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善意フェスティバル 2023 開催にあたり 

 
毎年恒例の「善意フェスティバル」は昭和 58 年 5 月に高師の豊橋生活家庭館にて 500 名程

度で開始して以来、（中止を経て）39 回目となります。これもご参加頂く全ての皆様のご理解

とご協力の賜物と感謝申し上げます。昨年コロナが治まらない中、制限して実施しましたが、

本年もまだ状況を注視しながらの開催になります。制約の中でご不便をお掛けしますがご協力

をお願い致します。 

 
・検討事項  
① 開催時間について 
9 時 40 分から 13 時 30 分（前回同様）とする 
②お弁当について 
 選択制として申込時に持参か手配かを選べるようにしてはどうか(前回同様) 
 参加費（弁当代含む） 
  ・心身障害児者・施設入所児者（付添引率も） ６００円  
  ・高校生ボランティア             ６００円  
    ・一般ボランティア               ８００円  

（案：弁当手配無しの場合上記金額より 300 円引き） 
③スタンプラリーを中心企画に（昨年と同様） 
 参加団体数の減少からコーナー数も限られてきます。グループ行動で園内を散策するウォー

クラリーを主として、巡回の目安としてスタンプを集めてゴールを目指すという考え方はいか

がでしょうか。 
④新規企画 大歓迎です各団体でお願いします 

 
⑤終了方法検討 コロナウイルス感染症の状況で昨年同様はどうか 
 帰りの会でコロシアムに集合するのを止めて、時刻で流れ解散ではどうか 

（各グループで集合・点呼、解散していただく） 

 
 

※感染状況によって対応を変えていく 
新型コロナ対策として取り組む事項  
① マスク着用（個人の判断） 
入場時は動物園の対策に準ずる 
②各コーナーへの消毒液配布設置 

 
③密集の少ない運営を考える 

 
④報告会の会議縮小（状況によって） 
集まっての会議から文書送付の形式に変更する  
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善意フェスティバル 2023 開催要項（案） 
令和 5 年 3 月 14 日現在 

行 事 名 善意フェスティバル 2023 変更点 
目 的 心身障害児者、福祉施設入居者、ボランティア、市民等参加のもとに、同じ時

代に生活する人が一緒に行動する事を通じて、自然な「ふれあい体験」をし、

理解と友愛を広げ、その「ふれあい体験」が、明日の生活とボランティア活動

とのエネルギーとなる事を願い、かつ、市民にボランティア活動の広がりを願

って開催する。 

 

日 時 令和 5 年 5 月 28 日（日） 
雨天中止 

 

会 場 豊橋市総合動植物公園 「憩いの広場」「野外コロシアム」  

主 催 公益財団法人 豊橋善意銀行 
豊橋市八町通 5 丁目 9 番地 八町地域福祉センター内 
電話：0532-52-7893  ＦＡＸ：0532-52-7894 
E-mail：info@toyohashi-zengin.com 

 

共 催 豊橋善意銀行ボランティア連絡協議会  
後 援 豊橋市（予定）、豊橋商工会議所（予定）  
協 賛 
（ 予 定 ） 

児童関係福祉施設、豊橋身体障害者（児）福祉団体連合会、豊橋市手をつなぐ

育成会、豊橋市肢体不自由児（者）父母の会、豊橋身体障害者協会、豊橋盲人

福祉協会、豊橋市聴覚障害者協会 

 

推 進 方 法 豊橋善意銀行と福祉施設関係者、ボランティアの代表で実行委員会を編成し検

討実施。 
 

送 迎 等 ○高校生ボランティアに限り、豊橋駅前（豊橋信用金庫前）よりシャトルバス 
  往路 豊橋駅前 7 時 30 分～随時 ＝＝＞ 豊橋動物園中央門前 
  復路 各自（各学校顧問の指示による） 
○自家用車・タクシーでの送迎 
  西門前車寄せロータリー、各駐車場（但、入庫時に送迎である旨申出必須） 
○その他各自 
  各駐車場利用（駐車料金実費） 

 

