令和 ４年

９月 ２８日

関係各位
さいたま市長 清水 勇人
全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会
会長

崎田 裕子

「第６回食品ロス削減全国大会 in さいたま」の開催について（御案内）
仲秋の候、皆様におかれましては益々御健勝のこととお慶び申し上げます。
標記の件につきまして、下記のとおり開催いたしますので、多くの皆様に御参加いただ
きたく、御案内申し上げます。
つきましては、大会への参加等について、別紙（
「第６回食品ロス削減全国大会 in さい
たま」開催概要）を御確認の上、お申込みいただきますようお願いいたします。
記
１ 案内事項
（１）
「第６回食品ロス削減全国大会 in さいたま」への参加
（２）パネル・ブース出展の申込み
（３）自治体職員向け研修会への参加
２ 開催概要
（１）主

催

さいたま市、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会

（２）開催日時

令和４年 10 月 30 日（日）12 時 30 分～17 時 30 分（11 時 45 分開場）

（３）開催場所

市民会館おおみや（RaiBoC Hall）大宮門街７階 大ホール
さいたま市大宮区大門町２丁目 118 番地

３ その他
（１）全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会総会を、同日 10 時から 11 時まで開
催します。詳細につきましては、後日、改めて協議会事務局から通知します。
（２）会場内の展示室で、食品ロス削減に関するパネル・ブース展示を、同日 10 時から 17
時 30 分まで開催します。
（３）自治体職員向け研修会を、10 月 31 日（月）10 時から 12 時 30 分まで開催します。
【問合せ先】さいたま市環境局資源循環推進部資源循環政策課
担

当：田口、高橋

電

話：０４８－８２９－１３３８

ＦＡＸ：０４８－８２９－１９９１
E-mail：shigen-junkan@city.saitama.lg.jp

「第６回食品ロス削減全国大会 in さいたま」開催概要
１ 大会概要
別添チラシのとおり
※ 新型コロナウイルス感染症への対策として、会場観覧とオンライン観覧（YouTube
によるライブ配信）により開催します。（どちらも事前申込が必要です。
）
※ 「会場観覧」の方には、本大会の運営受託業者（株式会社セレスポ）から入場券
を郵送いたします。入場券は大会当日、受付にて御提示いただきますので、御持
参ください。
※ 「オンライン観覧」の方には、申込み時に記載いただいたメールアドレス宛に視
聴用の URL を送付いたします。
● 入場無料
● 会場定員：1,000 人（先着順）
● 申込期間：10 月４日（火）から 10 月 16 日（日）まで
＜参加申込み＞
以下の「ウエブページ」または「２次元コード」からお申込みください。
【会場観覧 ウエブページ】
https://event-entry-esp.seminarone.com/1030/event/
【オンライン観覧 ウエブページ】
https://event-entry-esp.seminarone.com/1030a/event/

【会場観覧 ２次元コード】

【オンライン観覧 ２次元コード】

※ ウエブサイトからの申込みのほか、郵送、ＦＡＸ、メールからのお申込みも可能
です。チラシ裏面の参加申込書に必要事項を御記入の上、下記の事務局にお送り
ください。
食品ロス削減全国大会 in さいたま事務局
〒３３０－００６１ さいたま市浦和区常盤７－１－１
大黒屋オフィスビル４Ｆ 株式会社セレスポさいたま支店内
電

話：０４８－７６２－８４３８

メール：mottainai@cerespo.co.jp

FAX：０４８－８２５－３２７４

２ パネル・ブース展示
大会会場で、次のとおり、パネル・ブース展示を開催します。詳細は別添「パネル・
ブース展示出展要項」を御確認ください。なお、展示スペースに限りがある（24 ブース
程度）ため、先着順での受付となります。
（１）日 時

令和４年 10 月 30 日（日）10 時から 17 時 30 分

（２）会 場

市民会館おおみや（RaiBoC Hall）大宮門街４階 展示室
さいたま市大宮区大門町２丁目 118 番地

（３）内 容

食品ロス削減に関する取組みなどを紹介するポスター・パネル等

（４）出展料

無料

● 出展のお申込みは、別紙申込書にて、10 月 10 日（祝・月）まで受け付けます。
別添「パネル・ブース展示出展申込書」に必要事項を御記入の上、メールまたは
ＦＡＸで下記宛先にお送りください。
＜参加申込み先＞
「食品ロス削減全国大会 in さいたま」 事務局（株式会社セレスポ） 担当：岡見
メール：t-okami@cerespo.co.jp

FAX：０４８－８２５－３２７４

３ 自治体職員研修会
（１）日 時

令和４年 10 月 31 日（月）10 時から 12 時 30 分（９時 30 分開場）

（２）会 場

市民会館おおみや（RaiBoC Hall）大宮門街７階 小ホール
さいたま市大宮区大門町２丁目 118 番地

（３）プログラム
時

間

内

容

9:30-

自治体研修会開場

10:00-

開会挨拶

10:10-

事例発表① 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 様

10:40-

事例発表② 会津若松市

11:10-

休憩

11:25-

事例発表③ 大宮スイーツアンドカフェ専門学校

11:55-

事例発表④ 草加商工会議所 様

12:25-

閉会挨拶

様

様

（４）参加形態

会場参加

または オンライン参加（Zoom による配信）

※ どちらも事前申込が必要です。
● 申込期間：10 月４日（火）から 10 月 16 日（日）まで
＜参加申込み＞
以下の「ウエブページ」または「２次元コード」からお申込みください。
【会場参加 ウエブページ】
https://event-entry-esp.seminarone.com/1031a/event/
【オンライン参加 ウエブページ】
https://event-entry-esp.seminarone.com/1031/event/

