
第第第第25252525回回回回森と花の祭典－「みどりの感謝祭」式典併催行事森と花の祭典－「みどりの感謝祭」式典併催行事森と花の祭典－「みどりの感謝祭」式典併催行事森と花の祭典－「みどりの感謝祭」式典併催行事

『『『『みどりとふれあうフェスティバルみどりとふれあうフェスティバルみどりとふれあうフェスティバルみどりとふれあうフェスティバル』』』』

ご出展・ご協賛のご案内ご出展・ご協賛のご案内ご出展・ご協賛のご案内ご出展・ご協賛のご案内

みどりの恵みと木のぬくもりを

見て、触れて、食べて

感じる憩いの広場

日 時 ： 平成２７年５月９日（土） １０：００ ～ １７：００
５月１０日（日） １０：００ ～ １６：００

場 所 ： 東京都立日比谷公園
噴水前広場、にれのき広場等

主 催 ： 農林水産省・林野庁、東京都、（公社）国土緑化推進機構,
（一財）日本緑化センター、（一財）日本森林林業振興会,
東京緑化推進委員会



スローライフやエコライフなど自然と共生する暮らしを求める都会の人々が増えています。 しかしながら、都市で生活するほとんど

の人々にとっては、そのような生活を始めることは難しいのではないでしょうか。

本フェスティバルでは、都市で生活する人々、特に子育て世代の若いファミリーを対象として、実際にみどりの恵みや木のぬくもりを

見て、ふれて、食べてみることにより、自ら感じてもらえるような癒やしの広場をつくりたいと考えています。

私たちは、多くの企業・団体の皆様のご参加・ご協力をいただき、広場に集う多くの人々に、みどりの恵みを享受できる新しく多様な

暮らしを提案し、その実現に向けたアクションを呼びかけたいと考えています。

是非、本企画の趣旨にご賛同いただき、ご出展・ご協賛を賜りますようお願い申し上げます。

＜１＞

森と花の祭典－「みどりの感謝祭」 は、健全な青少年の育成や地球温暖化防止にも資する緑化運動の推進を目的として、平成２

年から東京都立日比谷公園において開催してきており、平成17年からは「みどりの月間」（４月15日～５月14日）中に実施される各種

緑化行事の締めくくり行事として、５月の第２土・日曜日に開催しています。

本祭典は、緑や森林に関して顕著な功績のあった方の顕彰などを行う格式高い「式典」と多様な民間団体等の参画を得て実施す

る「みどりとふれあうフェスティバル」から構成されます。

●「みどりとふれあうフェスティバル」の開催趣旨

式式式式 典典典典

本祭典の構成

●●●● 森と花の祭典−森と花の祭典−森と花の祭典−森と花の祭典−「みどりの感謝祭」の開催経緯と構成「みどりの感謝祭」の開催経緯と構成「みどりの感謝祭」の開催経緯と構成「みどりの感謝祭」の開催経緯と構成

