ガールスカウト千葉県連盟主催

「ココカラ未来へ！地球学校 in ちば」開催概要
1. 趣旨・目的
ガールスカウト千葉県連盟は、
「明日をつくる 地球をつくる 子どもがつくる」をテー
マに、千葉県内で活動する環境団体や企業、ちば SDGs パートナー登録団体等と連携し、
未来の担い手である子どもたちが、SDGs の目標に向けて楽しみながら体験して学べる学
校（ブースやステージプログラム実施）を開催します。
このイベントに参加することにより、なぜ今 SDGs が必要なのかを子どもたちが理解し
て、未来に向けた行動を続けていこうと宣言する『SDGs マイスター』が、1,000 人誕生す
ることを目標としています。
『ココカラ未来へ！地球学校 in ちば』に連動して、県内 50 ヵ団のガールスカウトの活
動拠点において『ココカラ未来へ！地球学校 in〇〇（地域名）
』が実施されます。子どもた
ちは SDGs マイスターとして、地域の人たちとともに学びや行動を広げ継続していくこと
ができます。

2. 主 催
一般社団法人ガールスカウト千葉県連盟

3. 開催日時・会場
日時： 2022 年 11 月 13 日（日） 10：00～15：00
会場： TKP ガーデンシティ千葉 3 階シンフォニア
（千葉市中央区問屋町 1-45 千葉ポートアリーナ内）

4. 参加対象・参加方法




子ども向けプログラムですがだれでも参加できます
延べ約 1,000 人予定
ガールスカウト会員（5 才～高校生のスカウト、および 18 才以上の成人会員）
一般（男女問わず子どもから大人まで）
事前申込み（当日参加も可） 参加費 1,000 円

5. 内容


ステージプログラム（時間割のイメージ）
： センターステージを中心としたパフォ
ーマンス。
「らんま先生の科学実験室」*(1)、
「たっきー先生の体育の授業」*(2)など
を予定。他にも、環境団体の活動動画紹介や、ガールスカウトの SDGs 取組み紹介
動画上映予定。
*(1) らんま先生： 環境省から認定を受けた実験パフォーマー。環境問題と科学実
験をテーマにしたサイエンスショーを提供。
*(2) たっきー先生： 今がより楽しくなるために、未来がもっと楽しくなるために、

子どもたちの心と身体を整え、健康や生活を豊かにしてくれる運動を提供。


ブースプログラム（教室のイメージ）
： コンセプトは「Think & Act」
会場内で、森・里（暮らし）
・川・海などのテーマに分かれたエリアのブースは、ワ
ークショップ、クイズ、エコクラフトなど楽しく体験しながら SDGs が学べる教室
や実験室になる。ブースは、企業、行政、環境団体や学生団体などから提供。

6. 教材開発・提供


実施当日の会場および事前・事後の学びに使える教材冊子および SDGs 啓発グッズ
を開発して参加者に提供予定。

7. 後援 （7 月末現在）
千葉県 千葉県教育委員会 千葉市 千葉市教育委員会

8. 問い合わせ
一般社団法人ガールスカウト千葉県連盟 「ココカラ未来へ！地球学校」実行委員会
Tel／Fax: 043-312-0707 （ガールスカウト千葉県連盟事務局）
E-mail: gs.chiba.earth@gmail.com
ホームページ ：https://gschiba.org/
※ ガールスカウト千葉県連盟は「ちば SDGs パートナー」の登録団体です。
（No.864）

◆ 協賛のお申込み ◆ ――――――――――――――――――――――――――――――


URL または QR フォームよりお申込みください。
申込み確認後に納入方法についてご案内いたします。

URL: 協賛のお申込はこちら
 協賛いただいた会社・団体名を、当日会場での掲示および教材への記載でご紹介し
ます。
 ポスター、チラシ配布、ニューズレター発行、ホームページ掲載、SNS などにより告
知・広報を行ないます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ガールスカウト千葉県連盟主催

「ココカラ未来へ！地球学校 in ちば」ブース出展募集要項
「ココカラ未来へ！地球学校 in ちば」の体験ブースで、子どもたちが SDGs を自分で理解
できるようなプログラムを提供してくださる企業、団体を募集します。貴社・貴団体の SDGs
への取組みや活動を展示・発表する場としてもご活用ください。