集 合 解 散 令和 5 年 5 月 28 日（日） 
雨天中止 
【集合・入場口】 
○コーナー等準備関係者・コーナー準備ボランティア（中央門搬入口） 
  8 時 00 分～9 時 00 分 （搬入口閉鎖は 9 時 00 分） 
○グループ行動、その他参加者・ボランティア （各門） 
  9 時 00 分～9 時 30 分 東門入場口は 8:30～ 
【プログラム】 
○始めの会        9 時 40 分 ～ 10 時 00 分  野外コロシアム 
○グループ行動     10 時 00 分 ～（憩いの広場、野外コロシアム他） 
○ふれあいコーナー   10 時 00 分 ～（憩いの広場、野外コロシアム他） 
    （※一般参加者へのマップ配布も 10 時 00 分～） 
        終了  13 時 30 分 
【解散】 13 時 30 分 野外コロシアム集合 終わりの会後解散 
 
※コロナウイルス感染症が治まってない場合 
○コーナー運営  各コーナー片付け次第、運営場所で解散 
○グループ行動  原則として動物園各入退場門まで送り解散 
○運営・片付け関係者・ボランティア 片付け次第解散 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
終わりの

会開催 
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内 容 【ふれあいコーナー】 
①模擬店コーナー（飲物・ポップコーン・綿菓子、他） 
②ゲームコーナー（フリスビー・輪投げ、他） 
③レクコーナー （カラオケ・合唱、他） 
④体験コーナー （車椅子・ガイドヘルプ・工作・折り紙、他） 
⑤野外ステージ （ブラスバンド・踊り、他） 
⑥施設作品販売コーナー 
⑦動植物園めぐり 
○コーナー運営は 2 交代制にし、運営時以外は他のコーナーを周る 
○学生ボランティアと協力してコーナー運営を行う 
 
【グループ行動】 
○参加者を小グループに分け、グループ毎に行動する 
施設職員 1 名、施設児童・障害者 3～4 名、ボランティア 5～6 名、 
計 10 名程度 
小グループは、ふれあいコーナー①～⑥の中の任意の場所を周る 
また、園内に設けたポイント場所を巡りスタンプを集める 

 

参 加 対 象 者 ①福祉施設入通所、又は福祉団体所属の心身障害児者とその付添・引率者 
②ボランティア【一般、企業、生徒、学生、芸能、その他】 
③一般入園の市民のふれあいコーナーへの自由参加を歓迎。但し模擬店は除く 

 

参 加 費 ①心身障害児者・施設入所児者（付添・引率者も同額） ６００円 
②高校生以下ボランティア（引率者も同額） ６００円 
③一般ボランティア・その他参加者  ８００円 
※但し 弁当手配無しマイナス 300 円、動物園駐車場料金は各自負担 

 

参 加 申 込 ①福祉施設又は所属福祉団体を通じて申込み 
②高校生ボランティアは在籍高校を通じて申込み 
③企業・団体ボランティアは、所属企業・団体を通じて申込み 
④個人ボランティアは、豊橋善意銀行事務局へ申込み 
いずれも、メールまたは FAX にて参加者氏名と人数を添えて申込み 
 
尚、申込用紙のフォーマットは豊橋善意銀行ホームページからダウンロード出

来ます 

 

申 込 締 切 ① 参加申込締切【団体名と参加内容】   
4 月 27 日(木) 
② 参加者の名簿締切 
5 月 12 日（金） 名簿必着 

 

配 布 物 【参加費をお支払い頂いた方】 
・名札（園内入場の際に必ず必要になります） 
・マップ（善意フェスティバルの会場マップと飲み物の引換券が付いています） 
・飲み物（会場マップの引換券を提示で受け取り） 
・お弁当引換券 
【一般参加者】 
・飲み物引き換え部分を塗りつぶした会場マップ 
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開催までの予定 
 

時期・日時    
3 月下旬 案内文発送 一昨年参加者宛に今年度開催案内送付  

 
 

4 月上旬 動物園との打合せ 入場可能時間と門の確認 
駐車場の使用について 

 

