
第3回
庄内緑地夏まつり

主催：庄内緑地夏まつり実行委員会
後援：名古屋市、中日新聞社
　　　公益社団法人名古屋青年会議所

協賛金依頼書

御中



庄内緑地夏まつりを盛り上げる為、皆様のご協力をお願いしております。今年も募金箱の設置をはじめ、ご寄付の

受付、企業・団体様のご協賛を通じて皆さんとご一緒に作る夏まつりにして参りたいと考えています。

是非ご協力をお願いいたします。

今年も地元方々のパファーマンスや、

ストラックアウト、ダーツ、ヨーヨーつりなどの

アトラクション。

飲食コーナーも充実させるなどパワーアップした

おまつりを計画しています。

会場　庄内緑地公園

8月11日（日）
17：30～20：30

募金・ご寄付・ご協賛　ご協力のお願い

第３回第３回

庄内緑地夏まつり実行委員会【事務局】〒452-0821 名古屋市西区上小田井二丁目78【TEL】052-502-5581（山田コミュニティセンター内）
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夏まつりを開催するにあたり
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庄内緑地夏まつり実行委員会

夏まつりの開催概要・協賛メニュー

１．庄内緑地夏まつり開催概要

２．協賛メニュー

名称：庄内緑地夏まつり
日時：２０１９年８月１１日（日）
   　　１７：３０～２０：３０
会場：庄内緑地公園内
主催：庄内緑地夏まつり実行委員会
後援：名古屋市
来場者数：10,000人（想定）
実施内容：手持ち花火の販売、地元団体のパフォーマンス（出場者未定）、
　　　　　大抽選会、キッチンカー、飲食ブース、ゲームコーナー、協賛団体ブース、
　　　　　手持ち花火コーナー、打ち上げ花火500発
　　　　　（場合により一部内容の変更あり）

　　※　悪天候などにより、中止の場合はHPでお知らせいたします。

芳名録看板 ホームページ うちわ 手持ち花火・抽選券

※１　上記金額は税込み金額です。
※２　ホームページ芳名記載のプランC・Dにつきまして、ロゴ掲載をご希望の場合は、ロゴデータをご支給ください。
※３　うちわへのご芳名掲載は、うちわの製作日程がございますので、７月末日までの申込を期限とさせて頂きます。

※１　抽選券について：抽選券は、当日会場内の抽選券受付にそのままお持ち下さい。（切り離して本券と半券が無い場合は無効となります）
　　　受付時間は16：00から 19：00（前後する場合があります）を予定しております。
　　　抽選受付にて、本券と半券を切り離し、半券を抽選箱にお入れ下さい。
　　　受付時間終了30分前と10分前に会場アナウンスで案内します。
　　　受付終了時間が過ぎますと無効となります。また当選されても発表時に直接お申し出が無い場合も無効となりますのでご注意下さい。
※２　手持ち花火の引き換え時間は、16：00から 19：00（前後する場合があります）を予定しております。
　　　引き換え時間を過ぎますと無効となりますのでご注意下さい。

夏まつり公式ホームページでの
情報掲載・リンクバナー掲載

夏まつり会場内に設置する、
協賛芳名看板に掲載する

当日配布のうちわ裏面への
ご芳名掲載

ご協賛プランにより、規定の
数を返礼品としてお送りします。

プラン

プランA

プランB

プランC

プランD

協賛金

¥10,000

¥30,000

¥50,000

¥100,000

芳名看板 うちわ 抽選券ホームページ掲載

１枚

４枚

７枚

１５枚

1個

4個

7個

15個

芳名掲載

芳名掲載

芳名掲載
（テキスト形式）

（テキスト形式）

（ロゴ掲載可）

（ロゴ掲載可）

芳名掲載

芳名掲載

芳名掲載

芳名掲載
（テキスト形式）

（テキスト形式）

（ロゴ掲載可）

（ロゴ掲載可）

芳名掲載

芳名掲載（小）

芳名掲載（大）

抽選券・手持ち花火引換券についてのご注意（※必ずご確認下さい）

手持花火
（引換券）
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３．協賛メニュー詳細
芳名録看板

ホームページ

う ち わ

庄内緑地夏まつり会場内に設置する芳名録看板にご芳名を掲載いたします。　

庄内緑地夏まつり公式ホームページ内の、協賛団体・企業ページに、ご芳名を
掲載いたします。ホームページをお持ちの企業・団体様はリンクを貼らせてい
ただきます。
プランC・プランDにつきましては、ロゴデータをご支給いただければロゴ
を掲載いたします。

当日、来場者にプログラムとしてうちわを提供いたします。
うちわにご協賛企業・団体名（プランC・D）を掲載いたします。

オモテ面 ウラ面

※上記は昨年のデザインです。（本年は変わることがあります）

第３回

協賛メニュー
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４．協賛にあたってのご注意点

５．協賛金のお支払い方法について

６．お問合わせ先

１．下記理由により本夏まつりが中止される場合がございます。

１．協賛金のお支払は、お振込、現金によるお支払が可能です。

２．領収書は、後日郵送にて手持ち花火引換券・抽選券とともにお届け致します。
　　現金でお支払をご希望の場合も、領収書は後日郵送させていただきます。

２．お申込みいただけない場合

庄内緑地夏まつり実行委員会

事　由

主催者

その場合の対応

天候など自然の要因による開催中止 開催に際し掛かった経費を差し引き、
次回開催費用に充当

協賛メリットは次回に継続しません

なお、協賛頂いた皆様へは、開催・中止に関わらず、事業報告書内において、収支報告をさせて頂きます。
　※　収支報告の掲載内容に関しましては、協賛者様のご要望にお応えできない場合がございます。