1. ブース出展案内
期 日：
2022 年 11 月 13 日(日) 10:00～15:00 （設営：8:00～9:45）
会 場：
TKP ガーデンシティ千葉 3 階シンフォニア
来場者数： 1,000 名
出展団体数：15～20 団体(区画数：15～20 区画)
内 容：
SDGs をアピールした子ども向け体験型プログラム
・ワークショップ、ゲーム、クイズ、クラフト製作、その他
・各ブース体験時間の目安は 10～15 分程度

2. 募集概要
❖

募集期間

❖

募集区画
 1 区画（3m×2m）単位で全体を 15～20 区画にさせていただきます。
 1 区画につき、机（180×60cm）2 台、椅子 2 脚をご用意します。
 体験スペースとして机、椅子の追加を希望する場合は、ご相談ください。
 ブース位置は主催者側で決定いたします。事情により変更をお願いする場合がありま
すのでご了承ください。

❖

出展料
 企業・行政・法人等
１区画 20,000 円（消費税込み）
 市民団体・学生団体他
１区画 5,000 円（消費税込み）
 20 団体を超える場合には調整させていただきます
 パーテーション・ポスタースタンドは出展料とは別に使用料がかかりますので、ご相
談ください。
 電気使用料はかかりません。
 物品の販売も可能です。※食品衛生法などで事前に保健所に届け出が必要な食品類の
調理加工・販売は事前にご相談ください。担当より別途ご説明いたします。

❖

応募方法
 申込みフォームからお申込みください。正式受付後、振込についての詳細をお送りし
ます。
申込み URL： ブース出展のお申込はこちら！

8 月 10 日（水）～ 9 月 22 日（木） ＊先着順

 チラシやニューズレターで出展団体を紹介する他、ガールスカウト千葉県連盟ホーム
ページの「ココカラ未来へ！地球学校 in ちば」特設ページの会場出展団体一覧に出展
団体名を掲載します。
 新型コロナウイルス感染拡大の影響などにより開催が中止になることもありますので、
あらかじめご了承ください。
❖

その他
 ステージ上にて、SGDs の取組みを紹介する時間を設ける予定です（１枠 10 分程度、
希望者多数の場合は抽選）
。希望される場合は E-mail にてご連絡ください。
 出展募集締切後、出展者向け説明会および交流会を開催します。
（10 月 1 日予定）
 ポスター、チラシ配布、ニューズレター発行、ホームページ掲載、SNS などにより告
知・広報を行ないます。
 本イベントの情報拡散にご協力をお願いいたします。
 出展についての相談・対応等は E-mail にて行います。
問合せ先： E-Mail： gs.chiba.earth@gmail.com （地球学校担当）

❖

注意事項
① 会場は絨毯敷きですので、絨毯を汚損・破損させないよう充分ご配慮ください。
② 原則として火気（裸火や高温となるヒーター類など）の使用は禁止となります。
③ 出展者用駐車場を用意します。詳細は後日お知らせします。
④ 出展者の名称プレート等は主催者で用意します。
⑤ 盗品・コピー商品・著作権侵害の恐れのあるもの・法律で禁止されているもの・道
徳上問題のあるものや品質保証のないもの、生き物類は販売禁止となります。また
主催者が自粛をお願いする場合もあります。
⑥ 出展物等の盗難・破損、会場内における事故につきましては、主催者側は一切責任
を負いかねますのでご了承ください。

3. 出展までのスケジュール
8 月 10 日（水）
9 月 22 日（木）
10 月 1 日（土）予定
11 月 13 日（日）

「ココカラ未来へ！地球学校 in ちば」出展募集案内開始
出展募集締切
出展者説明会および交流会開催予定（zoom によるオンライン）
「ココカラ未来へ！地球学校 in ちば」開催

4. お問い合わせ
一般社団法人ガールスカウト千葉県連盟 「ココカラ未来へ！地球学校」実行委員会
Tel／Fax: 043-312-0707 （ガールスカウト千葉県連盟事務局）
E-mail:
gs.chiba.earth@gmail.com
ホームページ： https://gschiba.org/
以上