「みどりとふれあうフェスティバル」「みどりとふれあうフェスティバル」「みどりとふれあうフェスティバル」「みどりとふれあうフェスティバル」

森と花の祭典−森と花の祭典−森と花の祭典−森と花の祭典−「みどりの感謝祭」「みどりの感謝祭」「みどりの感謝祭」「みどりの感謝祭」



● 名 称 ・・・・・・ ・・・・・

● 開催テーマ ・・・・・・・

● 開催日 ・・・・・・・・・・

● 会 場 ・・・・・・・・・・・

● 主 催 ・・・・・・・・・・・

● 協 賛 ・・・・・・・・・・・
（予 定）

● 出展規模 ・・・・・・・・

● 来場者見込 ・・・・・・

（参考）
◎ 式典日時 ・・・・・・・・
◎ 式典場所 ・・・・・・・・ 日比谷公会堂

● 開催概要

第２５回森と花の祭典－「みどりの感謝祭」 式典併催行事「みどりとふれあうフェスティバル」

感じよう みどりの恵みと 木のぬくもり

平成２７年５月９日（土）～１０日（日） １０：００～１７：００ 最終日は、１６：００まで

東京都立日比谷公園（噴水前広場、にれの木広場等） 入場無料

農林水産省・林野庁、東京都、（公社）国土緑化推進機構、（一財）日本緑化センター、
（一財）日本森林林業振興会、東京緑化推進委員会

緑化・花き関係団体、一般企業等 約１００団体、４６道府県

１００社・団体／１２０小間［見込み］
(企業２０、林業団体・地方公共団体等３０、ＮＰＯ・学校等５０)

約３万人以上

平成２７年５月９日（土） １１：００ ～ １１：４０(予定)

【会場へのアクセス】

■ 電 車

地下鉄丸ノ内線・千代田線「霞ヶ関」 (M15･C08出口)

地下鉄日比谷線「日比谷」(H07出口) 下車 徒歩2分

JR「有楽町」下車 徒歩8分

＜２＞

■ 自動車

駐車場（地下公共駐車場、有料）



● 本フェスティバルの特徴 −ご出展にあたってのメリット

①①①①森や花に関連森や花に関連森や花に関連森や花に関連

する製品・する製品・する製品・する製品・サービスサービスサービスサービスのＰＲのＰＲのＰＲのＰＲ

自然体験やアウトドア等に関わる

フィールドや観光・交流プログラム、

花や園芸に関連する製品や

サービスを来場者にＰＲする

ことが可能です。

➂➂➂➂企業のＣＳＲ企業のＣＳＲ企業のＣＳＲ企業のＣＳＲ

・環境活動等のＰＲ・環境活動等のＰＲ・環境活動等のＰＲ・環境活動等のＰＲ

上流域の森林や社有林、工場緑地

等における森づくり活動や環境教育

活動等、企業のCSR活動などを

広く一般にアピールすること

が可能です。

➁➁➁➁木製品などのＰＲ木製品などのＰＲ木製品などのＰＲ木製品などのＰＲ

主催者による様々な「木のある暮

らし」の提案と一体となって、新たな

「木材利用ポイント」制度の創設に

より注目される木造住宅や家具、

日用品、紙製品などを

アピールできます。④④④④生物生物生物生物

多様性保全のＰＲ多様性保全のＰＲ多様性保全のＰＲ多様性保全のＰＲ
⑤⑤⑤⑤東北東北東北東北

復興支援のＰＲ復興支援のＰＲ復興支援のＰＲ復興支援のＰＲ

農林水産省・林野庁が呼びかける

東北産の農林水産物の消費や海岸

林再生等と一体となった出展で、

効果的に東北復興支援を

呼びかけられます。

○ 本フェスティバルでは、新生活がはじまり、新緑が美しい５月という絶好のタイミングに、都会のオアシスである日比谷公園を舞台に、子育て世

代の若いファミリーをはじめとした来場者に、貴社や貴団体の製品やＣＳＲ活動等に関するＰＲ活動の機会として活用いただけます。

○ 特に、農林水産省・林野庁や都道府県、森林・林業・木材・緑化・花き業界関係者が一堂に会する本行事は、業種や地域を超えた出展者・来場

者同士の交流や情報交換の機会としても最適です。

○ さらに、全国的緑化行事の１つであり、「みどりの月間」のフィナーレとして開催される「みどりの感謝祭」式典の併催行事である本フェスティバル

への出展により、効果的な企業ブランディングやＰＲ活動にも活用いただくことができます。

本フェスティバルでは、さまざまなＰＲ機会としてご活用いただけます。本フェスティバルでは、さまざまなＰＲ機会としてご活用いただけます。本フェスティバルでは、さまざまなＰＲ機会としてご活用いただけます。本フェスティバルでは、さまざまなＰＲ機会としてご活用いただけます。