4/12（水） 
17:30～19:00 

善意フェスティバル

実行委員会第 1 部 
【主にコーナー参加

者】 

会場：あいトピア（多目的ホール） 
 
 

・開催要項 
・実行委員会名簿 
・申込書（団体別） 
・ポスター 

4/18（火） 
16:30～17:00 

コロシアム 
参加者打合せ会 

会場：あいトピア（多目的ホール） 
野外コロシアム出演団体 

・開催要項 
・詳細資料 

4/18 (火） 
17:30~19:00 

善意フェスティバル

実行委員会 第 2 部 
【主にグループ行

動】 

会場：あいトピア（多目的ホール） 
 
 

・開催要項 
・実行委員会名簿 
・申込書（団体別） 
・ポスター 

4/27（木） 参加申込締切 団体名と参加内容 申込締切  
5 月中旬 看板依頼   
5/12（金） 参加名簿締切 ※申込名簿締切   
5/19（金）～ 備品など手配 机・イス 

お茶 
マップ・名札 

 

5/11（木） マップ原稿校了   
    
申込時～5/23   

（金） 
～～～参加費前払い受付期間～～～ 

5/23（火） 
17:30~19:00 
 

参加者打ち合わせ会 
【最終打合せ】 

会場：あいトピア（多目的ホール） 
開催直前の会合 
名札・マップをお渡し 
当日支払：支払窓口設置 
 

・実施要項 
・マップ・名札 
・グループ分け表 
・備品リスト 
・注意事項 

 
5/25（木） 保険加入 行事保険加入  
5/27（土） 前日会場準備 15：00～動物園中央門搬入口集合  
5/28（日） ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ当日   
*******************************   5/28 雨天時   ************************************** 

 
5/28（日） 参加者中止通知 前日からわかる場合は早めに決める。わ

からない場合は、朝 7：00 決定後動物

園、市役所等へ連絡 

 

幹事は、善銀事務所集合 
 

************************************************************************************* 
 報告反省会 ※気づいた点改善点等文書で報告 
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入退場方法・入場可能時間 
 
●当日受付がある東門へ入場者が集中する事を避け、東門前駐車場の混雑や周辺道路混雑の緩和へつなげる

ため、名札があれば、東門以外のどこからでも入場出来るようになっています。 
 
入場口・入場可能時間については、当日の役割などにより変わりますのでご注意下さい。 
 
 
入場時間・場所について  
◎当日「名札」をお持ちの方は、以下のいずれかの方法で、入口にて名札を提示し入場出来ます。 
 中央駐車場内 搬入口 東門 中央門・西門 

8:00 
   
8:00 ～ 9:00 通行可 
 
対象 
○憩いの広場内の準備 
 （会場設営・コーナー準備） 
○コロシアム内準備 

 

8:30 
8:30 ～ 通行可 
対象 
○憩いの広場内の準備 
 （会場設営・コーナー準備） 
○グループ行動参加者 

 

9:00 
9 時以降は通行出来なくなります。 9:00 ～ 

 
 
 
 

当日受付について  
◎当日「名札」をお持ちでは無い方は当日受付にお立ち寄り頂き名札を受取って下さい。 
 中央駐車場内 搬入口 東門前テント 中央門・西門 

8:00 
  終日当日受付はあり

ません。 
名札をお持ちでない

方は、東門へ外から回

って頂きますのでご

注意下さい。 

8:00 ～ 8:45 
 
〇コロシアム出演者 

 8:15 ～  
 
対象 
〇コロシアム出演者以外全員 
・憩いの広場内の準備 
 （会場設営・コーナー準備） 
・グループ行動参加者 

8:30 

 8:45 以降は東門となります。 

9:00 

 

9:30 
9:30 を過ぎると、当日受付は一

切なくなります。  
 
◎入場方法 
入場口では、「名札」を提示して頂ければ、入場する事が出来ます。 
入場口での検札「名札」のチェックは、善意フェスティバル（善意銀行）関係者だけではなく、豊橋動植物

