
9 16
締切

アート、クラフト、屋外飲食ブース
コンテスト出場者　追加募集中！



▶屋内ブース

Ａ
Ｂ
Ｃ
D-1
D-2

フードコーナー
占いコーナー
アートコーナー
クラフトコーナー
施術・体感コーナー

長机１卓 (45×150)、イス２脚
長机１卓 (45×150)、イス４脚
長机１卓 (45×150)、イス４脚
250×250( 机・イスはオプション）
250×250( 机・イスはオプション）

▶屋外ブース

【注意事項】
・申込内容によりブース形態が異なります。
・Ｄブース…机・イス追加可。申込書にご記入ください。
・コンセント…運営上必要な場合はお問い合わせください。

3,800 円
4,000 円
4,000 円
3,800 円
3,800 円

ブース形態 設置内容 出展料

Ｅ 大平島公園エントランス 3,800 円

長机　１卓
イス　１脚

300 円
60 円

▶オプション（Ｄブースのみ）

申込用紙に移動販売車又はテントの大きさを
ご記入ください。

※内 300 円はピンクリボン活動に寄付

※内 300 円はピンクリボン活動に寄付

◆元気健康フェスタ  ピンクリボン一宮の目的
家族が元気で健康であることについて考える機会となり、1日楽しく過ごせるイベントを目指します。
「元気・健康」をキーワードにステージ発表とブース出展の構成です。ブースでは「動」「食」「環
境」「カラダ」「五感・ココロ」「赤ちゃん・子どもから老人」「ピンクリボン」の７つのカテゴリー
に分けて様々なブースを設け、いろいろな角度から「元気健康」に触れます。
ステージ発表では、元気パフォーマーコンテストを開催します。ベリーダンス、キッズダンス、
よさこい、フラダンス、ヒップホップなど日頃の練習の成果を発表していただき、発表者も来
場者もみんなで元気になりましょう☆元気パフォーマーコンテストでは、最優秀賞・優秀賞・ユー
ニーク賞・エレガント賞・元気賞などチーム・個人を表彰します。
毎年イベントの収益の一部は、ピンクリボン活動に寄付しております。

◆元気健康フェスタ ピンクリボン一宮　ブース出展対象
過去の出展ブースの例です。７つのカテゴリーのうち、いずれかに該当することが条件です。
飲食物に関して、屋内：パンやクッキーなど加熱したもので、包装してある商品に限ります。
当日会場で調理はできません。   屋外：加熱調理可能。但し、営業許可証をお持ちの方。

「カラダ」からの健康
リンパトリートメント、栄養
チェック、骨盤矯正、整膚美
容、視力アップ、超音波振動
療法、リフレクソロジー、ハ
ンドマッサージ、健康相談等

「ピンクリボン」
乳がん相談、乳がんセルフ
チェック、無料冊子配布　等

「赤ちゃん・子どもから老人」
の健康

足や背中の親子マッサージ、
福祉相談、老人介護相談、福
祉用具の展示と体験、子ども
の広場　等

「環境」からの健康
保険無料相談、家の健康相談
相続相談、土に還る食器
環境に優しい歯ブラシ
動物の健康、エコ雑貨　等

「動」からの健康
あべこべ体操、ボディメイク・
キックボクシング、ナチュラ
ル・ポールウォーキング、ス
ポーツDVD　等

「食」からの健康
自然農法の野菜、天然酵母パン、
五穀米おにぎり、天然蜂蜜食品、
手づくりおやつ、健康食品、マ
クロビオティックパン　等

「五感・ココロ」
　　　　　　　　からの健康
粘土・アクセサリー等物作り
体験、ジェルネイル、似顔絵、
マヤの暦読み、手相・四柱推
命・タロット占い等

◆ブース出展　募集要項

※Ｄ-1/Ｄ-2…建物の構造上 西日が差し込むため、テントの持込可能です。（詳しくは裏面をご覧ください）



◆ブース配置図　（予定）
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自
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機
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休憩室 無料託児

◆ブース配置予定図です、申込状況により変更する場合がござ
　います。ご了承ください。
◆Ｄ-1、Ｄ-2 のみ建物の構造上西日が差し込みとても眩しいため、　
　タープテントやパラソルなどの持込が可能です。（250×250 以内）
◆テント等ご使用の場合は必ず申込用紙にご記入ください。
　テント使用のお申込をされず当日ご使用の場合はテントの
　撤去をお願いする場合がございます。
　屋内ですので床に傷をつけないように設置してください。
◆床に固定する場合は養生テープ等跡の残らないものをご使用
　くださいをご使用ください。