国連生物多様性の10年日本委員会

とも連携して、生物多様性条約事務局

が提唱する「グリーンウェイブ」等を

呼びかけるゾーンも設定するため、

効果的に生物多様性保全の取り

組みをアピールできます。

＜３＞



【日程】 平成２７年４月１５日～５月１０日頃

【対象イベント】
・ 「みどりの月間」キックオフイベント（4/15）

・ アースデイ東京2015 （4/18～19、代々木公園)

・ 新宿御苑みどりのフェスタ (4/29、 新宿御苑) など

● 広報動員計画

＜４＞

①①①① 多様な告知・ＰＲの展開多様な告知・ＰＲの展開多様な告知・ＰＲの展開多様な告知・ＰＲの展開
主催者が有する行政関係ルートや関係・連携団体が有する多様な

施設・媒体を活用することにより、多様なチャンネル・媒体で幅広い告

知・ＰＲ活動を展開します。

多様なアプローチにより幅広い来場者を確保します。多様なアプローチにより幅広い来場者を確保します。多様なアプローチにより幅広い来場者を確保します。多様なアプローチにより幅広い来場者を確保します。

②②②② 環境イベント等と連携した告知環境イベント等と連携した告知環境イベント等と連携した告知環境イベント等と連携した告知
「みどりの月間」に開催される各種環境イベントや子育て関係施設

等と連携して、ポスター掲出・チラシ配布などを行い、環境・自然関心

層に本フェスティバルを幅広く告知します。

このほか、世界とつながる「グリーンウェイブ」（３月１日～６月１５日）の

シンボル行事と位置付けることで、本フェスティバルの期待感も醸成し

ていきます。

【日程】 平成２７年４月以降順次

【告知予定】

・ 行政関係機関でのポスター掲出やチラシ配布

・ 都内の学校・幼稚園・保育園等へのチラシ配布

・ 「みどりの日」の無料開放等を行う公園・施設等におけるポスター
掲出やチラシ配布

・ 東京メトロ各駅や公共交通機関等でポスター掲出

・ ラジオ等のメディア等と連携した告知・ＰＲ

・ 出展・協賛団体と連携した告知・ＰＲ

その他、様々な方法での広報を検討中です。



● 当日プログラム展開

①①①①自然を満喫自然を満喫自然を満喫自然を満喫!! !! !! !! 充実の体感プログラム充実の体感プログラム充実の体感プログラム充実の体感プログラム!!!!

((((キッズ向け）キッズ向け）キッズ向け）キッズ向け）

・ ツリークライミング体験
・ 木のおもちゃいっぱいの「木育ひろば」
・ 樹上の冒険！「フォレストアドベンチャー」
・ 森をたんけん「森のようちえんプチ体験会」
・ 森の絵本の読み聞かせ「絵本ピクニック」
・ ワークショップ「地球のカケラＤＯＰＡＳで恐竜の絵を描こう！」

・ ワークショップ「木工教室＆カンナ掛け教室」

（大人も楽しい）（大人も楽しい）（大人も楽しい）（大人も楽しい）

・ ワークショップ「森の香のマッサージ」
「布の絵本作り」「森の絵本の読みきかせ」

・ 緑のなかで身体を解き放つ「森のヨガ」
・ 自然素材を使って作ってみよう！

「クラフト」＆「樹木ウォッチング」
・ 木や自然素材を使ったグッズが大集合

「MOTTAINAIてづくり市」
・ 木製ネームプレート作製

（フード）（フード）（フード）（フード）

・ 農山村を食べて応援「フォレストキッチン」
・ 東北を食べて応援「東北復興市場」

②②②②魅力的なステージプログラム等魅力的なステージプログラム等魅力的なステージプログラム等魅力的なステージプログラム等

・ 長野県森林大使C.W.ニコルトークショー
・ 東京消防庁音楽隊による演奏
・ 小篠ユマさんの「木糸」ファッションステージ
・ みどりをまもろう！「グリーンキャラプロジェク

