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１１．．MMIISSHHOOPP WWOORRLLDD 22001188 ににつついいてて

１－１ 第 29回 三鷹国際交流フェスティバル 趣旨 

公益財団法人三鷹国際交流協会では、市民の皆さんが国際交流を楽しみながら、三鷹国際交流協会をより
多くの人に知ってもらうことを目的に、毎年、三鷹国際交流フェスティバルを開催しています。一日で気軽に世界
が感じられるイベントです。 

MISHOP WORLD 2018 テーマ 『 手をつなごう 世界はひとつ 』 

５万人の来場者 Number of visitors 50,000  

１－２ 開催概要 

 日時 2018 年９月 23 日（日）午前10時～午後３時 30分（荒天中止） 

会場 東京都立井の頭恩賜公園西園文化交流広場及び野球場周辺

内容 会場内はワールドバザール、ステージ、キッズゾーン、MISHOP ステーション及びコミュニティゾーンに大
きく分かれ、子どもから大人まで誰もが楽しめる内容です。 
テントショップではさまざまな国の文化や風習を体験できるゲームやアトラクションが、また、大使館や
NPO／NGOなど多くの団体が、多国籍の飲食物や民芸品の販売などを行います。さらにメインステー
ジでは世界のダンスや音楽、日本の伝統芸能など、さまざまなパフォーマンスをお楽しみいただきます。
また、野球場内ではニュースポーツやキックターゲット等の子ども向けアトラクションを予定しています。 

実施主体 
主催  公益財団法人三鷹国際交流協会
共催  三鷹青年会議所
後援  三鷹市（予定） 

当日参加者数の予測 延べ 50,000 人 (昨年実績) 
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２２．．フフォォトト・・ギギャャララリリーー PPhhoottoo GGaalllleerryy

「ワールドバザール」 大使館や NGO、Fairtrade など、世界各国のテントショップ 

多文化紹介のプログラム  the Multicultural introduce tent ‘World Bazaar Attraction” 
各出店団体による「多文化紹介プログラム」の実施 

キッズ･ゾーンで楽しむ子ども達 KIDS’ Zone   ビンゴラリークイズの実施風景 

コミュニティ･ゾーン Community Fellowship Zone 
メ－ンステージ Stage performance  エコレンジャー活動 ECO-Rangers Activities 

‘MISHOP STATION’   Introduction of MISHOP’s activities 
三鷹国際交流協会の活動を紹介
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３３．．フフェェスステティィババルルままでで流流れれ （（今今後後ののススケケジジュューールル））
７ スケジュール 出店申込方法、参加団体の決定 

６月中旬   出店募集開始。 出店に伴う書類を、協会ウェブサイトへ公開 

⇓
６月18日（月） から 申込開始 

⇓
６月25日（月）まで 申込期限 期限外の申込は受けられません

⇓
７月上旬  出店可否審査、抽選    

⇓
７月中旬  出店可否結果発表 協会より出店団体仮決定通知  

⇓
７月24 日（火）まで 出店団体説明会の出席者を、協会へ申し出る  

⇓

７月28日（土）  13 時 30 分～16時    

出店団体説明会 
場所：三鷹国際交流協会

<予定内容> 
・出店に関する重要事項を説明 ・出店料の支払い ・提出書類の受け取り 
（用紙⑥誓約サイン書類、 ビンゴラリークイズの出題確認、他）、 
・多文化紹介アトラクションの内容と出演時間枠の仮決定、エコレンジャー説明をシフト仮決め 

出店団体説明会は、団体代表者（責任者）の方が出席し、出席ができない場合は代理の方が出席してください。
会場の都合上、出席者は各団体1名でお願いします。 

⇓
９月中下旬  直前情報を 協会ウェブサイトへ公開 

会場図、テント位置、テントショップ一覧、アトラクション時間表、エコレンジャー当番表など  

⇓
９月23 日（日）  フェスティバル当日    

イベント当日： 搬入／設営／準備／開催／撤去・片付け、出店者アンケートの提出、看板や表示物の返却
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４４．．参参加加要要件件 ・・ 出出店店料料

