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   市民活動見本市めっかめっか 2022報告書   2022.12.15   
【開催目的】 

◆市民へ様々な市民活動団体を紹介する。(情報の収集、発信、共有) 

◆ひとサポが、様々な市民活動団体と参加団体同士の繋がりをつくる。（後のマッチングへ繋げる） 

◆人材を発掘する。（趣味から市民活動への引き上げ） 

 

【開催に至った経緯】 

    本年度は、ひとサポ理事を中心とした実行委員会形式での運営とし検討を重ねた。２年間、十じろうギャ

ラリーの展示のみという開催だったが、本年度は分じろうと十じろう２館での開催で計画をした。しかし、

昨年度に続きコロナ禍での開催が予想され、例年行っていた発表などは本年度も決行を断念した。 

 

【重点項目】 

できるだけたくさんの団体の活動や情報を市民にお知らせして団体と繋げていきたい。生涯学習課とスポ

ーツ振興課に協力をいただき、市内の各施設で活動をしている市民団体（社会教育関係団体など）の情報も

集めた。また、新規の団体に声をかけ参加をお願いした。 

 

【会 期】令和 4年 9月 25日(日) 午前 10時～午後 2時 

（十じろうギャラリー展示 9/18(日)～10/2(日) 午前 9時～午後 9時 30分※最終日午後 3時まで） 

【会 場】十日町市市民交流センター分じろう 十日町市市民活動センター十じろう 

【内 容】体験型ワークショップ、販売(物販・テイクアウトなど)、団体紹介・団体作品の展示 

【主 催】NPO法人市民活動ネットワークひとサポ 

 

 ■実施状況                                         

5/12(木) 第１回市民活動プロジェクト会議（分じろうルーム 1・2） 日程決定 

7/8(金)・8/12(金)・9/9(金)・10/13(金) 十じろうギャラリー 市民活動見本市めっかめっか実行委員会 

7/27(水)19時～十じろうギャラリー めっかめっか 2022説明会（参加者 18名※zoom 参加含む） 

9/16(金) 十じろうギャラリー展示作業１日目：計 10団体（AM５団体、PM２団体、夜３団体） 

9/17(土) 十じろうギャラリー展示作業２日目：計  7団体（AM２団体、PM１団体、夜４団体） 

9/18(日)～10/2(日) 9時～21時 30分※最終日 15時まで 十じろうギャラリー展示 

 9/24(土) パネル・長机など分じろうマーケット広場に搬入。 

9/25(日) 「第 13回市民活動見本市めっかめっか」開催 地元新聞社 4社取材有 

10/2(日) 十じろうギャラリー展示最終日 15時～撤収作業１日目：計 9団体（PM５団体、夜 4団体） 

10/3(月) 十じろうギャラリー展示撤収作業２日目：計 8団体（AM５団体、PM２団体、夜１団体） 

      ※終了後に各団体にアンケートを実施 

 10/10(月) 参加団体へお礼状送付 

 ■参加団体                                                                                  

◆参加団体  合計 40団体（内★新規 22団体）：58ブース（分じろう会場 39、十じろう会場 19） 

 （社会教育関係市内各施設登録団体情報一覧  合計 252団体＜重複有＞）   

分 類               団 体 名          (順不同) 

体験 4 

（★2） 

伊乎乃(いおの)の里・縄文サポートクラブ NPO法人 らいぶフォーラム 

★城南楽笑クラブ ★県立津南中等教育学校 
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販売 4 

（★3） 

フォルトネット ★県立津南中等教育学校 

★越後妻有里山ごっつぉ研究会 ★ℐ（あい）女性会議 

紹介 19 

（★13） 

かわにし夢きゃらばん スノーボランティア夢雪隊 

十日町おやこ劇場 とおかまち随筆クラブ 

★十日町個店活性化勉強会 ★詩吟神風流神邑会朔の会 

★十日町商工会議所青年部 ★十日町市ロケ応援団 

★グループ花しごと ★十日町軽スポーツクラブ 

★妻有民謡友の会 ★十日町市手をつなぐ育成会 

★妻有吟生会 ★くさぶえ料理教室 

★十日町健康麻将の会 ★となりん家 

★十日町市民環境会議 だんだん会 

NPOひとサポ ブース  

作品・ 

紹介展示 18 

（★5） 

絵手紙サークルつわぶきの会 フォルトネット 

陶友会 楽画会 

まちなか手芸部 若葉会 

だんだん会 十日町市消費者協会 

十日町市地域おこし協力隊 NPO 法人セーフティーネットぼうさい 

NPO法人十いろ NPO らいぶフォーラム 

N PO ひとサポ 学じろう ★手楽(手しごとを楽しむ会) 

★十日町要約筆記サークルうさぎ ★消費生活サポーター 十日町ベルの会 

★デジカメしよう華 ★きものの集いの会 

社会教育関係団体

情報一覧 掲示物 

各公民館・情報館登録団体 161 学校体育館登録団体 41 

分じろう十じろう登録団体 50  

 

 ■来場者数                                       

・来場者数 約 410名（延べ人数） 

 

 ■市報掲載                                       

・7/10号 参加団体募集掲載 

・9/10号 まちなかステージ行事予定表、イベント情報を掲載  

 

 ■チラシ・ポスターの設置、報道機関へのプレスリリース                           

・チラシ・ポスターを段十ろう、各地区公民館、情報館、博物館、市役所、市内主要箇所に設置依頼。チラシ

5000枚新聞折込。本町、コモ通り、駅通りの商店など 30店舗と市内主要箇所へポスターの掲示依頼。 

・報道依頼（新潟日報社と地方紙 4社、エフエムとおかまち）※新潟日報と地方紙 2紙に記事が掲載された。 

 

