
神社deままマルシェ
In 越谷香取神社

目標入場者数：400人

【主催】 神社でままマルシェ実行委員会

出店者説明資料
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神社でままマルシェはイベント開催を通じてSDGs(持続
可能な開発目標)に取り組んでいます

育児中の母親は育児特有の喜びや悩みを抱え、孤立しがちです。「神社ｄｅままマルシェ」は
育児の悩みを共感しあい、自分らしく生きることを諦めるのではなく、自分らしい方法で社会
とつながれるプラットフォーム。地域に根差した継続的な場づくりを行い、女性が安心して次
の一歩を踏み出し、同時に地域も元気づける機会を創出しています。

2023.04.4現在

前回からの変更点について

2023.03.25 出店者募集について ４-（１）飲食販売 7P

キッチンカーの方はマルシェ当日8：30～8：45の間に到着してください。

2023.02.25 出店者募集について ４-（１）飲食販売 7P

令和3年6月1日以降に埼玉県内いずれかの自治体で許可を受けたキッチンカーについては、令和4年6月1日から県内

全域で営業ができることとしました
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１．神社でままマルシェについて

ーイベントの少ない平日に子どもを連れて気軽に集まれる場所を作りたいー
ーママのママによるママのための場づくりー
ー女性の多様な働き方の応援ー

コンセプト

ターゲット

来場者：0歳～３歳（幼稚園入園前の乳幼児）と子育て中のママ
出店者：女性起業家・子育て中のママ・商業を営んでいる方

開催要項

名 称:神社deままマルシェ in 越谷香取神社
日 時:毎月第三金曜日 10:00～14:00
会 場:越谷香取神社 境内※屋外開催
埼玉県越谷市大沢3丁目13−38
入 場 料 :無料
主催:神社でままマルシェ実行委員会
後援：越谷市
お問合せ先:増田 具子 048-984-7256 (アンサンブルアスク内)

運営・スタッフは皆ボランティアでの参加となります。
イベント運営が本業でないため、色々と不慣れで不備もあり、ご迷惑をおか
けすることも思いますが、ご理解いただける方また、団体趣旨のもと、一緒
にマルシェを盛り上げていただける出店者を募集しております。
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２．会場について

本イベントの主催者は、神社でままマルシェ実行委員会となります。
会場をご厚意でお借りしていますので、直接香取神社と連絡をとったりせずマルシェに関
わる質問は全て実行委員会にお願いいたします。
またマルシェ当日も神社への参拝者の方が最優先となりますので、ご協力のほどよろしく
お願いいたします。
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越谷 香取神社
埼玉県越谷市大沢3丁目13−38
https://katorijinja.com/
安産祈願のご案内越谷・香取神社では、木花咲耶姫命（このはなのさくやひめのみこと）を合祀しており

ます。大神は安産、子授けの神様として広く信仰されております。

駐車場は搬入出時のみ利用可能となります。当日来場者・参拝者の方が利用しますので、
搬入後はすぐコインパーキングへご移動をお願いいたします。

https://katorijinja.com/


神社deままマルシェ開催記録
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第23回 2022年1月21日
第24回 2022年2月18日
第25回 2022年3月18日
第26回 2022年4月15日
第27回 2022年5月20日
第28回 2022年6月17日
第29回 2022年7月15日
第30回 2022年9月16日
第31回 2022年10月21日
第32回 2022年11月18日
第33回 2022年12月16日

晴れ
晴れ
曇りのち雨
雨によりマルシェ中止
晴れ
晴れ
雨
晴れ
晴れ
晴れ
晴れ

150人
200人
260人
120人
400人
500人
180人
400人
420人
400人
450人

7℃
10℃
7℃

27℃
27℃
25℃
29℃
24℃
15℃
12℃

20出店
23出店
27出店

31出店
41出店
28出店
42出店
36出店
42出店
44出店

第10回 2020年10月16日
第11回 2020年11月20日
第12回 2020年12月18日
第13回 2021年3月19日
第14回 2021年4月16日
第15回 2021年5月21日
第16回 2021年6月18日
第17回 2021年7月16日
第18回 2021年8月20日
第19回 2021年9月16日
第20回 2021年10月15日
第21回 2021年11月15日
第22回 2021年12月17日

曇り時々晴れ
曇り
晴れ
晴れ
曇り時々晴
雨時々曇り
晴れ
晴れ
緊急事態宣言のため中止・オンライン配信
緊急事態宣言のため中止・出店者向け説明会開催
晴れ
晴れ
雨のち晴れ