４－１ 出店団体 
１ 出店団体 

フェスティバルの趣旨から、国際理解・国際交流を主な目的とする NGO や市民グループ等、地域でボラン
ティア活動を行っている団体を優先的に受け付けます。

４－２ 出店団体の条件 
２ 出店団体の条件 

(1) フェスティバルの趣旨に賛同する団体 
(2)  出店者の順守事項を厳守する団体 
(3)  出店団体説明会に出席できる団体 
(4) 協会が主催する各国の多文化紹介プログラムへ協力できる団体
(5)  国際色豊かな演出を店舗や多文化紹介プログラムで行う団体
(6) 過去の国際交流フェスティバルで違反行為がなかった団体

４－３ 出店形態と出店料
３ 出店形態と出店料

■ NGO や市民グループ等で非営利またはボランティア活動として参加する団体 （非営利）

(1) 食品販売、または食品販売と物品販売    7,000円 
(2) その他（物品販売のみ、展示のみを含む）    5,000円 

■ 上記以外の団体 （一般） 

(3) 食品販売、または食品販売と物品販売    15,000円 
(4) その他（物品販売のみを含む）   13,000 円 

※ 会場設営費の一部負担金として、上記の区分により参加費をお願いします。

お支払いただいた参加費はいかなる理由においても、一切返金できませんのでご了承ください。

※   上記区分(1)と(2)は、「団体活動概要」を提出することで、非営利であることの証明となります。（用紙⑥） 

※   出店団体説明会の際に、お支払いください。 

※  キッチンカーは主催者の依頼による団体特別枠とします。 (20,000 円) 
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５５．．申申込込手手続続きき

５－１ 申込期間 

2018年 6月 18日(月) から 6 月 25日(月) まで 必 着

５－２ 申込方法 

申込書類は、協会ホームページ（http://www.mishop.jp/）からダウンロードし、必要事項記入の上、
協会事務局へお申し込みください。必須記入項目に、記入漏れのないようよろしくお願いします。
ダウンロードできない場合は事務局へご相談ください。 

注意‼）必ず本要項をあらかじめ熟読していただき、内容に同意した上でお申し込みください。 

５－３ 参加団体の決定 

申込受付終了後、同フェスティバル実行委員会の審査会を経て、承認の上、7月中旬迄に 
Fax や Email 等で結果を連絡します。 
申込み多数の場合、抽選になる場合があります。 
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６６．．申申込込用用紙紙 とと 提提出出書書類類
６－１ 申込用紙 

用紙 ①  出店申込書  （団体のデータ）   全店必須

用紙 ②  出店の目的・内容・区分・出店料 全店必須

用紙 ③  多文化紹介プログラム    全店必須

用紙 ④  誓約サイン書類     全店必須
※7/28 の「出店団体説明会」の際に正式なサイン捺印の上、あらためて直接持参する 

用紙 ⑤  ビンゴラリークイズ出題    全店必須

用紙 ⑥  団体活動概要 添付（証明書類）書式自由  全店必須
※貴団体の活動証明書類（パンフレット等）を別紙で必ず添付して、協会事務局へ E メール等で 

期限内にご提出ください。（⇒ mishop@mishop.jp） 

用紙 ⑦  物品販売リスト   価格と数量

用紙 ⑧  食品販売リスト   価格と数量、My 食器割引内容 

用紙 ⑨  食品取扱  保健所提出書類（施設１ 食べもの） 

用紙 ⑩  食品取扱  保健所提出書類（施設２ 飲みもの） 

用紙 ⑪  火器取扱 消防署 

用紙 ⑫  営業許可証の写し （キッチンカー） 

用紙 ⑬  食品アレルギー表 （イベント当日、開催中に店前に掲示） 

６－２ 提出書類 出店形態による提出書類一覧 
 出店形態 カテゴリー 提出書類（必須） 

(1) 物品販売（食品取扱なし） 用紙①－⑥、 ⑦  
(2) 食品取扱あり（火気取扱いなし） 用紙①－⑥、 ⑧⑨⑩   
(3) 食品取扱あり（火気取扱いあり） 用紙①－⑥、 ⑧⑨⑩⑪   
(4) キッチンカー 用紙①－⑥、 ⑧⑪⑫   
(5) 展示のみ 用紙①－⑥  
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７７．．出出店店のの基基本本情情報報