ト」 “ガチャピン・豆しば・くちぱっち”大集合！
・ 「子どもの森づくり運動」チェンソーカービング
・ 映画「ＷＯＯＤ ＪＯＢ！～神去なあなあ日常～」

矢口史靖監督トークショー

・ スヌーピーのクイズ大会＆記念撮影
・ 葉っぱのフレディ ミニライブ
・ ジャパンツリークライミングチャンピオンシップ

＜５＞

○ 青少年の育成と木づかいの推進の観点から、住宅・家具・日用品等の需要層の子育て世代等向けの多様なプログラムを展開します。

○ 行政や連携団体等が有する多様な媒体等を用いた告知・ＰＲ（前頁参照）と魅力的なプログラムでターゲット層の着実な集客を促進します。

日比谷公園の自然環境やステージを活用して、魅力的なプログラムを展開します。日比谷公園の自然環境やステージを活用して、魅力的なプログラムを展開します。日比谷公園の自然環境やステージを活用して、魅力的なプログラムを展開します。日比谷公園の自然環境やステージを活用して、魅力的なプログラムを展開します。

＜昨年の例＜昨年の例＜昨年の例＜昨年の例＞（本年も多彩なプログラムを検討しております）＞（本年も多彩なプログラムを検討しております）＞（本年も多彩なプログラムを検討しております）＞（本年も多彩なプログラムを検討しております）



● 会場レイアウト図

＜６＞

前年度は前年度は前年度は前年度はにれのにれのにれのにれの木広場が中心でしたが、木広場が中心でしたが、木広場が中心でしたが、木広場が中心でしたが、
今年今年今年今年は噴水広場周辺にもテントをは噴水広場周辺にもテントをは噴水広場周辺にもテントをは噴水広場周辺にもテントを配置配置配置配置
する予定です。する予定です。する予定です。する予定です。
※※※※テントやステージの配置はイメージです。テントやステージの配置はイメージです。テントやステージの配置はイメージです。テントやステージの配置はイメージです。

◎ 日比谷公園内の日比谷公会堂にて、森と花の祭典-「みどりの感謝祭」式典を

開催します。

これに併せ、噴水広場及びにれの木広場周辺（予定）で「みどりとふれあうフェ

スティバル」を開催するとともに、周辺の森の中で来場者が楽しめるさまざまな

催し物を実施し、集客に努めます。

「みどりとふれあうフェスティバル」 「みどりの感謝祭」

小音楽堂噴水広場 ステージ



● 出展費用

＜７＞

・・・・ ご出展をせずに、ご協賛のみをお考えの場合は、別途ご相談ください。ご出展をせずに、ご協賛のみをお考えの場合は、別途ご相談ください。ご出展をせずに、ご協賛のみをお考えの場合は、別途ご相談ください。ご出展をせずに、ご協賛のみをお考えの場合は、別途ご相談ください。

出展料出展料出展料出展料(消費税込消費税込消費税込消費税込) 1小間小間小間小間 2小間小間小間小間 以降、以降、以降、以降、1小間追加ごと小間追加ごと小間追加ごと小間追加ごと

学校・ＮＰＯ法人等の非営利民間団体 32,400円 64,800円 ＋32,400円

都道府県市区町村の行政機関及び社団法人/財団法人など 54,000円 108,000円 ＋54,000円

一般企業 324,000円 ＋162,000円

◎ １小間 ：2.7m×3.6mテント

◎ 基本設備(1小間)：

・ テーブル（45cm×180cm×72cm テーブルクロス付き）×3台

・ 折りたたみイス×4脚

・ 社名板（150cm×25cm）×1枚

※ 上記以外の設備、電気等使用を希望される場合は追加料金が

必要となります。

（３月中旬に配布する出展者マニュアルで、ご案内させていただきます。）



● 出展申し込み方法

◎ 出展申込書に必要事項をご記入の上、メール、郵送またはFAXにて、みどりの感謝祭運営事務局ま
でお送りください。出展申込書は、みどりの感謝祭運営事務局のホームページからダウンロードする
か、電話又はFAXで直接請求して下さい。

