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子供も大人も、ホビー体験

君の見つけた、熱中するものを伝えよう
私たちは、幸運にも人生の中で楽しみを見つけ
る事ができて、大いに楽しんでいる（と思ってい
る）人間です。また、この楽しみを誰かと共有し
たいとも考えています。そう思いながら周りを見
渡すと、本当にたくさんの「熱中して楽しんでい
る人」が居る事に気が付きました。そして、そん
な人たちは私たちと同じように、楽しみを分かち
合おうとしています。楽しみを分かち合うと、笑
顔になります。笑顔になると、その人の家族から
友人、学校や会社、そして地域に笑顔が広がって
いきます。笑顔が広がると、幸せを感じながら、
誰もがキラリと輝く社会になります。誰かが言い
ました「誰もが幸せになるような社会なんて存在
しないよ。現実を甘く見るな」。…私たちは、そ
うは思いません。だって、あなたが熱中して楽し
んでいれば、それを分かち合うだけで社会も変わ
る事を知っているからです。だから、私たちはあ
なたが見つけた楽しみを分かち合うために、ごう
つホビー祭りを開催します。

ごうつホビー祭りの「ホビー」とは
一般的にホビーは、「趣味」や「道楽」といっ
た意味を持ちます。ごうつホビー祭りのホビーも
同様の意味を含んでいますが、同時に他の意味も
持っています。それは「あなたが熱中しているも
の」という意味です。勉強する事が大好きで熱中
しているならば、それはホビーです。野球が好き
でたまらない人は、それもホビーです。野球をプ
レイするホビーもあれば、観戦するホビーもある
と思います。あなたが「好き」や「楽しく」感じ
ているものがホビー。あなたの感じる、元気がで
るもの、勇気がでるもの、感動するものを「ホビ
ー」という言葉で表現しているのです。

ごうつホビー祭りの主役について
ごうつホビー祭りの主役は様々なホビーを提供
していただく「出展者」の皆様です。ごうつホビ
ー祭り実行委員会は、どうすれば出展者の方々が
輝くか、だけを考えてイベントを開催します。ハ
ッキリ言います。イベントに来場されるお客様よ
りも優先順位は上です。お客様に喜んでもらうよ
りも前に、まずは出展者の方が一番喜んでもらう
ために運営します。出展者の方が楽しみ、輝く事
で、お客様にもその楽しみが伝わると考えるから
です。

第 2 回ホビー祭り出展者を募集しています
ごうつホビー祭り実行委員会は出展者を募集し
ています。個人、団体、企業、どのような方で
も、人に伝えたい「ホビー」さえあれば参加でき
ます。「ホビーは持っているけど、出展は難し
い」という方は相談ください。顔を出すことが恥
ずかしい場合は、匿名でも出展受付します。その
場合は、実行委員会の人間に「楽しく感じている
情熱」を伝えておいてください。あなたに代わっ
て楽しさを伝えたいと思います。でも、あなたが
直接伝えた方が、きっと相手に届くと思います。

模型教室
第１回ごうつホビー祭りにて、模型教室ブースが
設営され、多くの親子連れの方に来場いただき、
模型作成を楽しみました。

ごうつホビー祭りへ出展を希望する場合は、
サイトの出展申し込みフォーム、またはツイッタ
ーでご連絡いただくか、実行委員会メンバーへ直
接伝えてください。

http://52sat.cloud-line.com/
https://twitter.com/52satc

太極拳演武
ホビーなら何でも OK。模型展示と太極拳が同時に
観られるのはごうつホビー祭りだけ！
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第１回ごうつホビー祭り
2017.8.26 に第 1 回目となるごうつホビー祭
りを開催しました。来場者は延べ 450 名とな
り、多くの親子連れで賑わいました。島根県江津
市は模型店も無ければ、玩具屋も無く、ゲームセ
ンターも無い、東京から一番遠いところ（※1）
でひっそりとたたずむ街ですが、この日はプラモ
デル、鉄道模型、ボードゲーム、けん玉、ぷよぷ
よ通ゲームなど、多くの出展により盛り上がりま
した。ほかにもアクアボールによる遊び体験や、
太極拳の演舞もあり、好きなものなら何でも
OK、やっちゃった感満載の空間となりました。
また、地元で活躍するフードトラックや、地ビー
ルの石見麦酒の出店もあり、食べて飲んで楽しむ
コーナーも充実しました。江津市広報紙「かわら
ばん」や、地元ローカル TV「石見ケーブル」、
毎日新聞の地方欄などで取り上げられ、その賑わ
いは多くの人へと伝えられました。

