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会場全体図 

ゴミステーションの位置 
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ステージ 

ドームエリア 

NPOエリア 

ワークショップエリア 愛ファザWalkゴール 

東北エリア 

会議室(控室) 

投票／チケット／案内所 

モリコロパーク)出演者の控室となる会議室には、VIPに

対応できる備品がない。事前に必要な物があれば教え
てほしい。（姿見など） 



無料休憩室
(30人) 
幼児休憩室 

ワークスタジオ 

(3室続き) 

多目的室4
調理控室 

 

 
多目的室3 

多目的室2 
大会本部／ 
救護所 

 

 
多目的室1 

（音楽室） 

音楽楽屋 

会議室 

(楽屋) 
体験実習室
3(26×3=78) 

体験実習室
2(26×3=78) 

体験実習室
1(26×3=78) 舞台サイズ

7200×5400
×800 
4間×3間 

中心部エリア 
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体験学習室1+2 体験学習室3 多目的室3 

14:00-15:00 
大船渡市長講演 
「今後の地域連携」 

13:30-15:30 

ヘルピングハンズアンド
ハーツション体をひらくヨガ 

13:30-15:30 

大ナゴヤ大学「思い
出アルバム授業」 

16:00-18:00夢ネット大

船渡「被災地岩手と愛
知～被災地支援につ
いて」 

16:00-18:00 

福祉工房あいちものづくり
体験 

体験学習室1+2 

14:00-15:00 
住田町長講演 
「今後の地域連携」 

16:00-18:00 

福祉工房あいちも
のづくり体験 

10
/8 

10
/9 

10/9体験学習室3多目的室3は他団体が使用 

大型モニター 



ステージ＆フードエリア 
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ステージサイズ
W10800ｘD7200
ｘH800 



東北物産エリア 
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1つの壁に2つの団体

が入る場合には
900×1800の仕切り版 

NPOエリア 
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東北NPO⇒ 

23,24 

20,21,22 

17,18,19 

14,15,16 

11,12,13 

9,10 

7,8 

5,6 

3,4 

1,2 

  団体名 

1   
世界の医療団 メドゥサン・デュ・モンド 
ジャポン 

2   ラン・フォー・ピース協会 

3   
社団法人アムネスティ・インターナショナ
ル日本 

4   知的生産の技術研究会・東海 

5   
特定非営利活動法人 ハートフルフレン
ズ 

6   福祉工房あいち 
7   特定非営利活動法人 こすもす畑 

8   
NPO法人 WAFCA (アジア車いす交流
センター) 

9   
一般社団法人 スペシャルオリンピックス
日本・愛知 

10   アスクネット(10/9のみ) 

10   
NPO法人 ヘルピングハンズアンドハー
ツジャパン(10/8のみ) 

11   セカンドハーベスト 
12   日本国際飢餓対策機構 
13   コミュニティ・ユース・バンクmomo 

14   
特定非営利活動法人 愛・地球博ボラン
ティアセンター 

15   
愛知淑徳大学文化創造学部 榎田ゼミ
ナール 

16   大ナゴヤ・ユニバーシティー・ネットワーク 

17   
特定非営利活動法人 犬山市民活動支
援センターの会 

18   NPO法人 G-net 
19   メビウスハート 

20   
ボーイスカウト愛知連盟 愛知ローバー
ス会議 

21   
特定非営利活動法人 レスキューストック
ヤード 

22   
生活協同組合 コープあいち 「お茶っこ
ひろば」 

23   特定非営利活動法人 NPO愛知ネット 
24 愛知県 

東北からの団体 

1 被災地大船渡のNPO 活動紹介展 

2 のびのび子育てサポーター「スマイル」 

3 
～被災地支援ボランティアネットワーク～ 
NPO法人 遠野まごころネット 

4 NPO法人まちづくりぐるっと おおつち 



ステージプログラムスケジュール  
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時刻 時間 項目 内容 

12:55 5分 オープニングアクト 津軽三味線 

13:00 5分 開会・ご挨拶 榎田会長 

13:05 5分 来賓ご挨拶 

13:10 5分 来賓ご挨拶 大船渡市長 
⇒このあとで講演会(14-15時)がある 

13:15 3分 開催宣言 面高実行委員長 

13:18 オープニング (場面転換) 

13:20 5分 チアドラキッズ 登場 

13:25 5分 願いごと風船 チアドラキッズや登壇者による風船3000個リリース 

13:30 イベント案内 (場面転換) 