300人
300人
400人
400人
400人
ｵﾝﾗｲﾝ
425人
380人

450人
400人
250人

23出店
21出店
40出店
25出店
38出店
36出店
36出店
36出店

46出店
41出店
44出店



４. 出店者募集について

（１）飲食販売：3,000円/6000円

（２）一般屋外出店：2,000円

（３）写真撮影出店

（４）訳アリテーブル出店：1,000円

（５）チャレンジ出店；1,000円

（６）協賛企業出店：10,000円～

（７）ステージ出演：無料

（８）協力団体出店：無料～1000円
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【募集数】※目安となります。イベント毎に変わります

5店舗

10店舗

1店舗

5店舗

6店舗

4店舗

一般募集無

2店舗

※ステージ出演・協力団体出店は事前に運営と面談が必要となります。



（１）飲食販売
定期開催ということから、臨時出店届などは適応外となります。
食品衛生法に基づき、食品を取り扱う出店者様には、その内容に基づく許可証のご提出
をお願いしております。食品衛生法の遵守をお願いいたします。
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①キッチンカー出店 ※令和3年5月以前に許可取得の方は越谷市内での営業許可必須

②テント出店：調理・配膳をする方（※越谷市内での露店営業許可必須）

テント出店：2m×2m 正方形ブースサイズ

備品について
①②とも備品の貸出はありません。
保健所から免許取得時に許可を得た備品の持ち込みをお願いいたします。
※電源もお持ち込みください

③テント出店：包装済の食品を販売される方（惣菜パン・お弁当・お惣菜等）

飲食販売に関する問合せは保健所に直接お問合せください。

※梱包済の焼菓子販売については一般出店でお申込みください

販売する加工食品は、保健所許可施設で製造・加工された食品に限ります。
また、食品衛生法19条の規定に基づく適正なラベル表示がされている食品に限ります。

越谷市保健所 生活衛生課・食品衛生 電話： 048-973-7533

出店料 軽自動車 3000円
軽自動車以外 6000円

テント出店：2m×2m 正方形ブースサイズ

備品について 有料で備品（机・椅子・テント）をレンタルすることができます。

出店料：3,000円

※令和3年6月1日以降に埼玉県内いずれかの自治体で許可を受けたキッチンカーについては、令和4年6月1日から県内全域
で営業ができることとしました

※キッチンカーの方はマルシェ当日
8：30～8：45の間に到着してください。



（２）一般出店：2,000円

約2m×2m。向きは1面のみ保証となります。ブースサイズ
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【対象】ハンドメイド / 焼き菓子・コーヒ豆 / 生
花・苗 / ワークショップ / 美容・健康 など

お願い・注意

2m×2mの範囲内に収まる備品をお持ち込みください。
机・椅子・テントは有料にて貸出があります。※電源の貸出はありません。

①2000円以下で、販売・ワークショップ開催をお願いいたします。体験価格ワンコイン500円以
下のメニューを何かしら1種はご用意ください。※2000円以上の価格については別途ご相談くだ
さい。
②電源はありません。発電機の持ち込みは自由ですが、音の関係で配置図に変更がでるので、持
ち込む場合は早めにご連絡ください。
③テント内のスタッフは最大2名までとなります。委託販売は不可となります。
④販売後お客様が連絡を取れるように、ショップカードなどを連絡先を配布してください。

備品について

【シェア出店について】
一般出店は1ブースに2店舗までのシェア出店可能としています。
お友達と一緒に出店等。お申込み時にシェア出店をお選びください

※菓子・パン販売のシェア出店は不可となります。
※領収書は1枚のみ発行
※チラシや宣伝時は１ブース分のご紹介となります
※宣伝用画像はで2店舗分を1枚にまとめてください。
※申し込みは代表者様（どちらか1店舗）がしてください。
※レンタル備品は1店舗で応募された時と同じ上限となります。



（３）写真撮影出店：3,000円

写真撮影に関しては使用エリアが大きくなるため
出店料は一般出店と違います。
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お願い・注意

①体験価格500円以下のメニューを必ずご用意ください。
～2000円程度までの価格帯が望ましいです。(それ以上の金額のものがあっても内容
により可)
②事前予約だけではなく、必ず当日枠を設けてください。
③予約方法・価格など決まり次第運営にご連絡ください。
④Instagramなどにて空席状況・満席になった際など 運営のアカウントをメンショ
ンしてくだ さい。@mamafeskatori
⑤神社の木や枝、配置物に装飾等ぶら下げる行為は禁止です。
ご自身でスタンド等ご用意の上、撮影ブースを設置してください。
(スタンド等使用の場合は転倒防止用に重り等ご持参ください。）