※１本当です 2007 年 高等学校「地理 A」

第１回ごうつホビー祭り出展者
ハセホビー（鳥取県鳥取市）
おおはら模型（鳥取県米子市）
ベニヤ模型（島根県松江市）
おおとり模型（島根県出雲市）
地球堂模型（島根県浜田市）
蔵模型（島根県大田市）
ボードゲームハウスさんちゃご（島根県浜田市）
日本けん玉協会島根県支部（島根県）
江津ぷよぷよ大会実行委員会（島根県江津市）
江津市武術太極拳同好会（島根県江津市）
石見麦酒（島根県江津市）
ひなた食堂ますや（島根県江津市）
Tema（東京都 ※RadicalStormerz）
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会場となった「パレットごうつ」は JR 江津駅から徒歩３０秒の所にあります。周辺には飲食、居酒屋、ビジネスホテルなど、コンパクトに集まっています
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ごうつホビー祭りは「つながり」
を大切にします

出展ルール等について
・出展（出店）に対して、費用は求めません。
・出展者からの販売も可能です。（施設使用料との兼ね
合いで、販売する場合は協議いたします）
・出展は 1 日単位で可能です。土曜だけ出展、日曜だ
け出展、２日間全て出展も可能です。
・出展ブースから発生するゴミについては、ブース内で対応
（処分）をお願いします。
・出展スペースについては、実行委員会との協議のうえ、
実行委員会が一括して決定します。
・ごうつホビー祭りパス（右記参照）をもっている人に、
「特典」を付与してください。特典内容については、各ブ
ースの裁量とします。また、ホビー祭りパス 1 枚に対し
て、何回でも特典を受けられるか、回数制限を設けるか
も、各ブースの裁量とします。
・ホビー祭りパスは実行委員会本部が一括して販売しま
す。なお、特典にかかる費用は各ブースの負担とします。
※特典例 ゲームプレイ、あめ玉をプレゼント、割引 等
・ホビー祭りパスとは別に、ホビー祭りチケットを実行委員
会より販売します（１枚３００円）。ホビー祭りチケッ
トを利用して物品販売ができます。最後に実行委員会
へチケットを提出いただいてチケット枚数分清算します。
・前日準備は 17 時 からパレットごうつで設置可能です。
ただし、屋外については夜間の管理ができないため、屋

出展者×出展者
ごうつホビー祭りは出展者同士の交流もできるよう
に工夫しています。

・ホビー祭り会場への入場は無料ですが、一人 500 円
で「ホビー祭りパス」を販売します。ホビー祭りパスの販売
は、実行委員会本部にて一括で行います。パスの材質は
厚紙です。
・ホビー祭りパスを持っている人に対して、各ブースで「特
典」を付与してください。特典内容については、各ブースの
裁量とします。また、ホビー祭りパス 1 枚に対して、何回
でも特典を受けられるか、回数制限を設けるかも、各ブー
スの裁量とします。上記の通り、パスには各ブースに約
10mm×10mm の記入スペースがありますので、チェック
☑や、「正」の字など、特典回数の確認等にご使用くださ
い。

ごうつホビー祭りパスの収益金について
ホビー祭りパスの収益金は、ごうつホビー

内での準備を原則とします。前日準備をする場合は、実

祭りの運営費（施設利用料・広報料・備品

行委員会（江津理工クラブ）へ事前に連絡してくださ

料等）にすべて充てられます。余剰金が発

い。
・当日準備は 9 時 からです（パレットごうつ開館時間）
・ホビー祭り当日、実行委員会側で昼食（弁当）を用

生した場合は、全て翌年のホビー祭り運営
費に回します

意します。事前に必要数等確認いたします。なお、当日
は飲食ブースや、パレットごうつ施設周辺の飲食店があり
ます。
・車で来場される場合は、パレットごうつ駐車場（約 40
台）を利用ください。利用料は無料になりますので、管
理事務室へ駐車券を出してください。（一般来客者は
有料です）
・当日台風等による警報が出ている場合は、実行委員

出展者メインの交流会
第 2 回となる今回のホビー祭りでは、1 日目の終了
後午後 5 時から駅前飲食店で交流会を開催します。出
展者様・メーカー様・一般参加者など全員参加で開催
します。参加費１人 5,000 円（未成年は 1,000 円）