７－１ 出店基本仕様 (予定)  
４ 出店基本仕様 (予定)  
(1) パイプテント 原則 1団体 1 テント 

W3600mｍ×奥行 1700mｍ (予定) 
※調理をともなう食品販売テントは、奥行 2700ｍｍの場合あり 

(2) テーブル 折りたたみ式の長机 2台 W1800mｍ×奥行 600mm
(3) パイプ椅子 4脚
(4) 表示サイン 国(地域)と団体名、日本語と英語の 2 ヶ国語で表記

７－２ 主催者側が行う作業
５ 主催者側が行う作業

(1)  テントの設営・撤去 
(2)  テントの付属備品（長机・椅子・店名板）の用意

※ その他の設備・備品は、出店者側でご用意ください。 

７－３ 出店者の基本的な作業と注意点 
６ 出店者の基本的な作業と注意点 

以下の作業は、出店者の責任と管理において行ってください。

(1)  販売・展示品の搬出入・設置 
(2)  販売及び展示 
(3)  テント内における販売展示品・PR の表示及びサインボードの設置 
    （内容や装飾については、各テントの出店者側にお任せします。） 

注意事項  テント外に、はみ出さないで設置してください。   
(4) 出店者のごみは、出店者が必ず持ち帰る 
(5)  店前の人の列で、導線をふさがないようにしてください。
(6) 後片付け 

使用済みの調理器具などを、会場内の施設で洗わないでください。
(7)  ごみ削減につとめること   
（ごみ関係の詳細については、後述のごみについての順守事項を順守してください。） 
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７－４ 駐車場
９ 駐車場

会場に隣接した井の頭恩賜公園第二駐車場があります(100台、入庫 8:00 から開門)。 
（料金は、普通車が 1時間まで 400 円、以後30分毎に 200円） 
また、井の頭恩賜公園駐車場(60台、24時間営業、万助橋交差点)、あるいは周辺のコイン式パーキン
グもあります。料金や詳細については、各自で調べてください。

公園有料駐車場は、定められたルール等を順守してください

*吉祥寺通りから右折で入庫できません 
*吉祥寺通りでの車庫入れ待ちは禁止
*近隣住宅地に迷惑をかけないようしてください
*駐車場料金の免除（身障者）や割引（低公害・低燃費車）があります

ルールや詳細については、下記サイトを参照してください。 
井の頭恩賜公園第二駐車場
http://www.tokyo-park.or.jp/park/format/access044.html

７－５ 販売価格 
10 販売価格 

物品の販売価格は、通常販売価格よりも低価格帯とし、フェスティバル用の特別価格での販売をお願いし
ます。飲食料品は、上限単価を 500 円としますので、それ以下の設定にしてください（食器代込の価
格）。さらにMy食器持参割引価格の設定もあわせてお願いします。 

７－６ 売上等 
11 売上等 

売上金は、出店者に帰することとします。主催者は、雨天等天候により開催を中止した場合の損失補填
は一切行いません。
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７－７ 出店団体向け事前説明会 
13 出店者向け事前説明会   

出店団体向け説明会への出席が出店の条件となります。欠席の場合は、出店できません。 
各出店団体から必ず 1 人は出席してください（極力、当日の責任者で）。事前説明会への参加および
出店料(参加費)確認後に出店が正式に確定されます。 

(1) 日 時 7月 28日(土) 1:30pm集合 時間厳守、 2:00pm－4:00pm 
(2) 場 所 三鷹国際交流協会 (JR 三鷹駅南口より徒歩５分） 

http://www.mishop.jp/window/map.php
(3) 出席申し込み 7 月 24 日(火)迄に、当日の出席者名と連絡先(Tel)を事務局まで 

ご連絡ください。 
(4) 持参するもの 出店料(参加費)、多文化紹介プログラムの具体的な提案、 

申込書のサイン書類   
(5) 当日お渡しするもの 関係書類、出店料領収書、(チラシ)、他 

７－８ 出店責任者と関連スタッフへの周知 
14 出店責任者と関連スタッフへの周知 

イベント当日は、出店責任者の名札着用と、現場待機が義務づけられます。 
責任者は、出店に関するルールを自分の出店スタッフへ事前周知徹底してください。 

７－９ テント配置 
15 テント配置 

テントの配置は、出店団体の最終決定後「テント配置図」を9月中旬頃に協会ホームページに掲載します。
テント配置をご確認ください。 
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８８．．99 月月 2233 日日 当当日日ののススケケジジュューールル  時 間 厳 守 

