10 月 20 日（土）の同時開催イベント
KBS 京都ラジオ『京都岡崎であい・いきいきパーク２０１８』

『電気自動車を知ろう！』（協力：京都三菱自動車販売）
『もっぺん出張所』（修理やお手入れの相談,簡単な修理など）
出展店舗：
（5 店舗）

『秋田ミシン商会』（ミシン），『カバンの病院明石屋』（革製品）, 『革工房 GYPSY』（革製品）,
『きものｸﾘﾆｯｸ悠遊舎』（着物），『人形修理ﾈｯﾄﾜｰｸ福田匠庵』（人形），『早川刃物店』（刃物）
＊雨天時は，変更となることがあります。当日，お問い合わせください。＊

食べきれずに困っている食品
岡崎フリーマーケットにお持ちください

実施・お問い合わせ：特定非営利活動法人 セカンドハーベスト京都
TEL

講座参加者募集中！

075-343-7250 /

E メール info@2hkyoto.org

使い捨て

今こそ脱 プラ！これからの「循環型社会」
9 月 30 日（日） 「何が起きているのか～中国で、国内で、世界で～」
10 月 27 日（土） 「解決策を考える～減らす～」
12 月 2 日（日） 「解決策を考える～確実に回収する～」
平成 31 年 2 月 3 日（日）「今こそ２R！まとめ」
＊詳しくは，京都市ごみ減ウェブサイトをご覧ください。

http://kyoto-gomigen.jp/works/179.html
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２R（リデュース・リユース）推進

岡崎フリーマーケット

いらなくなったらいる人へ
モノと人 いい出会いを

同時開催

『もっぺん出張所』
English
Support
Day

気軽に修理やお手入れの相談
→詳細は,裏表紙へ

English
Support
Day

１０/２０(土)

１１/１１(日)

☂ 11/24(土)

☂ 12/22(土)

〆切 10 月５日（金）

〆切 10 月 26 日（金）

岡崎公園
時間：10 時～15 時 30 分
会場：

（English Support – 1p.m.）

☂：雨天振替日

同時開催 10/20

KBS 京都ラジオ

＊同時開催イベントの雨天時対応は
イベントごとに異なります。

『京都岡崎 であい・
いきいきパーク 2018』

＊1 月, 2 月岡崎フリーマーケットはありません。

１２/１６(日)

３/３(日)

☂ 12/22(土)

☂ ３/１７(日)

〆切 11 月 30 日（金）

■会場案内

〆切 ２月１５日（金）

ES
D

：EnglishSupportDay
英会話サポート実施（10～13 時）
実施：SKY おもてなし英会話
：フードドライブ

（3 月まで毎回実施します）
実施：セカンドハーベスト京都

公共交通機関をご利用ください。
平安神宮

ロームシアター京都
（京都会館）

会
場
自転車・自動車を
ご利用の方は，近
隣 の駐 車 （ 輪 ）
施設をご利用くだ
さい。

【フリーマーケット情報検索・お問合せ先】
プラスワンネットワーク ブログ
ブログ
プラスワンネットワーク

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

プラスワンネットワーク ウェブサイト
フリーマ情報専用ダイアル（24
時間テープ案内）

http://www.plusone.ne.jp/
050-3188-0095（２４時間テープ案内）

フリーマ情報専用ダイアル
プラスワンネットワーク事務局（出店等お問合せ）

050ー3188ー0095（24
090-1968-7713（平日時間音声案内）
10 時～16 時）

プラスワンネットワーク事務局（出店お問合せ等）
京都いつでもコール（開催案内等）

090ー1968ー7713（平日
10 時～16 時）
075－661－3755

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
10 時～16 時）
075－647－3444（木・日・祝を除く 10 時～16 時）

〇●〇●〇気持ちよく、楽しいフリーマーケットに！〇●〇●〇
■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。
■ごみはお持ち帰りください。（ごみを放置されますと、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。出品禁止物の購入はご遠慮ください。
■主催者の運営ルールに従、楽しいフリーマーケットになるようご協力ください。

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

雨天時等の開催有無について
開催当日午前６時時点の天気予報で判断し、電話（音声案内）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

フリーマ情報専用ダイアル

050-3188-0095（２４時間音声案内）

〇●〇●〇●

岡崎フリーマーケットは，ごみ減量（リユース・リデュース）の取組です

●〇●〇●〇

出 店
■募集ブース

者 募 集

簡単！手間なし！
フリマ会場で出店申込

郵送は往復はが
きのみ受付します

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
13~15 時に，次回以降の

出店申込を受付します！

■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

（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、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

②フリマ会場（開催日の午後 1 時～3 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

②郵便番号

③E メール
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
①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を記入

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
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。
※封書や返信できないはがきでの申込は、受付対象外です。

②
フリマ会場
③
Ｅメール

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。
その場で，出店料をお支払いいただけます。（受付時間：開催日の 午後１時～３時）
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

●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。
●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ウェブサイト又は、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）
●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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【開催・出店のお問い合わせ】

NPO 法人プラスワンネットワーク（岡崎フリーマ事務局）

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

電話（平日 10 時～16 時）
０９０－１９６８－７７１３
ブログ http://ameblo.jp/kyoto-plusone/
【主催】

０７５－６４７－３４４４（木曜,日祝日を除く 10 時～16 時）
フリーマーケット事業

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

