2019
年度

12-3 月

いらなくなったらいる人へ

岡崎フリーマーケット
開催日

雨天振替日

申込締切日

①

12 月 8 日 （日）

２月 29 日 （土）

11/22（金）

②

12 月 21 日 （土）

3 月 15 日 （日）

12/6（金）

③

2 月 29 日 （土）

3 月 22 日 （日）

2/14（金）

④

3 月 15 日 （日）

3 月 22 日 （日）

2/28（金）

岡崎公園（左京区最勝寺町・平安神宮前）
時間：10 時～15 時 30 分 （English Support – 1p.m.）
会場：

＊併設イベント等の開催時間や雨天時対応はイベントごとに異なります。
詳細はお問合せください。
＊雨天時等の開催有無の確認は，開催日の朝 7 時以降に，プラスワンネット
ワークブログまたは，フリーマ情報専用ダイアル等にてご確認ください。
＊1 月の開催予定はありません。

備 考

自転車・自動車をご利用の方へ
近隣の駐車（輪）施設をご利用
ください。
駐輪場は,岡崎公園芝生広場西
側（京都市美術館別館横）にあ
ります。

【岡崎フリーマーケット情報検索・お問合せ先】

フリーマ情報専用ダイアル（開催案内）

050ー3188ー0095（24 時間音声案内）

出店お問合せ等（プラスワンネットワーク事務局） 090ー1968ー7713（平日 10 時～16 時）
http://ameblo.jp/kyoto-plusone/
プラスワンネットワーク ブログ
プラスワンネットワーク ウェブサイト

http://www.plusone.ne.jp/

京都いつでもコール（開催案内等）

075－661－3755
075－647－3444（木・日・祝を除く 9 時～17 時）

（公益財団法人 京都市環境保全活動推進協会）

http://kyoto-gomigen.jp/

この印刷物が不要になれば
「雑がみ」として古紙回収へ
京都市は SDGｓを支援しています

〇●〇●〇●

岡崎フリーマーケットは，ごみ減量（リデュース・リユース）の取組です

●〇●〇●〇

■まだ使えるものを捨てるのは，もったいない！ 人と物の出会いの場として，フリーマをご活用ください。
■ご出店時は「ごみ袋」を，ご購入時は「マイバッグ」をご準備ください。ごみは必ず持ち帰り，ごみのないフリーマに。
■フリーマでの商品の売買は自己責任です。出品禁止物の購入はご遠慮ください。
■「出品できない物」の出品や，業者としての出店は，固くお断りしています。主催者から退場をお願いすることがあります。
■会場内での事故・盗難には充分ご注意ください。会場内でのトラブルについて，主催者は一切関与しません。

出 店
■募集ブース

簡単！手間なし！
フリマ会場で出店申込

者 募 集
１２０ブース
※他のイベントと同時開催の場合など，募集数を変更することがあります。

■出店スペース 約 2.5×2.5ｍ

フリーマーケット会場内受付
テントにて，開催当日の
10~14 時に，次回以降の

出店申込を受付します！
気軽にお問合せください！

■出店料

3,000 円

■出店資格

京都府内在住，在勤，在学の１８歳以上の方
※府外在住の方は出店当日，受付にて名刺又は学生証をご提示いただきます。
※開催日，雨天振替日の両日ご予定いただける方。
※フリーマーケットは商業の場ではありません。業者の方及び，フリーマーケットのプロ・セミプロの方は出店できません。
※当日，業者等と判断した場合，退場いただきます。

■出品できない物
仕入れ品，在庫処分品，購入時の値札の付いたもの，電化製品，化粧品・医薬品・洗剤等，生き物，飲
食物，リサイクル・リメイクでない手作り品（リサイクル・リメイクであることを明示していない手作り品），自転車，バ
イク等，法律で禁止されているもの，その他リユースと関わりのない物全般，主催者が不適当と判断したもの
※出品内容によっては，出店中であっても退場いただくことがあります。

■出店申込方法

①フリマ会場（開催日の 10 時～14 時の間）

■必要事項 ①参加希望日（雨天振替日の日程もご確認ください）
④氏名（要ふりがな） ⑤年齢

⑥職業

⑦電話番号

②E メール

③往復はがき

②郵便番号

③住所

⑧出品物の内容

⑨テント使用の有無

⑩出店経歴（回数） ⑪E メール（追加募集や他のフリーマーケット,ごみ減量に関する案内などを希望の方のみ）

①
フリマ会場

当日配布の専用の申込用紙に，必要事項をご記入のうえ，会場内受付にてお手続きください。
（受付時間：岡崎フリーマーケット開催日の １０時～１４時）

②
Ｅメール

件名に，『岡崎フリーマーケット出店希望（希望日●月●日／送信者名）』と記入の上，
必要事項の①～⑪の内容を入力し送信してください
出店応募メールアドレス
freemarket-oubo@plusone.ne.jp

③
往復
はがき

往信裏面
一番上に 『岡崎フリーマーケット出店希望』 と明記の上，必要事項①～⑪記入
返信宛名面 ご自身の宛先（郵便番号，住所，氏名）を忘れずご記入ください。
往信宛名面 〒606-0094 京都市左京区上高野東氷室町 4 - 12
郵送は、往復はが
きのみの受付です
NPO 法人プラスワンネットワーク内 岡崎フリーマ係
※封書や返信できないはがきでの申込は，受付対象外です。
※ご応募は 1 人 1 通のみ。団体によるお申込みの場合，代表者 1 名様のみご応募ください。

