
第 20 回湘南ふじさわファミリーフェスタ 出店者募集のご案内  

『第 20 回湘南ふじさわファミリーフェスタ in 藤沢市役所』を 6 月 5 日に開催いたします。 フェスタを

一緒に盛り上げていただける出店者の方を募集いたします。皆様のご出店をお待ちしております。 

出店申込み期間：4 月 7 日(水) 21 時～4 月 14 日(水) 21 時まで。  

出店確定の方： 4 月 17 日（土）までに FB イベントグループにご招待いたします。 

 

国と県の感染症対策基準に基づいて対策を行います。ご協力お願い致します。 

1.各ブースの感染症対策について。国が業種別のガイドラインを作成していますので出店内容

ごとのガイドラインに沿った感染症対策をお願い致します。該当されない方は、所属の協会のガ

イドライン。特にない方は、国、県のガイドライン（下記記載の赤字）の対策をお願い致します。 

2.事前説明会（ご質問含む）は、オンラインで行います。 

3.リアルとオンラインのハイブリットイベントとして開催します。 

4.今後の新型コロナウイルス感染症の状況によりリアル開催ができない場合は オンラインの

みの開催となります。 

 

 

 

 

 



第 19 回湘南ふじさわファミリーフェスタ in 藤沢市役所 

～リアルとオンライン両方で楽しめる～ 

日程：2021 年 6 月 5 日（土）10 時～15 時 

会場：藤沢市役所 1F（女性起業家）、5F（ステージ）、地下スペース（はたらく車） 

来場見込み数：1000 名  

主催・共催：一般社団法人 Woman-Bridge 湘南・藤沢市 

《このイベントは、湘南子育てライフを応援！女性起業支援×地域活性を目的とした地域密着型のフェスタです》  

親子で楽しめる、学べる、体験できる、リフレッシュできる、相談できる場を提供いたします。 

出店者様には、企業さん＋起業家＋子育てママさんを繋ぐ場・事業や商品宣伝の場・体験の場やきっかけを提

供いたします。 

【参加条件】  

☑感染症対策の対策ができる方 

☑起業している方  ☑ブログ・FB など登録済みの方  

☑繋がりを大切にできる方  

☑子育てママさんを応援したい方・地域を盛り上げたい方  

☑湘南地区での活動をされている方（これから活動されたい方）  

【参加メリット】  

◆事前説明会にてフェスタ出店のためのプチ勉強会を行います。  

◆一度に湘南地区のママさんに教室・講座・商品などを宣伝できます。  

◆ママ＆出店者＆企業様と繋がることができます。  

◆ママ、女性が地域活性をすることが出来ます。  

今後のイベント出店のご案内・企業様講師紹介、その他講師募集の先行案内  



【募集出店ブース】  ＊リアル&オンラインでも参加できるコンテンツをお願いします。 

・販売ブース（9）  ＊例）販売&オンラインショップ 

・ワークショップブース（6） ＊例）ワークショップ&キット販売（オンライン対応） 

・美癒しブース（6）  ＊例）セッション&オンラインセッション  

・撮影ブース（2）  ＊例）撮影&背景画像 

＊リアル会場に参加できない方でもオンライン会場で楽しめるようなコンテンツのご準備をお願い致します。

リアル会場では、短時間でできる内容をご検討ください。販売以外は、予約制でご対応お願い致します。 

【出店料】   

● 会議テーブル：横 180 ㎝×幅 60 ㎝×高さ 70 ㎝  

● 丸テーブル  ： 幅 90 ㎝×高さ 65 ㎝   ●チラシ郵送料 250 円込 

 

①4,750 円 販売 丸テーブル 1 台×椅子 1 脚  

②5,750 円 販売 丸テーブル 2 台×椅子 1 脚  

③4,750 円 美癒し 丸テーブル 1 台×椅子 2 脚 (1 回の参加者１名) 

④5,750 円 美癒し 会議テーブル 1 台×椅子 2 脚 （1 回の参加者１名） 

⑤5,750 円 ワークショップ 会議テーブル 1 台×椅子 3 脚 （1 回の参加者 1〜２名） 

⑥6,250 円 床スペース 2ｍ×2ｍ （撮影会・体験スペースにご利用可）  

⑦3,750 円 オンラインコンテンツ（WEB のみ参加の方） 

 

【会社（株・有・協会）出店料】  

⑩15,000 円 テーブル 1 台×椅子 3 脚 ＊協賛は別途お問合せ下さい。 

 

 

 



