
あちこち暮し　ミディアム☆ステイ倶楽部

2018ふるさと全国県人会まつり

この度、ふるさと全国県人会まつりの移住定住・観光・体験のブースがエンゼル広場に集結しま
した。サブステージでのプレゼンや移住相談、観光など充実したスペースになりました。体験
コーナーもあり、ご家族も楽しめる企画満載です。年1回の全国物産展と移住・観光情報を発信
するお祭りとして多くの自治体様のご参加をお待ちしています。

地方創生活動の拠点として「地方創生・ふるさと体験ブース」を開設
自治体・地方創生関連企業20ブース募集いたします。

エンゼル広場/移住・定住・観光ブース出展のご案内



ふるさと全国県人会まつり

はじめに
全国各地のふるさと自慢が名古屋に集合

全国県人会東海地区連絡協議会とは？

【加盟団体名】（３８道県人会）
中京北海道クラブ 中部青森県人会 東海岩手県人会
中京宮城県人会 東海秋田県人会 東海山形県人会
東海福島県人会 東海茨城県人会 東海栃木県人会
中京群馬県人会 中部千葉県人会 名古屋新潟県人会
東海富山県人会 中部石川県人会 名古屋福井県人会
愛知山梨県人会 名古屋長野県人会 愛知静岡県人会
名古屋滋賀県人会 東海奈良県人会 東海和歌山県人会
東海鳥取県人会 東海島根県人会 東海岡山県人会
中部広島県人会 東海山口県人会 中部徳島県人会
中部香川県人会 中部愛媛県人会 中部高知県人会 中京福岡県人会
中京佐賀県人会 東海長崎県人会 東海熊本県人会
東海大分県人会 東海宮崎県人会
愛知鹿児島県人会 愛知沖縄県人会連合会

事務局 読売新聞中部支社事業課内
（名古屋市中区栄 ）

ふるさと全国県人会まつりは年に1度、東海3県で活動する38道県人会が中心となり、祭

に、名古屋市の中心地・栄の公園で開催しています。38道県人会が所属する「全国県人会
東海地区連絡協議会」と読売新聞社が開催し、来年で18回目を迎えます。
各県人会のブースでは、ふるさとで収穫された自慢の果物や、お菓子、お酒などを販売して
います。メインステージでは、太鼓などの楽器演奏や、踊り、伝統芸能などが披露されます。
また、各地で人気のマスコットキャラクターも集まり、子供や家族連れを楽しませています。
前回（2017年）、久屋大通公園の会場には、２日間で21万人を超えるお客様が訪れ、愛知
県の大村秀章知事、名古屋市の河村たかし市長も駆け付けました。
今回も日本各地の伝統芸能や舞踊、名物や特産品などを披露し、伝えていく考えです。是

東海地方に住む各県出身者でつくる「県人会」３８団体が集まり、「全国県人会東海地区連
絡協議会」を組織しています。協議会は１９７８年に発足し、約２万人の会員が活動していま
す。
また、各県人会の役員は、愛知県知事から、愛知県を全国へＰＲすることを目的とする「愛知
ふるさと大使」に任命されています。そのほか、名古屋観光コンベンションビューローの協
力を得て、名古屋市の集客誘致の活動を行っています。