 ■告知                                          

・9/12(月)より開催期間終了まで、十じろうマーケット広場に横看板（フォルトネット作）とのぼり旗を設

置。 

・ひとサポ通信 9月に掲載。 

・ニューうおぬま（新潟日報折込誌）に掲載。 

・分じろう、十じろう館内、各所にポスターを掲示。 

・ひとサポ、分じろう十じろう Facebook にイベント情報と団体紹介・作品紹介を掲載。 



3 

 

 ■所見：NPO 法人 市民活動ネットワークひとサポ                        

・新型コロナ感染拡大が心配される中、開催について実行委員会で慎重に協議し、参加者及び来場者の安心・

安全に考慮し、体験型ワークショップ・販売（テイクアウト等）・活動紹介・作品展示の開催を決定した。 

・募集については、過去の参加団体や分じろう十じろう登録団体に案内を配布し、市報でも募集をかけた。ま

た、今まで関わってきた団体に直接連絡をとり募集チラシ設置の依頼をした。参加 40団体（うち新規参加

は 22団体）、会場ブースは合計 58ブース（分じろう会場 39、十じろう会場 19）だった。 

・例年やっていた参加団体事前説明会はせずに、「めっかめっか 2022説明会」で実行委員会がイベントの目

的や内容などを説明した。 

・事前告知・開催期間の看板掲示や地方紙と市報の記事掲載、主要箇所へのポスター掲示やチラシ設置、また、

チラシの新聞折込やひとサポ通信と Facebook での告知などをした。来場者数についてはコロナ禍であり

例年通りとはいかなかったが、開催したことにより市内の社会教育関係団体数などの調査などができ成果は

あったと思う。 

・分じろう・十じろうでの２館の開催だったため、人を流すためにスタンプラリーを行い、後日抽選で 30名

に商品券（とおか市と ASOBO で使用できる商品券）を発送した。スタンプラリー用に分じろうと十じろ

うのオリジナルスタンプの作成をフォルトネットに依頼した。 

・新型コロナの感染状況にもよるが、次年度以降は、通常の形での開催を目指し３年連続で発表ができなかっ

た団体をはじめ、さらに多くの団体から参加してもらいたい。一人でも多くの市民から来場してもらえるよ

う、開催日時や内容等を検討し実行していきたい。また、今年度で 13回目の開催となったが、今後のめっ

かめっかの目的、運営等について確認し、検討していく必要があると考えている。 

 ■課題・特記事項等                                    

時期 区分 課題・特記事項 改善・結果 

事前 会場掲示 

 

・事前に十じろうギャラリー展示の各団

体に団体紹介文用紙を配布し提出しても

らい、事務局で紹介文(A3)と各団体名看

板を作成し展示物の脇に掲示。分じろう

会場の各ブースに各団体名看板を掲示。 

・めっかめっかのコーナーで、イベント

名の由来や目的などポスターを作成して

掲示。 

・市内各施設利用登録団体の調査：生涯

学習課とスポーツ振興課に協力を依頼

し、各公民館、情報館、学校体育館の利

用登録社会教育関係団体の情報を集め、

分じろう十じろう使用登録団体と共に一

覧にして会場に掲示。次年度以降も最新

の情報を更新していきたい。 

・各団体の詳しい情報がわかりよかったと

の声をいただいた。 

 

 

 

・来場者にめっかめっかとは何かと聞かれ

ることがあり、表記した。新聞社の取材の

時などにも役に立った。 

・市内で活動中の団体の数に驚かれる市民

がたくさんいた。生涯学習課とスポーツ振

興課と情報を共有し今後の窓口対応などに

役立てたい。 

案内・ 

告知 

・事前に案内横看板、のぼり旗等をマーケ

ット広場に設置して、最大限開催をアピー

ルした。 

・十じろうギャラリー展示会場にポスタ

ーとチラシを設置して来場者に 25 日の

案内・告知をした。 

・次年度以降の開催時も、同様とする。 

 

 

・25 日のイベントを知らない人に案内が

できた。 
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準備 

会場設営 

・分じろう会場は前日にパネル・長机など

を倉庫からマーケット広場に搬入し、当

日、参加団体が来る前に会場に設置した。 

・十じろう展示会場の準備・撤収は、２日

間とし、事前に団体に日時と時間の希望を

とり一覧を作成し配布した。 

・十じろうギャラリー展示団体に事前に

それぞれ展示のやり方、備品の使用方法を

説明した。 

・団体が朝の準備がスムーズにできた。 

 

 

・各ブースで時間が重ならないように振分

けたので、密にならずスムーズに作業がで

きた。玄関前の搬入も混みあわなかった。 

・当日の各団体の展示作業時間短縮に繋が

った。 

開催時 会場 ・会場の各所に手指消毒剤を設置、来場者

のマスク着用のチェック 

・ギャラリーのエアコン吹き出し口付近

の掲示物のはがれ、落下等のチェック 

・来場者が積極的に協力してくれた。 

 

・定期的に展示会場を見回り、修正した。 

開催後 撤収 ・２日間の４つの時間帯で各団体に希望

を取り時間表に沿って撤収作業 

・密にならず、スムーズに撤収作業ができ

た。 

 

 ■参加団体アンケート                                      

 終了後、全参加団体にアンケートを配布し実施した。今回のめっかめっか全般についての回答をいただいた。

貴重な意見として今後の運営に生かしていきたい。※別紙集計表を参照 

 

 ■会場の様子                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