８－１ 当日のスケジュール 

7:00  - 当日雨天(荒天)の場合の実施の可否決定  
当日雨天等の場合は、実施の有無を 7:00AM に決定します。 
当日 7:00AM 以降に、協会ホームページを確認するか、事務局へお問
い合わせください。⇒ http://www.mishop.jp/
Tel.0422-43-7812    当日携帯 Tel. 090-1404-1139 

8:00 -  9:00 会場到着次第、本部で出店の受付 
8:00  -  9:30 搬 入    *前日からの搬入はできません 

*場内は車両進入禁止です
（但し、主催者およびキッチンカーの許可車両を除きます）
*駐車場からテント前までは、各自が台車等で手運びです
（各団体自身で対応） 
*テント・机等の設置は完了しています

10:00  - フェスティバル開始 
国際交流・多文化紹介プログラムの運営協力

 - 15:30 フェスティバル終了
本部へ終了報告。看板類・名札の返却や出店者アンケートの提出 
食券換金 15:30-16:00 

16:00 - 17:00 搬 出 

８－２ 搬出入および設置における注意点 
８ 搬出入および設置における注意点 

(1) 搬入開始時間前に到着した団体は、道路で待機しないでください。
(2) 搬入は、上記時間内に作業を終えてください。 
(3) 安全に留意してください。
(4) 会場内は、車輌進入禁止です。 
(5) 各テントまでの搬出入は手運びとなります。台車などを用意してください。
(6) キッチンカー「場内の車輌の通行は、時速 10km/h以下の最徐行」で徹底をお願いします。
(7) 会場内の路面を傷つけない、汚さない。（キッチンカーは、コンパネ等で養生をする可能性あり）

※ 本フェスティバルは、公園を借用して開催しますので、上記の公園使用上のルールについて、貴団体参
加・関係者への周知を徹底するよう、重ねてお願いします。 
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９９．．多多文文化化紹紹介介ププロロググララムム 協協力力とと参参加加

９－１ フェスティバル当日の国際交流・多文化紹介プログラムへの協力と参加
12 フェスティバル当日の国際交流・多文化紹介プログラムへの協力と参加

(1) 多文化紹介プログラムへの協力 「 World Bazaar Attraction（WBA）」  
当日、各国の多文化紹介を行う場所を設けます。各国の文化や習慣を来場者に紹介する活動への協力
をお願いします。例えば、舞踊や音楽の演奏、ワークショップ、ミニゲーム、国に関するクイズなど、30分程度
のものを、各団体からご提案・ご協力ください。

申込書の記入例  （用紙③） 
タイトル 「フラメンコ 舞踊」、国・地域 「スペイン」 

 内 容： 民族衣装を着て、スペインの方 5人が踊る。伴奏者はフラメンコ・ギターを使用。 
時間帯： 踊り手の到着が午後のため、10:00～12:00 は実施できません。 

なお、ご提案いただいたプログラムは、時間の都合などを理由に、必ずしも実施できるとは限りません。舞踊
や音楽演奏の団体を優先とします。申し訳ございませんが、選定は主催者側にご一任いただき、場合によ
っては、ごみの 「エコ・レンジャー活動」 に参加していただきます。ご了承ください。

(2) 「小中学生ビンゴラリー」のクイズ出題 
今年も、来場者とテントショップ出店者との交流の機会を増やすために、 各出店団体より国や文化に関
連した簡単な 3 択クイズの出題をお願いします。申込用紙⑤を記入して、申込み時に提出してください。  
― MISHOP イベント部会（青少年）主催企画

(3) 異文化理解を促進する為に、出店の際に国旗の掲示と民族衣装の着用、雰囲気づくりをお願いしま
す。 
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９－２ 多文化紹介プログラム一覧  （昨年参考）
時

間 [５]　♪ [６]　♪
♪♪♪ － ♪ ♪♪ － 野球場パラシュートエリア ♪ フェアトレード＆NGOs NGOs＆フェアトレード

10:00 ●10:00-10:25 ●10:00-10:30 ●10:00-10:30 ●10:00-10:30 　[3]ﾖﾘ移 ●10:00-10:30 ●10:00-10:30