※ 出展申込書は郵送する前にコピーを取り、お手元に保管してください。

※ 期限内に出展申込書をご郵送いただけない場合、出展取り消しとさせていただく場合があります。

◎ 出展申込受領後、事務局より出展料のご請求書をお送りします。

出展料は、ご請求書に記載する口座へ平成27年4月30日(木)までにお振込ください。

みどりとふれあうフェスティバルへのお申し込みにあたって、以下の点をご注意ください。

◎ 各出展者の小間の位置は、出展内容などに基づき主催者が決定します。決定後、事務

局よりご案内致します。 予めご了承ください。

◎ 出展内容により、出展をお断りする場合があります。

◎ 出展申込受理後のキャンセルはできません。出展者の止むを得ない事情により、出展の

すべてまたは一部の取り消し・解約する場合は、書面にて事務局まで届け出てください。

◎ 展示スペースには限りがあるため、主催者が募集する展示規模に達した際は、申し込み

締切日よりも前に出展申込みを締め切る場合があります。

◎ 天災、厄病、その他の不可抗力の原因などによりフェスティバルを開催を中止することが

あります。予めご了承ください。

出展申込み締切出展申込み締切出展申込み締切出展申込み締切 平成平成平成平成27272727年年年年3333月月月月6666日（金）日（金）日（金）日（金）

3月6日（金） 出展申し込み締切り

3月中旬 出展者マニュアル送付

3月下旬 備品等申し込み締切

4月30日（木） 出展料 入金締切

5月7日（木） 主催者搬入・施工

5月8日（金） 出展者搬入・施工

5月9日（土） 会期（10:00～17:00）

5月10日（日） 会期（10:00～16:00）

※最終日は会期終了後に撤去

● 申し込みにあたっての注意事項

【【【【出展に関する主なスケジュール出展に関する主なスケジュール出展に関する主なスケジュール出展に関する主なスケジュール】】】】

＜８＞

みどりの感謝祭運営事務局みどりの感謝祭運営事務局みどりの感謝祭運営事務局みどりの感謝祭運営事務局

株式会社プランニングオフィスキュー

担当：小野

〒１５３-００４３

東京都目黒区東山1－17－16

TEL：０３-３７１９-３４５１

FAX：０３-３７１９-３９７５

E-mail：kanshasai2015@po-cue.co.jp

URL：http://www.midorinokanshasai2015.com/



● 昨年の「みどりとふれあうフェスティバル」の様子

＜９＞

ツリークライミング

フォレストアドベンチャー

森のヨガ

森のようちえん

ブースの様子③

カンナ掛け教室

木のストラップ作り

森の絵本の読みきかせブースの様子②

【式典】 みどりの文化賞の顕彰

【式典】 緑の少年団 入場行進

【式典】 緑の少年団による開会宣言

ブースの様子①

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩてづくり市メイン会場 様子

木育ひろば



みどりの感謝祭運営事務局みどりの感謝祭運営事務局みどりの感謝祭運営事務局みどりの感謝祭運営事務局

（出展者（出展者（出展者（出展者////協賛者からの問い合わせ先・申込書送付先）協賛者からの問い合わせ先・申込書送付先）協賛者からの問い合わせ先・申込書送付先）協賛者からの問い合わせ先・申込書送付先）