公園のスタッフにもご協力頂いておりますので、入場出来るか出来ないかの判断は、「名札」が有るか無い

かで統一しています。 
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善意フェスティバルにご参加頂く全ての皆様へ 

 

必ず、参加者やそのご家族・送迎をされる方にもご周知下さい 
 

豊橋動植物公園の駐車場は、全面有料です 

駐車場を利用される場合や、送迎される場合は以下の事を十分にご注意下さい 

 

○東門前送迎のみの場合、駐車場へ一旦入庫して乗降車を済ませたら、すぐに退出して下さい 

※短時間の送迎に限り、駐車料金を免除して頂けます 

※警備員に、必ず「善意フェスティバルの送迎のみ」と申し出て下さい 

※長時間の駐車、送迎以外の車は有料となります 

※駐車場内での、待機、待ち合わせは行わないで下さい 

※駐車場が満車の場合、入庫出来なくなります。別の駐車場へ誘導された場合は、必ず誘導員の指

示に従って下さい 

○駐車料金は、普通車 200 円、大型車 400 円です 

※障がい者割引や、減免などはありません 

 

○車でお迎えに来られる場合、東門周辺道路は道幅が狭い為、周辺住民への迷惑や交通の妨げになりま 

すので、駐停車待機はご遠慮下さい 

○西門前にロータリーがありますのでご利用頂けますが、場所が狭い為、長時間の駐車や待機はご遠慮

下さい 

○中央門前道路は道幅が広い為、横断される場合は他の車に充分ご注意下さい なお、長時間の駐車は

他の交通の妨げになりますのでご遠慮下さい 

 



 7 

会場内で準備が必要な参加者  

●コーナー備品を持込む  ●会場・コーナー準備  ●その他早く会場入りする必要がある参加者 
8:00～9:00 
入場 
準備 
 
 
 

◎事前に参加費の支払いを済ませ、名札を受け取っておいて下さい 
名札が参加者の証明となり、入場料を支払わなくても動物園に入場出来ます 
 
注）動植物園の通常営業開始時間は、9:00 ですが、フェスティバル開催の為に、特別に 8:00 
からの入場が許可されています。その範囲は搬入口からフェスティバル開催会場のみです。

遊園地・動物園エリアには絶対に入らないで下さい。人間の気配や声で動物の挙動がおかし

くなったり、食事を摂らなくなるなど、通常開園準備の妨げになると、次回以降 9:00 前の入

場が出来なくなる恐れがありますので十分に周知下さい。 
 
入場口：中央門駐車場内 搬入口ゲート 
 ※中央門駐車場内搬入口ゲートを通る事が出来るのは、 
  車：搬入許可証を掲示している車に限ります。 
  人：事前に名札を受け取られ、各個人が名札を携帯している方に限ります。 
※園内に駐車出来る車は、事前に申請済みで必要のある車のみで、園内駐車許可証を掲示し

た車に限ります。 
それ以外の車は、9:00 までに搬入口ゲートから出て、中央駐車場に駐車して下さい。 
 
9:00 を過ぎますと、搬入口ゲートは通行出来なくなりますので、徒歩で入場される場合は、

動物園中央門をお通り頂きますのでご了承下さい。 
 

9：20 
顔合わせ 

9:20 までに、運営するコーナーに集まり、実施内容やボランティア同士の顔合わせ、挨拶な

どを行って下さい 
～9：40 各所の準備を済ませて下さい 

9:40～ 
本番 

 

必要な準備を終え、始めの会に参加して下さい 
コーナー運営、グループ行動等、各々参加して下さい 

  
  
13:30～ 
 
 
 
 

片付け 
会場周辺の安全が確認出来次第、搬出車両を会場内に乗り入れて頂く事が出来ます 
 
搬出車両を会場内に入れられる場合、中央門駐車場を利用されていれば、そのまま搬入口ゲ

ートを通り、会場内に進入、通行が出来るようになります。 
一般の来園者、歩行者等には十分注意し、歩行者最優先・動物園関係車両優先し、最徐行で

園内を通行して下さい。 
 
片付けが済んだ方から、周辺のゴミ拾いや忘れ物、落し物チェックを行って、会場美化にご

協力下さい。 
 

～14:30 14:30 を目途に中央門駐車場搬入口のゲートは締切となります 
14:30 終了・解散 
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コーナー参加者 
 