10:05 メキシコ民族舞踊 ♫ トークセミナーとクイズ ブラジル音楽 女性の民族衣装 アジアをつなぐエコ手芸 ストリートチルドレンの

10:10 新宿メキシカンダンス 在日ベルギー・ #B19 　ショーロの演奏 ♫ 　｢ヴォワル｣体験 　おさらいクイズ 　生活を知ろう・クイズ

10:15  モレノさん ●（終日開催）
ルクセンブルグ商工会議所

キッチンカー【B】 日本モーリタニア友好協会 らっこの会 ストリートチルドレンを考える会

10:20 デザイナーMIKKOの ●コロンビアの紹介♫ メキシコ､フィリピン　　

10:25 ●10:25-10:50 世界の子供達の ロレーナ＆マイケル #C27-29.33-36 #C01 #B07 #A28

10:30 ゴスペルの演奏 ♫ 　似顔絵 ワークショップ ●10:30-11:30 ●10:30-11:00 ●10:30-11:00 ●10:30-11:00

10:35 URUHAMO クイズに答えて スパニッシュギターで 一緒に作ろう フェアトレードって何？

10:40 （子ども向／整理券制） 　クーポンゲット！　 　奏でる世界音楽 ♫ 　ガーナビーズの作品

10:45 #A30 （所要20分） キッチンカー・クイズ大会 ① 在日本 ハート　オブ　ガーナ るま・ばぐーす

10:50 ●10:50-11:15 　　キッチンカー【B】 ▽キッチンカー【A】 　ルーマニア商工会議所 アジア､アフリカ､中南米　

10:55 ガーナの太鼓 ♫ #C27-29.33-36 　　　　　　計５団体 #A29 #C02 #B06

11:00 カンガトーキングドラム ・くってけ亭　イタリア ●11:00-11:30 ●11:00-11:30 ●11:00-11:30 ●11:00-11:30

11:05 アンタルキッチン ・アドベンチャーズ パーティ モンゴルの馬頭琴と 「カンガ」

11:10 #C41 ・ミスターチキン　シンガポール 　ホーミーの演奏 ♫ 　巻き巻きレッスン ソマリアの未来 ゾウさんバランスゲーム

11:15 ●11:15-11:40 ・Hana Café　フランス キッチンカー【B】 ポレポレオフィス　ケニア ソマリアを支援する会 アニム・プロジェクト

11:20 ペルーのアンデス民族踊り ・イタリアンジェラートミラノ ケニア　

11:25 　バリーチャ ♫ #A13-16.C45 #C27-29.33-36 #C25 #C03 #C16

11:30 クントゥル ラテンアメリカ ●11:30-12:00 ●11:30-12:00 ●11:30-12:00 ●11:30-12:00 ●11:30-12:00

11:35 カルチャー プラン #C39 フィリピンのおもちゃ 利きコーヒー！いろいろな キミもアナタも

11:40 ●11:40-12:05 「シーパ」を作って遊ぼう アンデスの楽器､ パキスタンの コーヒーを飲んでみよう 　マサイの戦士に変身だ！

11:45 LOVE&PEACE ピナット～ 　みんなのケーナ教室 ♫ 　民族衣装体験 学生団体フェアトレード サイディアフラハの会

11:50 　みんなで歌おう ♫ 外国人支援ともだちネット エル ココチョ　ボリビア パキスタンの会  ドリップパックプロジェクト

11:55 バー&ダイニング #C21 #C23 #A10 ラオス　　　　#B14 #C06

12:00  コヨーテ　　#A09 ●12:00-12:30 ●12:00-12:30 ●12:00-12:30 ●12:00-12:30 ●12:00-12:30