【お申込み注意事項】  
 

◆出店のお申込みは、1 ブース 1 名様でお願いいたします。 

◆ お手伝い・椅子の追加は対応できません。＊感染症対策のため  

◆ワークショップと販売の掛け合わせは、ワークショップ枠でお申し込み下さい。  

（※同一種に限ります。例：箸ワークショップ＆箸販売。備考欄にご記入ください  

◆第 1 次募集で出店数を満たした場合は 2 次募集をせずに締め切りとさせて頂きます。  

◆出店内容が重なる場合は、かたよりのないようにこちらで選考・内容の変更依頼をさせていただく場合もご

ざいます。予めご了承下さいませ。  

◆イベント情報公開、連絡などに Facebook を利用しますので Facebook への個人登録は必須となります。  

◆電源をご使用になる場合、延長コード（長め）各自持参となります。  

◆予約受付は、各自でお申し込みフォーム作成（管理）をお願いしております。   

◆イベント告知・入場チケット・事前予約の募集なども、主催運営サイトと各出店者様のブログ・FB ページ にて

告知拡散のご協力をお願いしております。  

 

【イベント開催までの流れ】  
 

出店募集 4/7～4/14 

出店確定 4/17〜 ＊藤沢市に出店内容を確認いただいて確定となります。 

事前説明会(オンライン) 5/6（木） 10:30〜 ＊チラシは出来次第配送いたします。  

無料入場チケット受付 ・ 事前予約受付 5/10〜6/4 

イベント開催 6/5 

 

 



【イベント出店申し込み方法】  

＊青木までメールでお送りください （申請書に記載の通り） 

①イベント申請書提出 1 枚  

②出店内容のわかる画像 1 枚添付（できれば、横向き・サイズは大きめ）  

＊毎回、数ブースピックアップでお写真付をチラシに載せています。選考は、こちらでさせていただきます。

＊SNS 等には皆さんの画像を使用致します。販売の方は、2～3 枚添付くださいませ。 

＊シールラリー抽選会の景品を任意でご提供いただいております。（1 ブース、１点） 

【イベント出店確定の方】  

4/17 までに確定。出店者専用ＦＢグループにご招待いたします。  

【フェスタ注意事項】  

◆宗教勧誘、ネットワークビジネス等ベントの意図と異なる行動をされている場合は強制退去の措置をとりま

す。  

◆天災、気象、交通等のやむを得ない事情でイベントが中止となった場合、出店者さまの理由等で不参加と

なった場合について出店料のご返金はできませんのであらかじめご了承ください。 

◆新型コロナウイルス感染症対策につきましては１枚目記載の通りです。 

◆イベント当日のブース設置や装飾、商品の搬入搬出は各出店者様でお願い致します。 

◆準備、後片付け等は（机の移動）皆さんで行います。＊開始・終了の 1 時間程度  

◆出店区画については、主催者側で考慮し配置決定します。  

◆出店をキャンセルされる場合には、代わりの出店者をご紹介ください。  

◆個人情報の取り扱いには十分ご注意ください。        

◆別紙（一社）Woman-Bridge 湘南 活動する上での注意事項をご一読ください。 

以上ご了承くださいませ。 
 

 



別紙 1 

 

 

 

一般社団法人 Woman-Bridge 湘南  

活動する上での注意事項 

 

  

活動の主旨 

一般社団法人 Woman–Bridge 湘南（以下、「当法人」という）は、全ての女性の夢や想いをカタチにする起業支援、女性がライフスタ

イルに合わせながら育児、家事、介護と仕事を両立させ能力を最大限に発揮し活躍できる社会の実現、子育てライフ支援、および

子どもたちを健やかにはぐくむために母親が自分らしく輝ける社会と地域をつくること等を主な目的として活動しています。 

 

注意事項 

1)会員は無断で当法人の名称及び理事名等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の団体・企業の利益等を目的とし

た宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。 

2)会員は、当法人の活動主旨に反する行為等を行ってはいけません。 

3)当法人が定めた商号及び商標等を個人的に利用する場合は、理事会の承認を得る必要があります。 

4)当法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載をしたり、第三者に譲渡や売却をしたり公表を

してはいけません。（当法人より使用許可のある資料、データ等については例外あり。） 

5)当法人の活動にてご紹介しました団体、企業、行政などへの直接のご連絡はご遠慮ください。 

  

◆「会員」とは、当法人および湘南藤沢 mama’s が主催するイベント出店者様（講師含む）の総称です。 

 

  

会員資格の停止・解除 

当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することな

く、当該会員の今後の参加をお断りさせていただきます。 

 

１）公序良俗に反する行為を行ったとき 

２）他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合 

３）他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき 

４）提出書類等に虚偽の事項を記載したことが判明したとき 

５）当法人の名誉と信用を失墜させる行為があったとき 

６）ビジネスルールに違反した場合 

７）注意事項のいずれかの内容に違反した場合 

８）その他、当法人が会員として不適当と判断した場合                    

  



 

損害賠償                                              

会員が本注意事項に反した場合またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は当法人が受けた損害

を当法人に賠償することとします。 

  

免責 

会員同士、会員と団体、企業、行政とのトラブル等について、当法人は一切の補償及び関与をいたしません。 

  

その他 

当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決による承認を経て本注意事項を変更または追加することがあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 Woman-Bridge 湘南 

 

 

 

 

 


