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リデュース・リユース推進

岡崎
フリーマーケット

出

店

者
集

募

“いらなくなったらいる人へ” お得に買って，エコ実践♪
場所：岡崎公園

・開催時間：１０時～１５時半

☂ ：雨天振替日

も
中

フリマ会場で
出店申込
できます！

＊雨天振替日も場所・時間は同じ

＊お越しの際は公共の交通機関をご利用ください！

秋のフリーマーケットは,楽しいイベント盛りだくさん！ご出店,ご来場お待ちしています！
「捨てるなんてもったいない！ 第 1 部」
修理のお店「もっぺん出張所」、おもちゃの病院、
電気自動車の展示など盛りだくさん！

同時開催
「京の農林秋まつり」
「京野菜フェスティバル 2017」

１１/１２(日)
☂11/23(祝)

１１/１８(土)
☂12/16(土)

入金〆10 月 20 日（金）

入金〆10 月 27 日（金）

「捨てるなんてもったいない！ 第２部」
工作コーナー,芸大生の作品展示など，
使われなくなった「モノ」たちで,
自由に遊ぼう！楽しもう！
11/12，12/10 のイベント
「捨てるなんてもったいない！」
の詳細は，裏表紙をご覧ください

同時開催
「京野菜フェスティバル 2017」

１１/１９(日)

☂12/16(土)
入金〆10 月 27 日（金）

１２/１０(日)

１/２１(日)

☂12/16(土)

☂1/２７(土)

入金〆11 月 17 日（金）

入金〆1 月５日（金）

２/３(土)

３/４(日)

３/１７(土)

☂２/２４(土)

☂３/２４(土)

☂３/２４(土)

入金〆１月１９日（金）

入金〆２月１６日（金）

入金〆３月２日（金）

【フリーマーケットお問合せ先】
プラスワンネットワーク
プラスワンネットワークブログ

０９０－１９６８－７７１３（平日

10 時～16 時）

http://www.plusone.ne.jp/fm/fm_index.html

０７５－６４７－３４４４（木・日・祝を除く

１０時～１６時）

出 店
■募集ブース

者 募 集

郵送は往復はが
きのみ受付します

１６０ブース（入金先着順）

■出店スペース 約 2.5×2.5ｍ

＊11 月 18 日，19 日
は各８０ブース

■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

フリマ会場で
出店受付します！
フリーマーケット会場内
受付テントにて，開催
当日の 13~15 時に，
出店受付（出店料も
受付）します。
気 軽 にお問 合せ くだ さ
い！

※府外在住の方は出店当日、名刺又は学生証を受付にてご提示ください。
※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、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
い商品全般、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往復はがき 又は ②フリマ会場（開催時間中の午後 1 時～3 時の間）
※封書や返信できないはがき、E メールからの申込は、受付対象外です。

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、
①
往復はがき
①
①参加希望日（雨天振替日の日程もご確認ください） ②郵便番号 ③住所
での申込
④氏名（要ふりがな） ⑤年齢 ⑥職業 ⑦電話番号 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）
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
NPO 法人プラスワンネットワーク内 岡崎フリーマ係

送付先住所が
変わりました！

※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。
※出店受付後に返信はがきにて、「受付番号」及び出店料払込方法（口座番号等）をお知らせします。

②
フリマ会場
での申込

専用の申込用紙に，必要事項をご記入いただき，会場内受付にて手続きさせていただきます。
その場で，出店料をお支払いいただけます。
受付時間は，午後１時～３時

●出店料を振込いただく際は、受付票（返信はがき等）に記載の『受付番号』を振込人名横にご記入ください。
●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。
ご入金にて，
詳細は、プラスワンネットワークのホームページ又は、お電話にてご確認ください。
出店確定
です！
●当日の開催有無の確認方法につきましては、内面をご覧ください。
●テントは風で飛ばないよう、重石等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）

【お問い合わせ先】 プラスワンネットワーク（岡崎フリーマ事務局）
フリーマーケット事業協力団体のプラスワンネットワークでは、ごみの減量に関する様々な取組を行っています。
詳しくは同団体のホームページをご覧ください。 http://www.plusone.ne.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

フリーマ開催情報専用ダイアル（24 時間テープ案内） 050-3188-0095
プラスワンネットワーク事務局（出店等お問い合わせ） 090-1968-7713（平日 10 時～16 時）
京都いつでもコール（開催案内等）