お申込後：出店料の振込 及び お願い
●出店受付後に,「受付番号」及び出店料払込方法（振込先の口座番号等）をお知らせします。
●出店料振込の際は,受付票（返信はがき・返信メール等）記載の『出店日』と『受付番号』を必ずご記入ください。
●当日の開催有無の確認方法につきましては,日程表の下をご確認ください。
振込先口座が
●開催日,雨天振替日とも雨で,開催が中止となった場合は,中止振替日を設けます。
昨年と異なります。
ご注意ください
詳細は,プラスワンネットワークのブログ又は,お電話にてご確認ください。
●テントご使用の際は風で飛ばないよう,重石を必ずご準備ください。（対応の無い場合は,ご使用いただけません）
●プラスワンネットワークのウェブサイトもご確認ください。 http://www.plusone.ne.jp/fm/fm_shiyakusho2.html

京エコロジーセンターのイベント案内

プラスチックの
何が問題なの？
プラスチックっ
て何でできてい
るの？

どうしたら
いいの？

どうなってい
くんだろう？

プラスチック問題

たくさんの人に
考えてもらえる
とうれしいな。

～環境にやさしい私たちの暮らしを考える～
今、プラスチックの大量生産や不適切な処分が地球環境に大きな悪影響を与えています。
持続可能な未来を築くために、プラスチック問題の現状をみつめなおすとともに、
環境にやさしい暮らしを皆さんで一緒に考えていきましょう。

日時：２０２０年１月２６日（日）
■申込受付（先着順）
：２０２０年１月４日～１月２５日
１０：００～１２：４５
■申込・問合せ：
場所：京エコロジーセンター
電話 ０７５－６４１－０９１１
（京都市伏見区深草池ノ内町１３）
FAX ０７５－６４１－０９１２
対象：高校生以上

〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●もうひとつの エコセンイベント〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇

＋未来フェスタ～プラスチックと私たちの暮らし
軽くて丈夫な素材ゆえに、環境に大きな負荷を与えているプラスチック。プラスチックごみの現状や
生き物への影響を知ったり、プラスチックについて楽しく学べるブースや工作、体験が盛りだくさん！
未来に＋（プラス）できる、プラスチックとの付き合い方を楽しくいっしょに考えてみましょう！

●開催日時：2019 年 11 月 30 日（土）10:00～16:30
●対
象：どなたでも（小学生以下は要保護者同伴）
●参 加 費：無料(一部ブース有料・一部当日申込)
●会
場：京エコロジーセンター （伏見区深草池ノ内町１３）
https://www.miyako-eco.jp/event/plusfuturefesta/

こどもも、おとなも、
楽しく一緒に
考えよう!

〇●〇●〇●

〇●〇●〇●

ごみげんの取組

●〇●〇●〇 ●〇●〇●〇

京都商工会議所 共催事業

捨てるなんてもったいない！アートで楽しく！

企業向けごみ減量実践講座

GuRuRe:×愉快なおもちゃ箱
in フリーマーケット

企業のごみ減量や環境対策を主なテーマに講座や

事業活動に伴う不用物（廃棄物）を使って，もの

見学会を開催。ヒントが見つかりますよ！

づくりやアートを楽しもう！

https://kyoto-gomigen.jp/works/index_20.html

事業活動で出る端材・廃材募集中

それは，もっぺん使えるかもしれません

お茶を淹れて飲む若者急増中！？

京のお直し屋さんと，リユースショップ
の紹介サイト 「もっぺん」

リーフ茶の普及で，ペットボトル
を減らそうキャンペーン

捨てる前に，直すこと，ほかの人に

リーフ茶を飲む，自分で淹れる・・・それって・・・？

使ってもらうことも考えてみませんか？

この続きは，ウェブサイトで。

http://www.moppen-kyoto.com/

http://kyoto-leaftea.net/

リサイクルいいね

京都市内で購入できます！
企業向けごみ減量実践講座
1 巻 130m の長持ち
秘密書類リサイクル事業
トイレットペーパー「めぐレット」
シュレッダー時間を節約。段ボールに書類を詰めた後は、

紙パックは，大切な資源。学校給食の牛乳パック

そのまま溶かして段ボール原紙に！

も，リサイクルしてトイレットペーパーに！

https://kyoto-gomigen.jp/works/index_25.html

http://kyoto-gomigen.jp/works/index_24.html

児童館等で会いましょう！

助成金を活用してごみ減量にチャレンジ！

こどもむけワークショップ

市民等からの提案による
ごみ減量モデル事業

紙すき教室や、まんがを描いてごみを減らすワークシ

こんなことでごみ減量したい！助成金があれば、もっ

ョップを出前でおこなっています。年に２～４回実施

と広められる！リユース・リデュースを主としたごみ減

しています。どうぞお問合せください！

量の取組を、資金面でも応援します！
http://kyoto-gomigen.jp/works/index_24.html

（公益財団法人 京都市環境保全活動推進協会）

