。ありがとうございました。
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2月アンケート

《卓上機で裂き織り体験》
・新しい技法を教えて頂き、織りの幅が広がりました。
・とても楽しかったです。
・参加している方たちがとてもよくしてくれている。
・様々なアイディアを聞くことが出来る。
・親切丁寧に教えて頂いております。
・今まで知らなかった人たちと楽しい時間を過ごせている。
・毎回新たな発見です。友人の作品が見られる。
・先生、スタッフさんがとても良いです。
・いろいろな作品が見られて楽しい。
・みんなの作品が見て刺激になる。
・色々な人たちと知り合えてよかったです。
・いつも楽しく織りをしています。

《着物リメイク》
・ますます楽しい
・細かいところを教えてもらってよかった
・先生の指導がいいです。
・親しくなった方々と楽しく食事をしたり、できて楽しいです。
・母の着物を活かせて嬉しいです。
・他の習い事との曜日が重ならなければ、ずっと参加したい。
・新しい事を覚えることばかりで楽しいです。
・リメイクが楽しかった。
・新しいことが覚えられてとても楽しいです。
・眠っている和服を活用でき、今まで洋裁に縁がなかったが出来上がるとうれしい。
・着物（和服）をほどき反物に戻すまで時間がかかりおわれてしまう。今後はゆっくりと自宅で作りたい。
・細かいところを教えていただけました。
・ミシンの台数があるといいです。
・テーブル拭きかあるとありがたいです。
・着物もリメイク出来るしお友達とも楽しい。

《おもちゃ病院》
・丁寧な対応をしていただきありがとうございます。
・おもちゃが元通りになってうれしかった。
・説明が丁寧でわかりやすかった。
・おもちゃを大切にしてもらいたいので。

《森のひろば》
・温かい雰囲気でした。
・いつもここで流れる温かい空間が大好きです。
・普段、木のおもちゃで遊ぶ機会があまりないので、いっぱい木に触れることができてよかったです。
・あらためて木のおもちゃの良さを感じました。
・こどもがおもちゃでいっぱい遊べて良かったです。ありがとうございました。

・2回目の参加です。今回もとても楽しかったです。

《ビオトープ観察会》
・丁寧に説明していただき嬉しかったです。
・新しい発見があり嬉しいです。
・モズの早にえが最高です。
・冬芽に色々なバリエーションがあって覚えていきたいです。
・他の場所でも何の木か判断できるようになりたいです。
・教材が素晴らしかったです。

・意外と木のおもちゃは家でも外部でも少ないので、子どもの手に触らせて遊びたいなと思っていたので良かっ
たです。
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・緑さんをはじめスタッフの皆様のそれぞれの知識を惜しみなく話して下さり、楽しかったです。
・わかりやすい資料で実物と同じが感動しました。

《落ち葉でスタンプTシャツ作り》
・とても楽しかった。
・思っていたより簡単にできた。
・楽しかった。
・大人も楽しめました。子どもと自然を学べて良かった。
・いろいろな柄をたくさんうつすのが楽しかった。
・3歳の娘と一緒に参加出来たのが良かった。
・色々な事を考えながらおしゃれな服が作れた。
・みんな面白い絵や発想を使ってかいていた。自分の思った事を絵に出せて面白かった。
・集中して制作出来たので良かったです。
・スタンプが楽しかったです。
・夢中になって体験することが出来ました。大人も楽しめる内容でした。
・クイズもあって楽しかったです。
・作るわくわくが感じられていい体験が出来た。

《冬芽を観察して絵を描こう》
・冬芽のところがとても笑っているように見えた。
・冬芽がとてもかわいかった。絵を描くのが楽しかった。
・冬芽を観察したのは初めてで、絵も興味が出ました。ありがとうございます。