机・椅子・テントは有料にて貸出があります。※電源の貸出はありません。備品について



（４）訳アリテーブル出店：1,000円（晴れたら出店）

1. テント無のエリアとなるため雨天時や地面の状況によっては出店いただけません。

前日運営判断・出店中止の場合出店料はかかりません。

2. 参道もしくは、遊具エリアの端っこにテーブルだけでの出店となります。

場所は運営で決定いたします。

3. テーブル・椅子はお持ち込みください（180cm×60㎝以内のテーブル）

有料レンタルはできません。

4. テント無となるため 飲食販売は不可となります。
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▲青い枠の場所への出店となります。

【対象】販売系：ハンドメイド販売・中古品販売など



（５）チャレンジ出店；1,000円 ※雨天時出店無し

※本マルシェ初出店者限定となります。飲食・菓子販売は不可となります。
※雨天出店中止と運営が判断した場合の出店料はいただきません（前日判断）
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備品について：
テーブル・椅子は運営でご用意いたします。（パイプ椅子）
椅子は販売の方は1脚
ワークショップ・占いなどお客様も座る場合は2脚までとなります。
※電源の貸出はありません

出店場所について：
出店場所については実行委員会で決定させていただきます。
※チャレンジ出店ではお友達と出店だから一緒のテーブルで出店したいなど配置につい
て希望は受けられません。シェア出店をご検討ください。
※お子様同伴の出店については、できる限り配慮したいと思いますので、事前にご連絡
ください。

【対象】ハンドメイド販売・ワークショップ・占い・カウンセリングなど



（６） 協賛出店について

ご協賛金： 1ブース 10,000円 2ブース 15,000円
貴社商品の展示やサンプリングなど、PR・プロモーションへの活用、モニターアンケート
によるマーケティングリサーチ、試飲・試食、物品によっては物販も可能となります。
★駐車場のご用意はありませんので、近隣コインパーキングのご利用をお願いいたします。

㈱ワールドファミリー様 コープみらい様 明治安田生命様

申し込み時に必要な備品を記載ください。

※以下、ご協賛出店の改正につきまして重要なお知らせです※

①備品の貸出が有料となります。
当マルシェも3年が経過し、現在出店希望がとても多く、毎回10名以上の方に出店をお
断りさせていただいている状況です。貸出できる備品の数に限りがあることも理由の一
つとなります。今迄ご協賛出店の皆様には出店料に備品貸出代を含めておりましたが、
現状を踏まえ2022年9月16日（金）のマルシェより備品については必要となりました
ら、有料での貸出とさせていただきます。可能な限りお持ち込みいただけますと幸いで
す。

②雨天中止時について：翌月無料チラシ配布対応
荒天や震災などで中止になった場合でも協賛金は返還できないこととさせていただいて
おります。こちらに変更はありませんが、中止の際は翌月に無料にてチラシを景品同梱
して配布させていただきます。（150枚上限）
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５．有料レンタル備品について

申し込み時に必要な備品を記載ください。

・テント（2m×2m） 1,000円/１基 ※重りは持ち込みください
・会議テーブル（180×45）500円/１卓
・ベンチ椅子 300円/1脚 （２～３人座れます）※最大2脚迄

【レンタル備品】

★テント利用の方★
テントをペグで固定できない場所もあるので、おもり用にペット
ボトル4本(2L以上)・ウォーターバックなど、風対策としてお持
ちください。空の容器をお持ちいただけたら、神社の水道を利用
させていただき、中にお水をいれることができます。もちろん
ペットボトルでなくても、重りになるものでしたら、大丈夫です。

※レンタルの方も重りはご自身でのお持ち込みお願いしてます。
※重りの持ち込み無の方は当日テント使用不可となります。

★飲食出店の方への貸出は行っておりません

★数に限りがあることから初出店者優先となります。
また、出店者選考の時点で、備品持ち込みの方が優先となりますの
でお持ち込みを推奨しています。



６. 注意事項

1. 小雨決行荒天中止となります。荒天によるイベント中止時、感染症拡大防止に
よる中止時等出店料をお支払いいただくこととなります。
（※チャレンジ出店・訳ありテーブル出店除く）

2. 申し込みフォーム記入後、出店決定前においても、出店者様側の都合による出
店キャンセルは出店料をお支払いいただくこととなりますこと、ご了承くださ
い。

1. 当日終了後、販売数・販売金額などのアンケートにご協力いただきます。
2. 駐車場はご来場の方のために空けておいていただきたいため、出店者様は近隣
のコインパーキングをご利用ください。