会が朝 7 時までに中止の判断をします
・ご不明な点などありましたら、実行委員会（江津理工
クラブ）へお問い合わせください
・その他、常に出展者様との協議により、ルールの見直
し、設定を行います（ぜひ凄いイベントにしましょう！）

参考：第１回目レイアウト
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出 展 者 様

参 加 確 認 シー ト

出展団体名

（よみ）

出展団体代表者名

（よみ）

出展団体連絡先

TEL

Mail

出展内容

熱中ポイント
（あなたが伝えたい「楽し
い」と思う事）
参加日程①～③のどれか
（一般には日曜日の来場者
数が多いとされています）

①

2018.8.25（土）のみ

出展の前日準備（ 17 時から
22時間に準備可能です）

①

なし

出展物等夜間管理（前日準
備、または 1 日目終了後の
出展物管理）

①

電源使用

①

なし

②あり

使用備品（施設にある備品
机、イス等の使用）

①

なし

②あり

ホビー祭りパス特典内容
（飴玉プレゼント、フリー
プレイ権、無料体験等）

※必ず記載

販売

①

なし

②あり

主な販売物記入⇒

ホビー祭りチケット使用

①

なし

②あり

（ 1 枚 300 円です）使用予定枚数概算⇒

飲食販売

①

なし

②あり

火器使用

①

なし

②あり

②あり

② 2018.8.26 （日）のみ

③2018.8.25～ 2018.8.26 （２日間）

準備予定時間記入（例： 24 日17時～ 20 時）⇒
主な準備記入（例：机配置、物品搬入等）⇒

なし

②あり

主な管理物記入⇒

※実行委員会が 22 時まで管理。 22 時以降施錠、翌朝 9 時の開錠
主な用途記入⇒
机使用数

①

不参加

イス使用数

10枚台

100 枚台

※火器使用の場合、原則屋外になります。

駐車場使用（前日準備のみ使用の場合は①なしを選択）
2018.8.25 17 ：00～20：00
交流会参加（JR江津駅前飲食店）

丸テーブル使用数

①

②参加

なし

②あり

台数記入⇒

参加人数（予定）記入⇒

大人

※大人 5,000 円、子供（未成年） 1,000 円
その他

出展者の方（代表又は事務局）には、実行委員会の担当者 1 名が配属されます。
上記事項の他に、必要と思われる確認・調整・協議をします。

子供

その他

1000枚台
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ごうつホビー祭りは、熱中する人たちの楽しみ
を分かちあい、笑顔を広げる事を目的に開催しま
す。その中で、多くの夢を叶えていきます。

オリジナルキャラクター「こけまる」
キャラクターは自由に使用できます。
http://52sat.cloud-line.com/52sat/character/
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ごうつホビー祭り実行委員会について
ごうつホビー祭り実行委員会の母体は江津理工クラ
ブになります。江津理工クラブは、ものづくり、しくみづくり
を通じて、地域活性化を目的に活動している任意団
体です。主な活動として、地域活性化のための勉強会

江津理工クラブ その他の活動
・出張理科教室 （主に江津市内の小学校、放課
後児童クラブへ訪問して子どもたち向けに理科実験ショ
ーなどしています）

やボランティアをしています。何もしなければさびれて行く

・介護用具開発プロジェクト （主に江津市内にある

地域ですが、だからこそ新しいチャレンジをし、日々を楽

介護施設や、ポリテクカレッジ島根と連携して介護用

しみながらも次世代に続く取り組みをして行きます。ごう

品の開発を企画しています）

つホビー祭りは、勉強会の中で生まれたアイデアを元に
実践し、多くの方の協力を得て実現できました。

・見える化プロジェクト （RESAS を活用した、江津
市の分析、これからどうしていくか提案するプロジェクト。
RESAS コンテストにも応募しました）

作成 ごうつホビー祭り実行委員会

開催場所（予定）：パレットごうつ（JR 江津駅前）
ごうつホビー祭り告知・お問い合わせ
gotsupuyo@yahoo.co.jp
https://twitter.com/52satc
http://52sat.cloud-line.com/
https://www.facebook.com/52satc/

主催：江津理工クラブ
共催：山陰模型専門店会（ハセホビー、おおはら模型、ベニヤ模型、おおとり模型、地球堂模型）
ボードゲームハウス さんちゃご
江津ぷよぷよ大会実行委員会