《リサイクル再生家具販売会》
・子どもが進学するタイミングで家具を見に来ました。落札されるといいな。
・良い家具があったのでまた来たいと思います。
・品数がもっとあるとbetter。
・スタッフさんの対応が素晴らしかったです。
・リユース品に興味があります。
・色々なイベントに興味があります。
・探しているものに近い物がありました。
・もっと品数が多いのかと思っていた。
・リサイクル家具良いです。
・家具の数がもう少し欲しいです。
・新たな発見がありました。
・楽しくなるイベントだった。
・もっといろいろな家具があると思っていた。
・初めて来ました。もう少し多くあると思っていました。
・イスが欲しかったのですが思ったものがなくて残念でした。
・代わりにテーブルを入札してみました。
・今回欲しいものはありませんでしたが家具のリサイクルという発想はとてもいいと思います。
・説明が丁寧で良かったです。
・スタッフさんの対応が良かったです。
・スタッフさんが親切だった。
・品数が少なかった。
・思ったより少なかった。
・入札品点数が少なかった。
・クリーンセンターのホームページから情報が見つけにくかった。
・スタッフの対応がよかった。
・優しい雰囲気だった。
・新たな発見があった。
・ずい分と立派な家具がありびっくりしました。
・必要とするものが有ればほしいと思った。
・今回初めての参加です。富士市ラインで知り見に来ましたが品物が手入れされていてリサイクル品（エコ活動）
とは思えませんです。
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・もう少し品数が多ければ楽しいと思うが、また見に来ます。
・入札とは知らなくて驚いた。
・もっとたくさんあると思ってて残念です。
・食器棚を見に来たがサイズがなく残念。
・アイテム数が思ってた以上に少なかったのでもう少し増えるとうれしいです。
・スタッフさんの対応がよかった。
・台所の棚を探しに来た。思っている物と少し違った。（大きさ、巾など）
・値段の表示がないので予想が付かない。
・品数が少ない。
・初めて来ました。きれいでお風呂も行ってみたい。
・出品数がもう少し多くてもよかったと思う。
・スタッフの対応がよかった。
・リサイクル家具がきれいであった。
・品がもっと多いと良い。入札方式で楽しい。
・家具の再生、修理をおこなっていることを知った。
・イベントの趣旨に賛同。
・興味があったイベントだった。
・またぜひ参加したいです。
・すばらしい取り組みだと思います。
・きれいな家具が多くおどろきました。
・リサイクル品とは思えない品質でした。
・短い時間で楽しく終われて良かった。
・スタッフの対応がよかった。
・すごくきれいでびっくりです。
・良いものが多いと思った。
・楽しかった。
・なかなか良い物があった。
・クリーンセンターと学校の交流いいですね。
・エコツリーいいですね。
・もう少しいろいろな商品があるのかなと思った。
・思ったよりこじんまりとしていた。
・リサイクルが好き。
・初めて来場しました。いろいろなイベントがある事を知りましてとても参考になりました。
・イスが欲しかったので。
・もっと数が欲しい。
・回数を増やす。
・再利用できるものはよく考えて見る。
・家具の種類がたくさんあるとよかったです。
・内容点数はもっと多く欲しい。（小物でも良い）
・とても良い企画だと思います。（SDGS）メジャーが置いてあると助かります。
・スタッフの対応よし。
・よい試しみだと思う。
・スタッフの対応がよかった。
・大学で県外に出る友人に勧めたいです。
・物を大切にする取り組みが良いと思います。
・子ども部屋を作るタイミングだったためこの様なイベントは助かります。
・スタッフの対応がやさしかった
・再利用は良い事だと思う
・やれば良いと云うことではない。サービスがない
・家具の種類がいろいろあって見るだけでもよかった
・品数が少ない
・種類が思ったよりあってよかった
・昔懐かしい品もあってよかったです
・初めての事でしたので楽しかったです

・家具の初めて来ました。おふろしか利用しなかったが、いろいろなイベントやっていて楽しいです。また来たい
です。
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・初めて見学させて頂き、大変見ごたえがありました
・スタッフの対応がよかったです
・スタッフの対応はとても良かった
・思ったより自分の欲しい物がありませんでした
・気に入ったリサイクル品があった
・気に入った家具があった
・リサイクルに興味あり
・ムダな物を有効に利用できる事が分かって良かった
・どんなものがリサイクルされてるか興味があった
・アンケートの実施よかった
・前回、テーブルに参加し落札しまして、品質の良いのに満足しました
・説明等して下さる方がいたらいいかなと思いました
・もう少し品数があるかと思いました
・見たことあるものだった
・普通だった
・初めて来ましたがとてもキレイな家具で素敵でした