12:05 ●12:05-12:30

12:10 ベリーダンス ♫ スペイン語ミニ･レッスン 二胡の演奏 ♫ フランスのペタングゲーム サリーの着付け体験 スワヒリ語入門

12:15 チュニジア大使館 ～ラジュール アンデス・アルテ 日中友好倶楽部 ル・ヴェロ アンディゴ 特活）シャプラニール 特活）キ・アフリカ

12:20 バングラデシュ、ネパール

12:25 #B22 #C26 #A07 #C22 #B08 #C05

12:30 ●12:30-12:55 ●12:30-13:00（２団体） ●12:30-13:00 ●12:30-13:00 ●12:30-13:00

12:35 ハルマンダル ネパールクイズ　#A32 ペルーのピニャータ ♫ 自分の干支の動物を Cultural Adjustment

12:40 　トルコダンス ♫ ヒマール テイ（ネパール大使館） ブリジットファッション 　描いてみよう 　and Stress

12:45 キッチンカー【B】 ●バングラデシュのクイズ NPO法人 ピープルズ・ TELL いのちの電話

12:50 #C27-29.33-36 コポトッコ　バングラデシュ 　ホープ・ジャパン

12:55 ●12:55-13:20 #C07 #A08 カンボジア､ミャンマー　#C10 #C04

13:00 コロンビアの ●13:00-13:30 ●13:00-13:30 ●13:00-13:30 ●13:00-13:30 ●13:00-13:30

13:05 ｢クンビア｣民族舞踊 ♫ ジャンベ演奏

13:10 カントゥータ クラウン芸 ♫ たたいて！おどって！ セパタクロー体験 チベットのカード塗り絵 ブルキナファソの

13:15 #C40 アフリカを感じよう!! ♫ 特)日本国際ボランティアセンター NPO法人 　生活と活動紹介

13:20 ●13:20-13:45 キッチンカー【A】 学生団体 ファム カフェ JVC　  チベット教育福祉基金 特活）緑のサヘル

13:25 #A13-16.B26.28.29.C45-47 #B17 #C09 #A27 #C08

13:30 タイのムエタイ ♫ ●13:30-14:30 ●13:30-14:00 ●13:30-14:00 ●13:30-14:00

13:35 キッチンカー【B】 クイズに答えて キルギスの インド山羊革工芸品

13:40 #C27-29.33-36 　クーポンゲット！　  音楽コムズと 活動紹介 しおりの色塗りワークショップ

13:45 ●13:45-14:10 キッチンカー・クイズ大会② 　テミルコムズ ♫ 認定NPO法人 特活)

13:50 アイルランド伝統音楽 ♫ ▽キッチンカー【A】 シルクロードベーカリー シェル 　かものはしプロジェクト 　第3世界ショップ基金

13:55 アイリッシュ 計５団体 #A06 カンボジア　　　#B09 #B12

14:00  ネットワークジャパン ・ムーブメントワークス　USA ●13:30-14:00 ●14:00-14:30 ●14:00-14:30 ●14:00-14:30

14:05 #B21 ・シシル　スペイン スペイン語を歌いながら チョコレートから触れる

14:10 ●14:10-14:35 ・デリキムチ 楽しみましょう ♫ ブラジルの子ども遊び フェアトレード 　初めてのフェアトレード

14:15 みんなで盛り上がろう！ ・デューズ　USA CANTANDO CON ALEGRIA 「バタタケンチ」♫ 「世界とつながる｣クイズ 学習院大学国際協力団体

14:20 アフリカンミュージック ♫ ・ケネズダイナー　台湾 アンデスの心 ペルー 東京外国語大学ブラジル研究会 TASラボ Anchor　

14:25 アフリカ文化交流　アフリーク #B26.28.29.C47.46 #A11 #C37 #B10 #B13

14:30 #C43 ●14:30-15:00 ●14:30-15:00 ●14:30-15:00 ●14:30-15:00

14:35 ●14:35-15:05 ブラジルのお祭り ｢ホーミー｣と｢馬頭琴｣で 1つのバッグから広がる、 パレスチナ伝統刺繍体験！

14:40 　についてのお話 　世界をつなぐ ♫ 　フィリピンとフェアトレードの世界 　ちくちくワークショップ

14:45 中国雑技団張海輪の 日本ブラジルサポートの会 公益社団法人 NPO法人ハロハロ 特活) パレスチナ子どもの

14:50 　変面　♫ 　JAPAN of ASIA 　　　　　キャンペーン

14:55 キッチンカー【B】 #A12 #A19 #B11 #C17

15:00 #C27-29.33-36 ●15:00-15:30 ●15:00-15:30 ●15:00-15:30 ●15:00-15:30 ●15:00-15:30 ●15:00-15:30

15:05 ●15:05-15:30 バティックを貼って作る

15:10 知ってびっくり！イスラエル 民族衣装を着て インド等の ヒンディー語で ペーパービーズを作ろう！ 　オリジナルポストカード

15:15 太鼓実演と体験　♫  フォークダンス ♫ 　写真を撮ろう ♫  伝統ボディペイント体験 　健康ヨガレッスン ♫ 学生NGO ALPHA 日本インドネシア