みどりの感謝祭運営みどりの感謝祭運営みどりの感謝祭運営みどりの感謝祭運営委員会委員会委員会委員会

（事務局）

公益社団法人 国土緑化推進機構

担当：佐古田、木俣

〒１０２-００９３ 東京都千代田区平河町２－７－５ 砂防会館別館５F

TEL：０３－３２６２－３８８３ FAX：０３－３２６４－３９７４

林野庁 森林整備部 森林利用課 山村振興・緑化推進室

担当：中井、佐藤

〒１００-８９５２ 東京都千代田区霞が関１－２－１

ＴＥＬ：０３－３５０２－８１１１（代表）（内線６２１７） ０３－３５０２－８２４３（直通）

株式会社プランニングオフィスキュー

担当：小野

〒１５３-００４３ 東京都目黒区東山1－17－16

TEL：０３-３７１９-３４５１ FAX：０３-３７１９-３９７５

E-mail:kanshasai2015@po-cue.co.jp



代表者(役職)氏名

氏名 / 役職名

TEL FAX

E-mail

申込小間数

住　所

〒

申　込　日
平成　27  年　　　　　月　　　　　日

企業・団体名

フリガナ

担当者

/

　３．.販売品内容（※販売する予定がある場合は、ご記入ください）

 

 □　１小間　　　　324,000円（税込）

 

 □　２小間　　　　324,000円（税込）

 □　３小間　　　　486,000円（税込）

  ※申込小間数の□に✓をして下さい。

　１．区分（当てはまる記号の全てを○で囲んで下さい。）

　　 a.情報の提供　　b.活動普及用品の展示・販売　　 c.食品等の試食や販売

　   d.体験プログラムの実施    e.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　２．出展内容や実施するプログラムの概要

　４．貴団体でＰＲするものがあればご記入下さい。

「みどりとふれあうフェスティバル」

出 展 申 込 書(一般企業)

【出展の申込み・お問い合わせ】

「みどりの感謝祭」運営事務局

株式会社プランニングオフィスキュー 担当：小野

〒153-0043 東京都目黒区東山1-17-16

TEL:03-3719-3451 FAX:03-3719-3975

E-mail:kanshasai2015@po-cue.co.jp



代表者(役職)氏名

氏名/役職名

TEL FAX

E-mail

申込小間数

住　所

〒

申　込　日

平成　27  年　　　　　月　　　　　日

企業・団体名

フリガナ

担当者

/

非営利団体ブース

□学校・NPO法人等の非営利民間団体

　　　　　　　@32,400×　　　小間＝　　　　　　　　　　　円（税込）

□都道府県市区町村の行政機関及び社団法人/財団法人など

　　　　　　　@54,000×　　　小間＝　　　　　　　　　　　円（税込）

　３．.販売品内容（※販売する予定がある場合は、ご記入ください）

　１．区分（当てはまる記号の全てを○で囲んで下さい。）

　　 a.情報の提供　　b.活動普及用品の展示・販売　　 c.食品等の試食や販売

　   d.体験プログラムの実施    e.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　２．出展内容や実施するプログラムの概要

　４．貴団体でＰＲするものがあればご記入下さい。

「みどりとふれあうフェスティバル」

出 展 申 込 書(非営利団体) 

【出展の申込み・お問い合わせ】

「みどりの感謝祭」運営事務局

株式会社プランニングオフィスキュー 担当：小野

〒153-0043 東京都目黒区東山1-17-16

TEL:03-3719-3451 FAX:03-3719-3975



代表者氏名 役職

担当部署

役職

氏名

TEL

FAX

E-mail

金　額
  □　　　　　　　　　　　円（税込）

※当日の会場内にて、ご協賛名（上記会社団体名）を会場掲示版に表示します。

平成27年度（第25回）森と花の祭典「みどりの感謝祭」

ご 協 賛 確 認 表

申　込　日 平成　27  年　　　　　月　　　　　日

会社団体名

フリガナ

〒

住　所

ご担当者

【協賛の申込み・お問い合わせ】

第第第第25252525回みどりの感謝祭運営委員会事務局回みどりの感謝祭運営委員会事務局回みどりの感謝祭運営委員会事務局回みどりの感謝祭運営委員会事務局

（公社）国土緑化推進機構 担当：佐古田

〒101-0047 東京都千代田平河町２－７－４ 砂防会館別館

TEL:03-3262-3883 FAX:03-3264-3974 E-mail:sakoda@green.or.jp