〇車両の搬入・8:30 以前の準備に関しては、前項をご確認下さい。 
8:30～ 
入場 
 
 

 

◎事前に名札を受け取っておいて下さい 
名札が参加者の証明となり、入場料を支払わなくても動物園に入場出来ます 
入場口：8：30～9：00 東門    9：00 以降はどこからでも可 
 
注）動植物園の通常営業開始時間は 9:00 ですが、フェスティバル開催の為に、特別に 8:30 か
らの入場が許可されています。その範囲は東門からフェスティバル開催会場のみです。遊園

地・動物園エリアには入らないで下さい。人間の気配や声で動物の挙動がおかしくなったり、

食事を摂らなくなるなど、通常開園準備の妨げになると、次回以降 9:00 前の入場が出来なく

なる恐れがありますので十分に周知下さい。 
9:00～ 
入場 
 
 

 
入場口：名札があれば全ての入場門から入場可能です 
※名札を事前に受け取られていない方は、東門当日受付にお越し下さい 

9：20 
顔合わせ 

9:20 までに、運営するコーナーに集まり、実施内容やボランティア同士の顔合わせ、挨拶な

どを行って下さい 
 

準備 
 
 
 
 
 
 
 

～9:40 

各コーナーの準備を行って下さい 
○善意銀行準備備品は、憩いの広場内中央あずまやでまとめて管理していますので、各コー

ナーを担当される方が取りにお越し下さい 
（重さがあるため机のみ、広場各所に分散して置いてありますので、そこからお持ち下さい。） 
※机・椅子を含めて、備品類は事前にご連絡頂いた分しか準備がありません。事前にご連絡

頂かずに机・椅子等の備品類を持ってかれますと、他のコーナーで不足してしまいます。 
※備品類は、各所に配置してありませんので、コーナーを運営される方があずまやに取りに

お越し下さい。 

9:40~ 
はじめの会 

必要な準備が整っていれば、始めの会に参加して下さい 

～10:00 10:00 までにはコーナーの運営が始められるよう準備を整えて下さい 

10:00 
本番 

コーナー運営開始 
運営中は、2 班程度に分かれ、交代で食事を摂ったり、他のコーナーへ遊びに出掛けて、ス

タンプラリーなどで楽しんで下さい。 
○スタンプラリーの設置コーナーは、体験後にスタンプラリー用紙にスタンプを押して下さ

い。（設置コーナーは別紙ブース一覧資料でご確認下さい。） 
（コーナー毎に○○をクリアしたらスタンプを押す等、ルールを定めても OK） 

  

13:30～ 
 

終了時刻になりましたら、片付けを始めてください 

 
片付け 

各コーナーで使用した備品は、元の状態に戻し、広場外周の通路付近まで運んで下さい。備

品等は、各コーナーで使用した方が片付けをお願いします。 
車両の乗り入れは、会場内安全確保のため、13:30 までお待ち下さい。 
片付けが済んだ方から、周辺のゴミ拾いや忘れ物、落し物チェックを行って、会場美化にご

協力下さい。 
 片付け終了後解散 
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コロシアム出演者 
 
●コロシアムに出演  ●コロシアムの準備   
8:00～9:00 
入場 
準備 
 
 
 

◎事前に参加費の支払いを済ませ、名札を受け取っておいて下さい 
名札が参加者の証明となり、入場料を支払わなくても動物園に入場出来ます 
 
◎コロシアム出演者・関係者に限り、中央門仮設入り口前に当日受付を開設します。（8：30
～8：45）8：45 を過ぎると、当日受付機能は東門前に移動しますので、ご注意下さい。会場