・今回は希望している物が無かった
・市で家具のリサイクルをしていたなんて初めて知りました
・スタッフの対応が良かった
・どれもていねいにリサイクルしてあった
・係員の対応が良かった
・希望したものがなかった。品数が多くあればよかった
・まだまだ使えるものが再生され、利用される事は大切。
・今回はたまたま希望する物件にめぐり合わなかった
・もう少し多いと良いと思った
・今回はこれといった品が無かった為次回を楽しみにしたい
・車を運転できませんが、バスがあるので今度はご近所の方とバスで来てみたいです。
・近くにとてもステキな場所が出来たのでまた楽しい企画があたら来たいです
・とてもステキな家具でした
・数が少なかった。もう少し欲しいです。
・良い企画だと思います。たびたびあるといいです。
・リサイクル家具ということで見せてもらった。よくリサイクルされてると思った。
・ガラスのテーブルが良かったがとても重くて、引き取りが無理で残念だった。
・まだまだ使える物がゴミになっているんだな～と感じた。今ある家具を大切に使いたいと改めて思いました。
・リサイクル家具の展示販売会は、とてもよいエコプログラムだと思います。
・これから使える物ばかり。再利用すべし。
・お得なものがある
・SDGSに対応した良い試みだと思います。
・欲しいものがみつかるかもしれない
・記載する机を置いてほしい
・今回目当ての物が無かった。
・リサイクル家具展示会、初めて知りました。
・家に無いものがあった。
・もっとたくさん出してほしい
・テーブルを見に来ましたが、数が少なかった。
・思っているほど品数が少なかった。
・落札価格の見当がつかないので、上限いくら？ぐらい、わかれば。
・新しく購入するのも大変ですしとても良かった。
・受付の対応がていねいだった。
・きれいにリサイクルされてるなと思いました。
・きれいな品だった。受付の方の説明がていねいでよかった
・とてもよい取り組みだと思いました。
エコチケット利用者数

1月利用者　10名

2月利用者　53名

・ゴミで出たものがきれいに生まれ変わって又、新たに販売されるというムダにしない考え方が素晴らしいと思っ
た。とてもきれいでびっくりしました。

13



 

令和５年 3 月 15 日 

ふじさんエコトピア利用登録団体の皆さまへ 

ふじエコフェスタ 2023 事務局 
(ふじさんエコトピア) 
事務局長：久保田英聖 

 

エコの輪を広げる楽しいお祭りをいっしょにつくりませんか？ 

 

日ごとに春めいてまいりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。日ごろからふじさんエコトピアをご利

用いただきありがとうございます。 

当館では、令和５年 10 月 22 日（日）に、楽しみながら３Ｒ(※)や自然環境を守ることの大切さを実感できる

お祭り「ふじエコ・フェスタ」を、登録団体の皆さまといっしょに開催したいと考えています。 

団体の活動紹介展示や体験ワークショップなどを通して、来館する市民の皆さまに活動をＰＲするとともに、

団体同士の交流の機会にもしてもらいたいと思います。 

つきましては、貴団体にも、ぜひフェスタにご参加いただきたく、ご案内いたします。「フェスタ」の概要や現

在企画している内容は下記および別紙記載のとおりです。 

(※３Ｒとは、Ｒeduce[リデュース]＝ごみについて見直してごみをださない、Ｒeuse[リユース]＝繰りかえし使う、Ｒ

ecycle[リサイクル]＝再生してもういちど使う、の３つのＲの略) 

 

 

記 

 

タイトル：ふじエコフェスタ 2023  

開催時期： 2022 年 10 月 22 日（日） 10 時～14 時 30 分 

会  場：富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟施設 

主  催：株式会社クリーン工房（事務局：ふじさんエコトピア） 

協力団体：富士市新環境クリーンセンター循環啓発棟利用登録団体、エコや自然環境に関わるイベントを企画で

きる個人や企業 

後  援：富士市役所  

＊企画内容(案）・実施スケジュールについては別紙を参照ください。 

＊参加を希望される団体は、４月 30 日（日）までに別添の参加申込書をご提出ください。  
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現在、こんな内容を企画しています。 

(詳細は参加団体と打ち合わせ会で決めます) 