15分 津軽三味線 演奏 

13:45 60分 お笑いライブ ガリットチュウ、ジョイマン、ものいい 

14:45 15分 今井絵理子トークショー 今井絵理子×MCでのトークショー、 
⇒ライブへの導入 

15:00 30分 チアドラキッズ ダンスショー 

15:30 30分 アカペラライブ アカペラ4人組グループXuXu(シュシュ) 大船渡 
⇒講演会を終えた、大船渡市長がさんまのところにいかれる 

16:00 30分 さんさ踊り 別で芝生のところで踊りの指導をしておく 
 

16:30 30分 愛ファザWalk表彰 完歩証授与、表彰など、壇上で黒田武志ネットオフ社長親子
がB-1コースを歩いてこられたのでその模様をインタビュー、ま
た被災地の親子が歩かれたのをピックアップする 
バックにスライドショーで「愛ファザWalk」がなにかをわかるよ
うにする 

17:00 30分 陸前高田市太鼓 

17:30 30分 今井絵理子さんライブ ギター、ベース、ドラム、キーボード、マニュピレーター 

18:00 一日目のフィナーレ 

１０月８日（土）第１日目 



ステージプログラムスケジュール  
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時刻 時間 項目 内容 

12:55 5分 オープニングアクト 陸前高田市太鼓 

13:00 5分 来賓ご挨拶 長久手町長 

13:05 5分 来賓ご挨拶 住田町長 
 

13:10 30分 住田町鹿おどり  
 

13:40 35分 チアドラキッズ  
 

14:15 イベント案内 (場面転換) 

14:30 60分 お笑いライブ 佐久間一行、ジョイマン、ものいい 

15:30 60分 FORCEダンススタジオ 
ダンスショー 

子どもたち100名参加 

16:30 30分 愛ファザWalk表彰 完歩証授与、表彰など、壇上で、歩いてこられた被災地の親
子（１０名）をピックアップして、その模様をインタビュー 
バックにスライドショーで「愛ファザWalk」がなにかをわかるよ
うにする 

17:00 30分 和美東+徳並鹿子踊 鹿子踊りと太鼓のコラボ 
 

17:30 30分 RIA+ノリシゲ ライブ 浜のミサンガ主題歌 
 

18:00 フィナーレ 来年のまたあいましょう！！ 

１０月９日（日）第２日目 
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特別講演  

１）タイトル   今後の地域連携について 
２）開催日    ２０１１年１０月８日（土）14:00-15:00 
                        大船渡市 戸田 公明 市長講演 
          ２０１１年１０月９日（日）14:00-15:00 
          住田町    多田  欣一  町長講演 
          （雨天決行） 
（３）会 場    愛・地球博記念公園（愛称：モリコロパーク） 
          地球市民交流センター特設会場 
          長久手町大字熊張字茨ケ廻間乙１５３３－１ 

大船渡市 戸田 公明 市長 住田町    多田  欣一  町長 

準備物：プロジェクタ、スクリーン、PC、配布資料、
受付、参加者名簿、記銘盆、 

※陸前高田市長ビデオメッセージ 
は事前に収録したものを会場で流す 



フードエリア  

◆開催日：2011年10月8日(土)-9日(日) 
◆開催時間:午後1時～午後5時※雨天決行 
◆会場:会場名:愛・地球博記念公園（モリコロパーク）地球交流センター 
会場住所:愛知県愛知郡長久手町熊張茨ヶ廻間乙1533-1 (開館時刻:9-21:00) 
◆駐車場:パーク有料駐車場をご利用下さい 
◆交通:リニモ線「愛・地球博記念公園駅」下車すぐ 
［ファンドレイジング・イベント］愛フェス 
フードエリアの出展料の一部は、東北支援のために活用させていただきます 
また、フードエリアの売上の一部も、地域や国際社会を支えるNPOのために活
用させていただきます。 
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［出店店舗］金券チケット形式 

No 地域 名称 内容 テント数 

1 岩手県 
大船渡市 

KAIZAN いかやき、ジャンボフランク、
生ビール、ソフトドリンク 

2×3間１つ 

2 静岡県 
富士宮市 

富士宮やきそば 富士宮やきそば 2×3間1つ 
 

3 愛知 森のレストラン 弁当パック、ビール、ソフトド
リンク 

2×3間1つ 

No 地域 名称 内容 テント数 

5-
7 

大船渡 今が旬！大船渡さん
ま祭りin愛知 

焼きサンマ(募金方式)、焼き
台は持参、横断幕 

2×3間3つ 
 

No 地域 名称 内容 テント数 

4 住田町 住田町役場 ポークソーセージ、鶏はらみ
試食販売、うちわ販売 

2×3間１つ 
 

［出店店舗］試食形式⇒注文 

［出店店舗］市役所からふるまい⇒募金方式 