内に入るには、外周を通って東門受付まで行く必要がありますので時間には充分ご注意下さ

い。 
 
 
入場口：中央門駐車場内 搬入口ゲート 
 ※中央門駐車場内搬入口ゲートを通る事が出来るのは、 
  車：搬入許可証を掲示している車に限ります。 
  人：事前に名札を受け取られ、各個人が名札を携帯している方に限ります。 
※園内に駐車できる車は、事前に申請済みで必要のある車のみで、園内駐車許可証を掲示し

た車に限ります。 
それ以外の車は、9:00 までに搬入口ゲートから出て、中央門駐車場に駐車して下さい。 
 
9:00 を過ぎますと、搬入口ゲートは通行出来なくなりますので、徒歩で入場される場合は、

動物園中央門をお通り頂きますのでご了承下さい。 
 

 
 
～9:40 

 
各所の準備を済ませて下さい 

9:40～ 
 

必要な準備を終え、始めの会に参加して下さい 
 

 各出演時間の他はコーナーや園内をお楽しみください 
  
13:30～ 
 
 
 
 

片付け 
中央門駐車場を利用されていれば、そのまま搬入口ゲートを通り、会場内に進入、搬出車両

の通行が出来るようになります。 
一般の来園者、歩行者等には十分注意し、歩行者最優先・動物園関係車両優先し、最徐行で

園内を通行して下さい。 
 
片付けが済んだ方から、周辺のゴミ拾いや忘れ物、落し物チェックを行って、会場美化にご

協力下さい。 
 

～14:30 14:30 を目途に中央門駐車場搬入口のゲートは締切となります 
 片付け終了後解散 
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グループ行動参加者 
 

8:30～ 
 

～9:00 
入場 

◎事前に参加費の支払いを済ませ名札を受け取っておいて下さい 
名札が参加者の証明となり入場料を支払わなくても動物園に入場出来ます 
 
入場口：8：30 ～ 9：00 東門   9：00 以降はどこからでも可 
 
※ただし、東門前駐車場は傾斜も少ない事から車いす利用者や障害者の方に優先してご利用

頂きたいので、出来るだけ他の駐車場をご利用下さい。 
 
注）動植物園の通常営業開始時間は、9:00 ですが、フェスティバル開催の為に、特別に 8:30 
からの入場が許可されています。その範囲は東門からフェスティバル開催会場のみです。遊

園地・動物園エリアには絶対に入らないで下さい。人間の気配や声で動物の挙動がおかしく

なったり、食事を摂らなくなるなど、通常開園準備の妨げになると、次回以降 9:00 前の入場

が出来なくなる恐れがありますので十分に周知下さい。 
 

9:00～ 
入場 
 
 
 
 

～9:30 

 
入場口：名札があれば全ての入場門から入場可能です 
※名札を事前に受け取られていない方は、東門当日受付にお越し下さい 
 
9:30 を目途に、コロシアム前へお集まり下さい。 

9:40～ 
はじめの会 

始めの会に参加して下さい 
始めの会終了後、グループ分けを行います 
各参加グループの引率の方を中心にグループ分けにご協力下さい 
※グループ分けの際に会場にいらっしゃらない場合、欠席とみなしグループ分けを行いませ

んので、必ず初めの会開始前までには会場にお越し下さい。 
10:00 
 
 

 

グループ行動開始 
グループ行動中は、緊急時を除き携帯電話スマートフォンの使用は控えて下さい 
①始めの会終了後グループに分かれます 
②自己紹介や当日の行動はグループで相談して決めて下さい 
③決められたグループで行動して下さい 
④フェスティバル時間内は、動植物公園の外には出ないで下さい 
⑤介助される人をグループの中心に考えて下さい 
⑥介助される人を絶対に一人にしないで下さい（はぐれたら、大至急本部に連絡を！） 

  

13:30～ 野外コロシアムに集合して終わりの会終了後、朝のうちに決めておいた集合場所に戻ってく

ださい。 
 一緒にグループ行動をした人たちを入場門（中央・西・東）いずれかに送って解散となりま

す。 
施設入所児者は施設職員の指示を受けて下さい 
高校生は、担当教諭の指示に従い解散して下さい 
 
解散 
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  『善意フェスティバル 2023』野外コロシアム  タイムテーブル 