15:20 日韓ふるさと家 イスラエル大使館 ココナッツの会　ベナン チニーズ Bacchus フィリピン　（子ども向） 　NGOネットワーク

15:25 #C42 #B18 #C19 #C24 #A05 #A21 #C18

15:30

WBA [４] BWBA [２]WBA [１] WBA [３] WBA [４] A WBA [４] C
 "What's Fair Trade? And NGOs?"
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1100．．ごご みみ
16 ご み  

ごみと分別について、下記の内容を必ず順守してください。 

(1) ごみの処分について 

  ア 各店から出たごみは各出店者が回収し、必ず持ち帰って処分してください。 
    （氷も会場内に捨てずに、お持ち帰りください） 
  イ 会場内に設置された来場者用のごみ箱には絶対に入れないでください。 
  ウ 飲食料品を扱う出店者は、(分別された)ごみ箱を必ず設置してください。 
  エ 会場内の施設で使用後の調理器具などを洗わないでください。（残飯を流さない）

(2) 用意する容器(食器)について 

ア 飲料品は、なるべく紙コップで販売してください。（必要なプラスチックのコップも可）
イ びんは「リターナブルビン」を使い、「デポジット方式」を取り入れてください。 
※「リターナブルびん」：返却できるびん

※「デポジット方式」：びん等を返却するとお金が一部戻る。 (びん補償金／一時預り金方式）

ウ 使用する容器は、極力紙製のものにしてください。（プラスチック食器も可）  

ごみ問題は、フェスティバルの場に限らず、深刻な社会問題の一つです。 
みなさまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
ご不明な点等は、遠慮なく MISHOP事務局へご相談ください。 
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1111．．昨昨年年ののママッッププ
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1122．．今今後後のの予予定定  チェックリスト 

６月25日（月）17時締切

（用紙）   ６月 18 日（月）申込開始 

□ ①  出店申込書  団体のデータ    必 須
□ ②  出店の目的・内容・区分・出店料 必 須
□ ③  多文化紹介アトラクション     必 須
□ ④  誓約サイン書類      必 須
□ ⑤  ビンゴラリークイズ出題     必 須
□ ⑥  団体活動概要 添付 （証明書類）書式自由  必 須
□ ⑦  物品販売リスト   価格と数量
□ ⑧  食品販売リスト   価格と数量、My 食器割引内容 
□ ⑨  食品取扱   保健所提出書類（施設１ 食べもの） 
□ ⑩  食品取扱   保健所提出書類（施設２ 飲みもの） 
□ ⑪  火器取扱  消防署 
□ ⑫  営業許可証の写し （キッチンカー） 

7月中旬
□ 審査・抽選後、出店申込結果を主催者側から通知 

7月 24日（火）17時締切
□ 出店団体説明会の出席者名と連絡先を 届出 

7月 28日（土）13時 30分
□ 出店団体説明会へ出席（@MISHOP） 
□ 出店料の支払い
□ 誓約サイン書類の提出 
□ 青少年ビンゴクイズの提出締切
□ 多文化紹介プログラムの催事内容と出演時間の仮決定 
□ エコレンジャーの当番時間の仮決定 



出店要項１・本 冊

MISHOP WORLD 2018 18

申申込込みみ・・問問合合せせ先先

公益財団法人 三鷹国際交流協会 フェスティバル実行委員会

E-mail：mishop@mishop.jp 
URL：http://www.mishop.jp/

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-30-12 三鷹市中央通りタウンプラザ 4階 
Tel：0422-43-7812 
Fax：0422-43-9966 

  協会事務局の業務取扱時間は、日祝日を除く、9:30-17:00 です 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      2018 年６月