～思うは招く～　
　夢があればなんでもできる

一宮市民会館 /大ホール
開場 /15：00
開演 /15：30 ～ 17：00

◆チケット価格－全席自由
～前売券～
  ・大人 /2,000 円
  ・中学・高校生 /1,000 円
  ・小学生 /500 円
～当日券～
  ・大人 /2,500 円
  ・中学・高校生 /1,500 円
  ・小学生 /1,000 円
※未就学児で座席が必要な場合は小学生料金のチケットをお求めください。

６月 10日
チケットぴあより
　　　　発売開始
Ｐコード
  632-771

◆講演会情報

ブース出展者様、ステージ発表者様は特別価格にて
ご購入いただけます。こちらまでお問合せ下さい。
　　株式会社 元気クラブステーション
　　　　　　　　　ＴＥＬ：0586-73-8883

写真：榊　智朗

※写真はイメージです

リアル下町ロ
ケット

植松電機 代表取締役

植松 努氏



会社名・団体名

ご住所

担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　＠

▶お申込ブース形態：　Ａ  、  Ｂ  、  Ｃ  、  Ｄ-1  ・  Ｄ-2（テント : あり・なし）  、  Ｅ（正面　　.　　ｍ×側面　　.　　ｍ）

▶追加オプション：

▶出展内容

・カテゴリー：ピンクリボン　動　　食　　環境　　カラダ　　五感ココロ　　赤ちゃん子どもから老人

▶出展者情報

イス　　　脚　　長机（45×150）　　卓　

※該当するブース形態に○をお願いします。※申込み内容によってブース形態が異なります。別紙をご覧ください。
※場所の指定はできません。

・ブース名　：

※該当するカテゴリーに○をお願いします。

※当日配布パンフレットに記載します。

・ブース内容：

・実施内容：　物販　・　体験　・　展示　 有料　・　無料
※具体的な内容をご記入ください。体験・展示内容、有料の場合は何がいくらか等

・飲食物販売の場合、営業許可証はお持ちでしょうか。　□あり　□なし

〒

※Ｄブースのみ

受付方法：メールまたはＦＡＸ、郵送にてお申込下さい。
郵送先 /　〒491-0861　愛知県一宮市泉 2-11-3　　ＮＰＯ法人元気健康活動協会宛
メール /　info@ahe-a.org　　件名 - 元気健康フェスタブース申込
ＦＡＸ /　（0586）73-2558

実行委員会で審査の上、出展のお願いする場合のみ後日郵送にてご連絡いたします。
お問合せ先：NPO法人 元気健康活動協会　　TEL（0586）25-5038

※ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。

移動販売車又はテントの大きさ

※Ｄブースのみ



◆元気パフォーマーコンテスト　募集要項

▶コンテスト参加料 1 ～ 10 名
1名追加ごとに 500 円

▶ステージの大きさ　横 10ｍ×奥行 9ｍ　( 間口 18ｍ×奥行 15ｍ)
▶発表時間　　　　　最大５分（団体紹介および入退場含む）
▶音源　　　　　　　ＣＤのみ

5,300 円
▶参加チーム　　20 チーム

【注意事項】
・出場チームごとにお申し込みくだ
　さい。（１団体から２チーム申込
　の場合、申込用紙１枚づつ計２枚）
※内 300 円はピンクリボン活動に寄付

団体名・チーム名

ご住所

担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　＠

▶参加人数：　　　　　名

▶音源：

▶発表内容

▶チーム情報

あり　・　なし　

※当日、舞台に上がる人数です。※参加人数により参加料が異なります。
※当日参加人数に変更がある場合はご連絡ください。

・チーム名：

・ジャンル：
※当日配布パンフレットに記載します。

・チーム紹介文：

※チーム紹介として発表前に読み上げます。100 字以内

〒

※ＣＤのみ

※当日配布パンフレットに記載します。

元気パフォーマーコンテスト　参加申込書

受付方法：メールまたはＦＡＸ、郵送にてお申込下さい。
郵送先 /　〒491-0861　愛知県一宮市泉 2-11-3　　ＮＰＯ法人元気健康活動協会宛
メール /　info@ahe-a.org　　件名 - 元気パフォーマーコンテスト申込
ＦＡＸ /　（0586）73-2558

実行委員会で審査の上、出展のお願いする場合のみ後日郵送にてご連絡いたします。
お問合せ先：NPO法人 元気健康活動協会　　TEL（0586）25-5038

（例：15 名の場合…7,800 円）

▶参加部門：　一般の部　・　ジュニアの部