ふるさと全国県人会まつり 

実施概要

【動員数】 年 月 日（土） 人 日（日） 人

合計 人 ＜前回実績／ 人＞
※久屋広場とエンゼル広場合計

【天 候】 年 月 日（土） 晴れ 最高気温／ ℃
日（日） 晴れ 最高気温／ ℃

【出展数】 県人会／ 団体、愛知、岐阜、三重県、名古屋市、
ミッドステイ俱楽部、各地観光団体、企業
合計 ブース

【ステージ】 メインステージ出演／団体 ゆるキャラ／ 体
エンゼルステージ出演／団体

【名 称】 ふるさと全国県人会まつり２０１８

【開催日】 ２０１８年９月８日（土）、９日（日） （予定）

【時 間】 午前９時３０分～午後６時 （予定）

【場 所】 久屋大通公園 久屋広場・エンゼル広場（名古屋市中区）

【主催 】 ふるさと全国県人会まつり実行委員会

（全国県人会東海地区連絡協議会、読売新聞社、

愛知県、名古屋市、日本観光振興協会中部支部、愛知県観光協会、

名古屋観光コンベンションビューロー

【後 援】 岐阜県、三重県、名古屋商工会議所、中部経済連合会、 名古屋放送局、

メ～テレ、中京テレビ放送、テレビ愛知（ 年実績）

【協 賛】 各社 （予定）

【協 力】 各社 （予定）

【内 容】 東海地区にある道県人会を中心に、郷土芸能、特産品販売、観光ＰＲなどを

通してふるさとの魅力を紹介する。

・各県人会によるブース出展、特産品販売

・各県人会によるステージでの郷土芸能披露

・サブイベント：ゆるキャラ大集合、ふるさと絵手紙コンテスト、ふるさと新聞ほか
＜前回実績＞



ふるさと全国県人会まつり

ふるさとサテライト会場（エンゼル広場/地方創生・ふるさと体験ブース）

「ふるさとサテライト会場」では、移住・定住情報をはじめ観光
や体験などをプレゼンやゲームで楽しくアピールできます。

各ブースでは、移住・定住・空き家・ふるさと納税・観光・就労など
の相談窓口として活用いただけます。昨年も、真剣に移住を考
えている相談者や興味ある方が多数ブースに来訪しました。

ミディアム☆ステイ倶楽部が、ふるさと全国県人会まつりに出展してから6年目を迎え、毎年ブースでカ
タログを受け取りに来られる方が増えています。昨年は1500部を配布できた県もあり、ここで相談さ
れた方が移住を決めるきっかけになり移住を実現されました。また、イベント情報を発信した地域は参加
表明を多くの方にいただいた実績もあります。

あちこち暮らしミディアム☆ステイ倶楽部は、毎年9月に開催される
”ふるさと全国県人会まつり”の地方創生担当として、県人会活動と
共に地方創生、郷土の応援をしていきます。

2日間でカタログ1000～1500枚前後配布

ミニステージでのプレゼンや、地域の物産を
景品にしたゲームを開催

相談窓口

ミディアム☆ステイ倶楽部では、アンケートを実施し2日間
で約200名の方に協力していただきました。このアンケー
トを参加自治体と共有できるようリストを作成いたします。

アンケート調査を共有します。

体験型を取り入れたブース設置もできます。
ゲームで地方名産をプレゼント。
昨年、サイコロゲームで約260名が参加したブースもあり
ました。

ブース活用事例

ミディアム☆ステイ倶楽部では、各自治体が情報交換の場
として1日目の夜にブース参加者と親睦会を開きます。ご自
由にご参加ください。

各自治体の情報交換の場として

今回は20ブースを募集！
地方創生の意味を沢山の方に知っていただき
移住者を地域に迎えよう～！

2017ふるさと全国県人会まつり

＜ミディアム☆ステイ倶楽部アンケート＞

3.下記のどの情報を収集したいですか？

（　）移住・（　）定住・（　）空家・（　）ふるさと納税・（　）観光・（　）就職

1.行ってみたい地域や県を順に3つご記入ください。

（　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　　）

2.住んでみたい地域や県を順に3つご記入ください。

（　　　　　　　）（　　　　　　　）（　　　　　　　）

4.「ちょっと暮し体験」をしてみたい。情報がほしい。

体験したい　・　体験はしない　　/　情報がほしい　・　情報は今はいらない

はい　　・　　いいえ　・　　どちらともいえない

（　）移住・（　）長期滞在・（　）短期滞在・（　）週末移住・（　）その他

6.移住や中期滞在等どのようなスタイルに関心がありますか？

5.空き家情報に関心がありますか？

お名前

住 所

TEL: FAX: e-mail :

生年月日 家族（　　　人）

*必須

（〒　　ー　　　　　）

＜個人情報について＞
お客様の個人情報を無断で収集することはございません。個人情報を収集する際にはお客様の意志による情報のご提供を原則としております。

★会員登録/無料 ※会員登録のみで年会費・会費は一切発生いたしません。
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ふるさとサテライト会場