申込者が反社会的勢力、もしくはその関係者はお申込みいただけません。

お振込先 三菱UFJ銀行 小田井支店
口座名：庄内緑地夏まつり実行委員会　会長　稲葉泰司

00870-1-137396
口座名：庄内緑地夏まつり実行委員会

普通　0168490

ゆうちょ銀行

実行委員会所在地

連絡先

山田学区コミュニティセンター内

実行委員会　事務局 直通　080-1387-1855
事務局長　　稲葉　茂　　　
事務局　　　砂子　尚範
事務局　　　秋山　知弘　　

名古屋市西区上小田井２丁目７８
TEL/FAX 052-502-5581

３．同業競合他社の排除は基本原則行いません。
協賛申込書を頂いた時点で、以上の点に対し同意を頂いたものとみなします。
ご相談は事前にお申し出下さい。

会長　稲葉　泰司

主催者都合による開催中止 協賛金全額返金

協賛メニュー
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第２回庄内緑地夏まつりの実施結果

■ 来場者数
夏まつり来場者数：2,500名（想定1,000名）

イベント参加者
　　　キッチンカー：1,５00名利用
　　　ドリンク販売：1,700本
　　　ゲームコーナー：1,300名利用
　　　手持ち花火販売：226個

■ 収支報告

■ 実施概要
名称：庄内緑地夏まつり
日時：2018年8月11日（土）
   　　17：30～20：30
会場：庄内緑地公園内　多目的広場
主催：庄内緑地夏まつり実行委員会
後援：名古屋市、公益社団法人名古屋青年会議所
　　　中日新聞社
実施内容：ステージイベント：太鼓演奏　3団体、ダンスチーム、よさこいダンス、
　　　　　　　　　　　　　　山田小学校・西区政110周年記念イルミネーション点灯式
　　　　　　　　　　　　　　山田小学校110周年ダンス、大抽選会
　　　　　会場内イベント　：キッチンカー　7台、ドリンク販売、ゲームコーナー、
　　　　　　　　　　　　　　手持ち花火販売、手持ち花火コーナー、
　　　　　打ち上げ花火　　：50発（75秒）
　

■協賛企業・団体様 １５９企業・団体様

■募金協力企業・団体様 ３９店舗・団体様

■ご寄付頂いた方 ２９３名様



庄内緑地夏まつり実行委員会

★手持ち花火コーナー★

★会場風景★

会議の様子 花火準備風景

ゲームコーナー ステージイベント

ステージイベント

販売コーナー

西区制・山田小学校
１１０周年記念点灯式

夏まつり　当日の様子-1 6



■ 印刷物

■ 芳名看板

★チラシ・ポスターデザイン★

チラシ（A4)　  16,000枚作成　
ポスター（B3)       200 部作成

うちわ（φ200mm)　2,000枚作成

ステージ両サイドに設置

★うちわデザイン★
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庄内緑地夏まつり実行委員会

印刷物・当日芳名看板



★公式ホームページ★ ★Facebook★

38

庄内緑地夏まつり実行委員会

ホームページ・Facebook

★公式ホームページ★
協賛企業一覧ページ



庄内緑地夏まつり実行委員会

協賛申込書

ご協賛申込者

ご協賛内容

企業・団体名称
（正式名称）

代表者名

事業内容

ご担当者住所
（上記と別の場合）

協賛金額

団体名称

メッセージ

ご担当者連絡先 電話 FAX e-mail

ご担当者名・部署 ご担当者名 部署

プラン名

私は、反社会的勢力との関係を有しておらず、かつ、将来においても
関係を持たないことを誓約し申込いたします。

夏まつりへのメッセージ ホームページに、ご芳名とともに掲載させていただきます。
夏まつりへの応援メッセージをお書き下さい。

芳名看板記載名称 お申込み団体名と違う名称を
希望する場合にご記載下さい。

住所

¥

お支払い方法

お振込先
三菱UFJ銀行 小田井支店
口座名：庄内緑地夏まつり実行委員会　会長　稲葉泰司

普通　0168490

ゆうちょ銀行

お振込・現金
お振込時の振込名（団体名と違う場合ご記載ください）

00870-1-137396
口座名：庄内緑地夏まつり実行委員会

FAX

https://shounairyokuchi.wixsite.com/info/form

〒　　　ー

〒　　　ー

①本申込書に現金を添えて実行委員へお渡しください。
②本申込書を FAXの上、上記お振込先へご入金ください。
③庄内緑地夏まつりのホームページからご入力の上、上記お振込先へご入金ください。



庄内緑地夏まつり実行委員会