   
司会進行    豊橋カラオケ連合会 (予定) 

音  響    マルカワＰＡレンタル 

手話通訳    豊橋手話通訳学習者の会 

  

※出演 15分前には舞台袖に集合して下さい。出入り含めた持ち時間となります。 

予定時間   団  体  名 内  容       進   行  

8:30 会場準備   ボランティア集合 

     

     

9:05    

9:30    

      

9:40 始めの会 開会の挨拶  （副理事長）  5 分   

         主催者挨拶  （理事長）  5 分  

         来賓挨拶    （    ）  5 分  

           

10:00    

     

   

(30 分)     

10:30    

   

(30 分)    

 11：00    

   

(30 分)    

   

11：30    

   

   

(20 分)    

11:50    

     

13:30 終わりの会    
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名札の取り扱いについて 
 

 
名札とは、善意フェスティバルに参加申し込みをされた方、お一人お一人に 
お渡しするものです。 
申し込んだ団体を通じて、個人に配布して頂きます。 
           ＜見   本＞ 
 
 

 

 

 

 

 

 

・受け取ったら申込み人数分があるか、ご確認下さい 

・参加者個人個人に配布して下さい 

・豊橋総合動植物公園各門からの入場チケットの代わりとなりますので 

無くさないようご注意下さい 

※ 動植物園に入場後は、紛失しても差し支えはありません 

（但し外に出ると再入場出来ません。） 

差し支えはありませんが、便宜上出来るだけ紛失しないようにご注意下さい 

 

・お名前・ニックネームは、各自でご記入をお願い致します 

・フレンドリーに呼びあえるように、氏名を必須とは致しません 

・カラーマジックなどを使用して、絵を描いたりデコレーションをして 

明るく賑やかな名札に仕上げて頂ければ幸いです 

 

当日、豊橋総合動植物公園に入場するにあたり  

・本来は専用の入場チケットを提示して入場しますが、善意フェスティバルの開催に 

あたり、入場チケットの代わりに、善意フェスティバルの名札を提示する事で 

チケットが不要となります。 

※ 入場時には、分かりやすい場所に貼付して頂くか 

各自でネックストラップ等をご用意下さい 

               

 

 

 

 
 
 
 

≪善意フェスティバル 2023 参加者証≫ 

所属団体名 

お名前・ニックネーム 

裏面がシールになっていますので 
衣服などに直接貼り付ける事が 
出来ます。 

No. No.は、所属団体ごとに 

連番になっています。 

毎年の事ですが、名札が無いにも関わらず、入場しようとされる方が 

おられます。動植物園スタッフや、当日受付ボランティアの方々には、 

名札が目印になるという共通の案内をしております。名札が無い場合は 

入場出来ませんので、改めてお取り扱いにはご注意願います。 
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申込書等のダウンロード方法 
善意フェスティバル 2023 の参加申込書を、豊橋善意銀行ホームページからダウンロードして頂く事が

出来ます。 

ＵＲＬ→ｈｔｔｐ：／／www.toyohashi-zengin.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込用紙は Excel ファイルになっています。 
必要事項を入力していただき、メールに添付して 
送信いただきますと、文字違いなど防止になりますの

でご協力をお願いします。 
ポスターは Word ファイルになっています。A3 サイズ 
ですので必要に応じてご加工して使用ください。 

善意銀行からのお知らせ内 

善意フェスティバル 2023 申込用紙 
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善意フェスティバル開催中加入保険について 