075－661－3755

京都市ごみ減量推進会議

075－647－3444（木曜,日祝日を除く 10 時～16 時） ご注意ください

岡崎フリーマ出店について

http://kyoto-gomigen.jp/works/index_26.html

かけ間違いに

〇●〇●〇●〇気持ちよく、楽しいフリーマーケットに！〇●〇●〇●〇
■岡崎フリーマーケットは、ごみの減量を目的に、気軽にリユース・リデュースを実践できる場です。
■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。
■ごみは各自持ち帰りください。（ごみの放置は、公園を利用するすべての方に迷惑がかかります）
■会場内での事故・盗難には、充分ご注意ください。会場内での事故・トラブルについて，主催者は一
切関与しません。
■「出品できない物」を出品されているブース、業者の方や、プロ・セミプロとみなされる方の出店は、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。
■フリーマでの商品の売買は自己責任です。出品が禁止されている品物の購入はお断りします。
■主催者の運営ルールに従っていただき、公園を利用する皆さまも含め、楽しいフリーマーケットになるよ
うご協力をお願いします。

〇●〇●〇●〇●〇 当日の出店手順について 〇●〇●〇●〇●〇
＊車でご来場の方は、まず、有料駐車場に駐車をお願いします。
９：００ 出店者の受付開始
・受付終了後、会場内への出品物の搬入
・神宮道及び西隣の公園内の指定された
ブースにて出店準備
１０：００ 開店
１５：３０ 閉店作業開始
１６：００ 完全撤収

開催当日は午前６時時点の天気予報で判断し、電話及びブログにてご案内します
＊開始後の降雨等で、中断・中止とする場合もありますが、正午まで運営が成立した場合は、「開催」とし、
振替日の開催は行いません。ご理解とご協力をお願いいたします。
プラスワンネットワーク ブログ

http://ameblo.jp/kyoto-plusone/

ごみげん ウェブサイト

http://kyoto-gomigen.jp/works/32.html

プラスワンネットワーク フリーマ専用電話

050-3188-0095（２４時間テープ案内）

■会場

・低炭素社会の実現に向け、できる限り、公
共交通機関の利用にご協力をお願いしま

平安神宮

す。
・会場内では、自転車等は降りてご通行くだ

ロームシアター
（元京都会館）

さい。

会フ
場リ
マ

・自動車や自転車でご来場の方は、近隣の
駐車場、駐輪場をご利用ください。（駐
車場につきまして、日祝日等は、駐車料
金が高くなる傾向がありますので、事前に
ご確認ください）
・交通ルールに従い、周辺の施設等に迷惑
になるような駐車・停車はご遠慮ください。

捨てるなんてもったいない！
フリマもイベントも
楽しんじゃう2日間

in 岡崎フリーマーケット
各日 １１：００～１４：００
雨天振替開催の際は，出展内容が変更になる場合がございます。

マイ水筒（マイカップ）を持参された方には，エコグッズプレゼント！

１１月１２日（日）
雨天振替日１１月２３日（祝）

修理したいおもちゃを持ってきてね！
＊すべての修理にお応えできない場合があります。
＊１２：００受付終了（状況により受付終了を早めたり，お断りする場合があります）

●もっぺん出張所
ウェブサイト「もっぺん」に掲載されている修理のお店が、岡崎公園やってくる！
（着物のリメイク，着物のお直し・クリーニング，日本人形，革小物・鞄の修理など）

●ふろしき包み体験（ふろしき研究会）
●ハギレでハタキづくり（京都市ごみ減量めぐるくん推進友の会）
●電気自動車の展示及び給電（京都三菱自動車販売）
●おもちゃの病院（京都ＳＫＹセンター）
●うちごみ相談所（省エネ普及ネット・京都）
●産地直送野菜等のはだか売り（与謝野町 滝・金屋農業振興会）
＊天気等の影響で，販売中止や変更となる場合があります。

■ ９：３０～１２：００同時開催 京都鼓笛まつり（鼓笛バンド研究会）

１２月１０日（日）
雨天振替日１２月１６日（土）

電気自動車が来るよ！

もっぺん使われたい「モノ」たちが、
みんなを待ってるよ！

●使われなくなったいろいろな材料で自由に遊ぼう！コーナー
製品づくりのあとに残ったハギレや段ボール，金属などを使って工作しよう！

●未来のアート作家の作品展示
芸大生の作品などを間近で見られるよ。お気に入りのアート作品を探そう！

●産地直送野菜等のはだか売り（与謝野町 滝・金屋農業振興会）
＊天気等の影響で，販売中止や変更となる場合があります。

●英会話サポート（京都ＳＫＹセンター）
フリーマーケットや，周辺の観光などについて，英語でサポートします。

エコバッグを持って
遊びに来てね！