  ＜会場について＞

実施概要 ふるさとサテライト会場（エンゼル広場/地方創生）
県人会ブースが並ぶ「久屋広場」は、ふるさと各地の郷土料理、特産品の販売などを行います。
今回、ご案内する出展会場は、久屋広場の北側にある「エンゼル広場」です。
会場を４つのテーマに別け、県人会まつりの趣旨に沿った事業を展開します。
ふるさとサテライト会場
＜出展ブースについて＞
【A/観光PRコーナー】
　　秋・冬の旅行や観光ＰＲを目的とする出展者を募集。パンフレット、冊子の配布や相談窓口を設置して来
　　場者にアピールいただきます。
【B/ミディアム☆ステイ倶楽部/地方創生、移住・定住・体験・空家・地方観光・ふるさと納税情報コーナー】
　　地方での暮らしを望む方に、受入れを募集している自治体の支援施策や住環境などを紹介するととも
　　にイベント情報や相談窓口コーナーを設置。地方の観光を含めアピール、アンケート収集できます。
【C/ふるさと全国体験コーナー】
　　現地でしかできない体験を会場でも実体験できる出展を募集します。昨年は「化石
　　発掘」「縁結び神社祈念」などが県人会ブースで展開されました。
【D/企業出展】 サテライト会場への協力。当日の案内チラシに企業名を掲載します。
　　　　　　（設営場所は要相談。昨年はスジャータめいらくが出展）

（2018年エンゼル広場予定図）
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出展者名 

＜ブース基礎＞

【基礎設備】
テントサイズＷ ㎜（内寸 ㎜）

Ｄ ㎜（内寸 ㎜）
※側幕（三方囲）テント地

設備 会議テーブル／
パイプ椅子 ／
ブース社名板

イメージ： 年 東海ブース

【そのほか】
・各種申込受付、案内配布などにご利用いただけます。
・その他必要機材はご用意願います。
・テント内での物品販売、サンプリング配布ができます。
（詳細はミディアム☆ステイ倶楽部事務局まで、お問い合わせください）

ふるさと全国県人会まつり

出展ブース

そのほか各種追加備品に対応します。（下記は、 年の価格一例です）
品名 規格・仕様 単価（税込）

会議用テーブル × ¥     2,160

会議用テーブル × ¥     2,160 

ビニールクロス白 テーブル用 × ¥        486 

パイプ椅子 アルミ製 ¥        324

丸椅子 ¥        216

のぼりポール 長さ ｍｍ ¥        540

ポスター用パネル白経師貼り × 吊り下げ式 ¥     7,560

カタログスタンド 縦 段 列 ¥     8,640

カタログスタンド 縦 段 列 ¥     5,940

扇風機 ¥     5,400 
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ミニステージ出演

＜ステージPR／出演について＞
〇出展の特典として、ミニステージ（エンゼル広場）への出演が可能です。
　内容については、団体のPR、観光PR、芸能公演など、出展内容に準じたものであれば
　何でも構いません。
〇出演時間などについては、申し込みに合わせて協議調整いたします。
　（1枠：15分、出演数によって複数枠出演可）
〇出演者側においてかかる費用は、出展者でご負担ください。
　（例：出演者の交通費、楽器手配、そのほかの追加機材など）

【ミニステージ概要】
■仕様（予定） 幅／5,400mm 奥行／3,600mm
ステージ床板
左右両側に自立スピーカー
■設備 簡単な音響設備を用意します。
(マイク3本･ＣＤ・ＭＤデッキ等)
出演に関する以外の物品はステージ周りに置けません。
また出演に関する物品についても進行スタッフとの打ち合わせの上、
スタッフが指定する場所に置いて下さい。
■備品 ・長机／２本
・パイプイス／５脚

ミニステージ（ミディアム☆ステイ倶楽部では2日間各30分×2回プレゼンタイムを設けています）

メインステージ/久屋大通公園（ミディアム☆ステイ倶楽部ではメインステージでのプレゼンを30分設けています）

ミディアム☆ステイ倶楽部ではステージの内容や割り振り等をご指示させていただいています。
分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。



ふるさと全国県人会まつり 

2017年 ふるさと全国県人会まつりエンゼル広場の様子 

【移住・定住】
 

【観光ＰＲ】
 

【ふるさと納税】
 

【体験】
 

【企業】
 

○ 下記のテーマに沿って自治体や観光団体、企業の皆様に出展いただきました。
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そのほか