１． 善意フェスティバル開催中に加入する保険 

（1）普通傷害保険料 

補 償 内 容（限度額）  
 
※但し、名簿により客観的

に参加が確定している場合

のみ適用となります。 
お申し込みの際にフルネー

ムでのお申し込みを頂いて

いない方は、補償の対象と

なりません。 

死 亡 
後 遺 障 害 

３，０００千円 

入 院 日 額       ３，０００円 

通 院 日 額       ２，０００円 

（2）賠償責任保険 

補 償 内 容 
 
※法律上の賠償責任が生

じた際に補償対象となり

ます。 １事故につき 

１億円（対人・対物共通 お支払い限度額） 

自己負担額：無 

 
 この保険は、善意フェスティバル開催に合わせて申込む団体保険となります。いずれの保険も、参加

者を名簿により客観的に人数が確定している場合のみ補償の対象となりますので、お申し込み時にフル

ネームを頂いていない方は補償の対象となりませんので、ご注意下さい。 
 

事故が発生した場合には、直ちに豊橋善意銀行（開催中は本部テント）までご連絡下さい。連絡の無

い場合には、補償されない場合が御座います。 
 
 
 なお、保険料は参加費に含まれておりますので、追加で徴収する事はありません。 
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写真撮影について 

 

参加者個人での写真撮影は、原則禁止です。 

 
昨今、スマートフォンや携帯電話、デジタルカメラの技術進歩により、誰でも気軽

に、いつでも写真を撮れるようになっていますが、その反面、写真に写り込みたく

ない、または写真に写ってしまっては困るという方もおられます。 
  また、携帯電話、スマートフォンで写真を撮影された方が、Facebook や Twitter
などの SNS に投稿をしてしまうと、その写真は瞬時に世界中の誰もが閲覧出来る

状態になってしまい、一度拡散された写真は削除する事は現実的に不可能です。 

 
 特に、善意フェスティバルには、様々な事情を持った方も参加されています。 
 写真に写り込みたくない、または写真に写ってしまっては困るという気持ちは、

施設や個人により様々です。その為、豊橋善意銀行ではフェスティバル開催にあた

り、参加される皆様の写真撮影を一律で原則ご遠慮頂いております。 
（※コロシアムステージを除く） 

 
 但し、各団体の活動記録写真等の必要がある場合や、やむを得ず写真撮影する必

要がある場合には、被写体に注意し、映り込む人を最小限に抑えて頂き、またその

写真を外部に公開する可能性のある場合には、撮影前に被写体となる方の事前の了

承をお取り下さい。又は画像加工アプリなどで修正加工をしてください。 

 
 豊橋善意銀行が撮影する写真は、その用途を限定し、記録のために撮影をさせて

頂いており、撮影者は豊橋善意銀行に登録されたボランティアが担当しておりま

す。  
 豊橋善意銀行の記録写真撮影担当者は、善意銀行の腕章を付けたボランティアが

撮影しておりますので、あらかじめご了承下さい。 

 
全ての方が気持ち良く参加出来るように、皆様のご協力と周知を宜しくお願い致し

ます。 
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ゴミの取り扱いについて 

 
参加者に周知をお願い致します 
・ペットボトルのゴミはお持ち帰り下さい 
・飲食系から出たゴミは、それぞれのコーナーで回収し取り纏めた後、善意銀行が処分します 
・他から出たゴミ、持ち込まれたゴミは、各自で持ち帰り下さい 

 

 

参加費のお支払いについて 

 
・各団体の責任者の方は、参加費を取りまとめて 5/23(火)の全体打ち合わせ会時に、お支払い

下さい 
・釣銭の無いように、ご用意お願いします 
・お支払いと引き換えに、領収証・名札・マップ(飲物引き換え券付き)・お弁当券をお渡し 

致します 
・ご参加が困難な方は、5/22(月) ～ 5/26(金) の間に、豊橋善意銀行窓口に 
 ご持参下さい 対応時間は、9:00 ～ 17:00 です 
・お振込みの場合  

振込先： 三菱 UFJ 銀行 豊橋支店 普通預金 ４７２８０９５ 
          ザイ）トヨハシゼンイギンコウ ボランティアカツドウ 
         （公財）豊橋善意銀行ボランティア活動会計 
      振込手数料はご負担願います 振込頂いた場合お電話にてご一報ください  

名札・マップは 5/23（火）打合せ会 又は豊橋善意銀行窓口にて受取下さい  
・雨天中止時の対応については、別途ご案内致します 