【会場参加 ２次元コード】

【オンライン参加 ２次元コード】

※ 「会場参加」の方には、受付完了メールを送りしますので、プリントアウトの上、
当日受付にて御提示ください。
※ 「オンライン参加」の方には、申込み時に記載いただいたメールアドレス宛に参
加用の URL を送付いたします。

「 食品ロス削減全国大会 in さいたま 」

パネル・ブース展示

出展要項

■目 的
食品ロス削減全国大会の開催を契機として、参加者が先進事例等の情報交換や交流ができる機会を創出するために
パネル・ブース展示を実施し、食品ロス削減に向けた見識を深める場とします。

■ 出展要項
１ 展示日時及び会場
日時：令和４年10月30日（日）10:00 ～ 17:30
会場：市民会館おおみや（RaiBoC Hall）大宮門街４階 展示室
さいたま市大宮区大門町２丁目118番地

２ ブース展示の規格・仕様等
ブース展示は、下記のとおりの仕様といたします。
・ W:900mm×H:2,100mm のシステムパネルを２枚並べた状態で御使用いただきます（下図参照）。
・ W:1,800mm×D:450mm の机を１台御用意いたします。
・ その他展示に必要なものは、出展者側で御用意ください。

・ チラシ・サンプル等の陳列ができます。
・ 出展団体名サインは、主催者側が御用意します。

・ 展示方法は、画びょう・フックです。
ガムテープなどの強粘着テープやネジは御使用いただけません。
・ システムパネル１枚で、ポスターのみの掲示も可能です。

３ 設営について
設営は原則、運営受託業者が行いますが、自ら展示を希望される場合は、次の時間に会場にお越しください。
自ら展示する場合でも、展示物は事前に御提出をお願いします。（搬入はこちらで行います。）
◇ 10月29日（土）13:00～17:00

◇ 10月30日（日）9:00～10:00

《展示物の返送を希望する場合》
展示物の返送を希望される場合は、別紙申込書の「展示物の返却」項目で「返送を希望する（郵送）」の欄にチェックを入れて
ください。お送り頂いた際に使用された段ボール箱等の梱包材を用いて、主催者側で梱包し、大会終了後、１週間以内の返送を
予定しています。
《展示物の処分について》

別紙申込書の「展示物の返却」項目で「返送を希望しない（主催者側にて処分可）」の欄にチェックがあるものにつきましては、
19:00以降、会場に残ったものは、主催者において処分させていただきます。
※ 万一、展示物の紛失、破損があった場合にも、事務局で責任は負いかねます。

４ 展示物の送付先
宅配便等を御利用の場合は 10月27日（木）から10月28日（金）（15:00必着）までの間に下記の住所に送付して
ください。

〈送り先〉 〒330-0061 さいたま市浦和区常盤7-1-1 大黒屋オフィスビル4F（株式会社セレスポさいたま支店内）
「 食品ロス削減全国大会 in さいたま 」 事務局（株式会社セレスポ）
TEL：048-825-3271

担当：岡見

５ 出展料

無料

６ 申込方法

別紙「出展申込書」に必要事項をご記入の上、下記、事務局宛にメールまたは FAXにてお申し込みください。
【申込期限１0月１0日（祝・月）】

７ 出展に関するお問合せ（運営受託業者）
「 食品ロス削減全国大会 in さいたま 」 事務局（株式会社セレスポ）
〒330-0061 さいたま市浦和区常盤7-1-1 大黒屋オフィスビル４F（株式会社セレスポさいたま支店内）
TEL： 048-825-3271

FAX：048-825-3274

Mail：t-okami@cerespo.co.jp

担当：岡見

８ 全体スケジュール
10月10日（祝・月）申込み締切
10月14日（金）出展の可否及び出展スペース決定通知
10月27日（木）～28日（金）展示物の送付受付
10月29日（土）設営
10月30日（日）食品ロス削減全国大会

ヒアリングシート

提出日

年

月

日

食品ロス削減全国大会 in さいたま 出展申込書 【パネル・ブース展示】
よみがな

団体名

代表者名
※出展社名板表記を御記入ください

当日
担当者名

〒

TEL
当日連絡先

携帯：

所在地
FAX
メール
設営
展示物の返却

＠

主催者側にて設置を依頼

自ら展示【10月29日(土)13:00～17:00】

自ら展示【10月30日(日)9:00～10:00】

返送を希望する

返送を希望しない 【出展者にて持ち帰り】

返送を希望しない 【主催者側にて処分可】

展示内容
※ 種類、枚数等を
御記入ください

ブース展示 仕様
ブースsize：幅 1,800mm × 高さ 2,100mm × 奥行 450ｍｍ(長机)

展示形態

・チラシ、サンプル等の陳列ができます。
・出展団体名表示は、主催者側が御用意します。
・展示方法は、画鋲・フックです。
ガムテープなどの強粘着テープやネジは御使用いただけません。
※ 規格パネル内（幅 900mm×高さ 2,100mm）で、
ポスターのみの掲示も可能です。(展示内容に御記入ください。）
＜備考＞ ※電源の使用（プロジェクター等）を希望される場合には、事前に御相談ください。
※その他、御希望・御不明な点等があれば御記入ください。

※上記を御記入の上、下記のメール又はFAXにてお送り願います。 【申込期限10月10日(祝・月)】
「食品ロス削減全国大会inさいたま」事務局（株式会社セレスポ） 担当：岡見
TEL：048-825-3271 FAX：048－825-3274 Mail：t-okami@cerespo.co.jp