2018ふるさと全国県人会まつり実行委員会/読売新聞社/問い合わせ
〒
名古屋市中区栄 丁目 番 号
： ：
：

読売新聞中部支社 総務部事業課
担当：小林、尾高

株式会社シンク
担当：村瀬、東山
〒
名古屋市中区丸の内
： ： 

＜開催運営について＞
　会期中は､必ず主催者係員の指示に従ってください。
　会場営業中､出展ブース責任者は必ず会場に常駐してください。
　展示及び実演は､各団体ブース内に限定します。道路や公園施設内での広告･宣伝･販売
　などの行為はお断りします。
　主催者は､事故防止に努めますが､天災その他不可抗力による損害については責任を負
　いません。
　ブース内の管理は､出展者の責任において行ってください。
　出展内容が本まつりの開催趣旨にそぐわない場合は、申込をお断りする場合がございま
　す。あらかじめご了承ください。

●開催の中止について
　主催者は、天災その他不可抗力の原因により、開催を中止させていただく場合がありま
　す。主催者は、これによって生じた損害は補償いたしません。
　ただし、開催を事前に中止したときは、既納料金の全部または一部を返却いたします。
　開催日2日間のうち、1日でも実施した場合は、催事成立といたしますのでご了承ください。

2018ふるさと全国県人会まつりブース出展者募集
★地方創生・ふるさと体験ブース
　あちこち暮しミディアム☆ステイ倶楽部
■TEL070-5447-3021　FAX052-831-9230 
■メール：midstay@gmail.com 担当.松岡美紀（携帯：090-3935-6082）

・移住・定住情報・観光情報・空家情報・ふるさと納税情報
・地方創生に関する企業・体験情報/等の出展者を20ブース募集！

★地方創生担当/あちこち暮し・ミディアム☆ステイ倶楽部は下記を募集します。

お申込は次のページに記入の上、FAXかメールでお申し込みください。
開催日までの手続きをミディアム☆ステイ倶楽部で全て行います。
（お申込みは2018年2月末までに行ってください。仮予約もお受けいたします）



☆2018年ふるさと全国県人会まつり/地方創生ふるさと体験ブース申込書

2018年ふるさと全国県人会まつり内容
■日時：2018年9月8（土）・9日（日）予定/2日間　9：30～日没
■会場：名古屋栄/エンゼル広場　雨天決行
********************************************************************
◆ブース使用料(税抜）・ブースの数は現時点では何ブースでもOKです。
・2日間・ブース････・・・・・・･ 150,000円
・1日・ブース････・・・・・・・･･･ 90,000円
◆カタログ参加/２日間･････10,000円 /1種類200部
※カタログが何種類かの場合は1つ（例/ビニール袋）にまとめていただければOK  
◇ブース使用に関するご相談をお受けいたします。　  　　　　　　　　　　　　
********************************************************************

あちこち暮し・ミディアム☆ステイ倶楽部  メール：midstay＠gmail.com  https://mediumstay.net

あちこち暮し・ミディアム☆ステイ倶楽部　（株式会社 日本エム・アイ・エー内・一般財団法人MIA協議会賛助会員）
〒464-0074　名古屋市千種区仲田2丁目17番7号  TEL052-763-4004  FAX052-763-4006

★あちこち暮し・ミディアム☆ステイ倶楽部
■TEL070-5447-3021　FAX052-831-9230
■担当.松岡美紀（携帯：090-3935-6082）  
■メール：midstay@gmail.com 

ブース参加　 カタログ参加　　(　　）　　　
　　　　　　　　

貴団体名 役職名

ご氏名 担当者名

連絡先 TEL

E-Mail

■上記にご記入いただき FAXまたはメールに上記の内容を記載していただきお送りください。

・参加日にチェックを入れてください。
■開催日時：2018年9月8（土）・9日（日）・・予定（2018年4月に決定）

★20ブース募集！数に限りがありますのでお申込多数の場合は先着順になります。
　（第一次募集：2018年2月末迄にお申込みください。仮予約でもOKです）

1ブース/2日間　（　　）
1ブース/1日間・・・・・8日（土） （　　） ・  9日（日）（　　）

・2018ふるさと全国県人会まつり/お問い合わせ

募集
内容

移住定住・自治体/観光・体験教室関係・体験施設関係
ふるさと納税情報・空家情報・地方創生関連の一般企業
店舗・産直野菜や地元をアピール

自治体・企業様のご参加を募集いたします。気軽にお問い合わせください。

昨年2017年ふるさと全国県人会まつりの模様が記載されています。https://mediumstay.net/kenjinkai2017.html
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