《ふじさんエコトピア（屋内）》 

メインディスプレイ 
入口にシンボルディスプレイを作成し展示する。 

※ふじさんエコトピアボランティアと協力し制作する。 

ワークショップや活動紹介展示 
ふじさんエコトピア主催のほか参加団体のワークショップや

展示、参加団体同士のコラボでワークショップの開催。 

市民演奏団体によるコンサート かぐやの湯大広間ステージの活用し実施。※入館料が必要。 

スタンプラリーなどの参加者が楽しめ

る仕掛け 

会場内の数か所でスタンプを集めた人に景品贈呈。※景品はエ

コチケットや無料入浴券のほか団体に協力をお願いする。 

《森林環境創造ゾーン・屋外啓発ゾーン（屋外）》 

森林環境創造ゾーン ビオトープ観察会 

屋外啓発ゾーン（屋外） モルック体験会など 

キッチンカー バス駐車場にて飲食物販売 

《富士市新環境クリーンセンター工場棟》 

工場案内 定員制で工場棟の見学会を開催。 

《レストランＦＵＧＡＫＵ》 

お祭り特別メニュー フライドポテト・揚げパスタなど 

 

実施スケジュールは以下のとおりです。 

３～４月中 参加団体募集（協力団体・企業） 

★５月 17 日（水）意見交換会終了後 第 1 回打合せ会（場所：ふじさんエコトピア修理再生室） 

★７月 19 日（水）意見交換会終了後 第２回打合せ会（場所：ふじさんエコトピア修理再生室） 

７月下旬～８月上旬 チラシ初稿提示～校正。 

８月中旬～下旬 

チラシ完成（ニュースレター 9・10 月のイベント情報）。自

治会回覧板、小学校・中学校・公共施設等で配布。報道提供・

広報ふじにも掲載依頼を行う。 

★９月 20 日（水）意見交換会終了後 
第３回打合せ会 ※必要に応じて実施 

チラシ、ポスターの配布。 

★10 月 21 日（土） 10：00～17：00 前日準備 ※時間厳守でお願いします。  

★10 月 22 日（日） 

10：00～14：30 イベント開催 (参加団体は 9：00 集合) 

15：00～17：00 片付け ※時間厳守でお願いします。 

※11 月意見交換会内で反省会を行います。 

 

※ふじエコフェスタ2023 に参加する団体は、★印の日程に可能な限りご参加ください。 
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＊何のために、どんな活動をしているのか150文字以内でご記入ください。

↓参加するものに〇をつけてください(複数可） ↓内容・備品の希望数をご記入ください

＊備品数・出展場所等はご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

■自由記入欄（イベント全体のアイデアやご意見がありましたらご記入ください。）

提出先：ふじエコフェスタ2023事務局（ふじさんエコトピア）　

Eメール：fujishi.kankyo@cleankobo.co.jp　　TEL：0545-30-6166　FAX：0545-30-8756

屋内　　・　屋外

活動紹介の

ための販売
　販　売　物　　　　　　　　　　 価　格 円

展示

(活動・事業紹介

／会員・ボラン

ティア募集)

　展示内容

　備　　　品　 　机　　　台／椅子　　　　脚／展示パネル（165×80cm）　　　台

電　源 要　　・　　不要 出展希望場所

　備　　　品　 　机　　　台／椅子　　　　脚／展示パネル（165×80cm）　　　台

電　源 要　　・　　不要 出展希望場所 屋内　　・　屋外

体験

ワークショップ

　ワークショップの題名

開催時間（あれば） ① ②

　内　　　容

　参　加　費 有料（　　　　　円）　　　　　　　　　　　無料

Eメール

■団体紹介文

＊チラシ等に掲載します。掲載時は編集させていただきます。

■実施可能プログラム（※内容によっては利用団体同士でコラボすることもできます。こんなことをやってみ

たいといった希望でもかまいません。ご提出いただいたご意見は、第１回ふじエコフェスタ2023打ち合わせ会

でイベント内容を検討するために利用します。）

ふじエコフェスタ2023　参加希望表

提出締切：4月30日(日)

団体名

フリガナ

担当者

担当者

連絡先

住所 〒

TEL FAX
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