3. 貴重品は各ブースにて管理いただけますようにお願い致します。
4. 当日の昼食は各自ご持参、購入していただき、ご自身のブース又は、会場内休
憩所でお願いいたします。

5. ゴミは各自責任をもって、お持ち帰りください。
6. 当日会場で写真撮影をいたします。撮影した写真については、当団体ホーム
ページSNS・その他 各種本イベントのために使用させていただきますので、
写真ＮＧの方は出店いただけません。

7. 電源の使用はできません。必要な方は発電機をご用意ください
8. 万が一、トラブル、事故、盗難、食中毒などの問題が発生した場合はイベント
主催者側は一切の責任を負いません。（当事者間で解決してください）出店者
は、主催者が定める一連の規定を遵守することに同意するものとします。

9. 2000円以下で、販売・ワークショップ開催をお願いいたします。体験価格ワ
ンコイン500円メニューなどもご用意いただけたらと思います。※2000円以
上の価格については別途ご相談ください。

★中止・出店キャンセル時の出店料について

★その他
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8：30

9：00

9：45

10：00

14：00

15：00

運営設営開始

出店者搬入・備品貸出・出店受付開始

拝殿前にて当日の注意事項等の説明

マルシェ開始

マルシェ終了・集合写真撮影

完全撤収

① 受付にて出欠・検温とシールラリー用のシールを配布いたします。
② 神楽殿前に各自レンタルしたテーブル・椅子・テントを置いておきま
すので、ご自身のブースまで運んでください。

③ 設置に人出が必要な際はスタッフにお声がけください。
車は荷物をおろしたら、最寄りのコインパーキングにご移動お願いい
たします。
※神社の駐車場は来場者・参拝者の為のものとなります。※荷物を置
いて離れる際は近隣出店者さんに声をかけてから離れると安心です。

① 2礼2拍手１礼とスタッフの紹介、当日の注意事項など説明いたしま
す。

７. 当日の流れについて

① 終了後アンケートの提出がありますので、販売人数・売上を記録し
てください

② ゴミは各自お持ち帰りとなります
③ シールラリーのシールを購入者に1枚貼ってください。

① 終了後集合写真を撮りますので拝殿前にお集まりお願いいたします。
② レンタル備品は神楽殿前に戻してください。
③ 全体の片付けについても、時間の許す方はお手伝いください
④ ご自身の片付けが終わった方からご帰宅ください。

その日のうちに、アンケートの提出をお願いいたします（グーグルフォーム） 15

※キッチンカーの方はマル
シェ当日8：30～8：45の間に
到着してください。
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８ 来場者受付について
新型コロナ感染拡大防止の一環として
2020年10月より全来場者に連絡先のご入力をお願いしております。
ホームページの「ご来場者様用エントリーフォーム」に入力をしていただいてます。

当日受付にて検温、消毒のご協力
をお願いしたいので、必ず来場者
様には受付を通るように促してく
ださい。

受付での密を防ぐため、事前エン
トリ―もすすめております。

※エントリー後、画面が切り替わ
りましたら、景品交換券が表示さ
れますので、そちらを画面キャプ
して、当日お持ちいただくと、来
場者プレゼントと交換できます。



9-1 シールラリーについて

当日会場案内図券・又はリストバンド式のスタン
プラリー参加券を受付にて来場者に配布いたしま
す。

参加券にシールをはる箇所がありますので、当日ご
購入いただいたお客様にシールを１枚貼ってくださ
い。シールは朝受付でもらってください。
※景品については毎月変わる可能性があります。
※景品交換所は受付付近となります

関西出身の親子の集まり「いんじゃんほい」
が30分無料託児を開催してくれています。
生後6か月からお預かりできます

9-2 託児について

①10:30 ～ 11:00
②11:05 ～ 11:35
③11:40 ～ 12:10

④12:15～12:45
⑤13:00 ～ 13:30

各回定員3名

※当日先着順となります。当日託児受付にてご希望の回を申し込みいただきます。
※出店者の方のお子様も来場者と同じ条件でご利用いただけます。
※当日託児受付にてお申込みの上ご利用ください（30分）
※屋外託児・室内託児は毎回その時の状況で変更になります。

９ 当日の無料催し物について
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当日香取神社で「神社de子育てサ
ロン」として「テーマ別お話し
会」を開催しています。参加費無
料となりますので、対象年齢のお
子様がいるお客様にご案内くださ
い。
※参加費無料

9-3 子育てサロン-お話し会「ママトーーク」-について

9-4 個別相談会

子育ての悩みや保育園の不安を
越谷市小規模認可保育室の「モンクール保育
園 」の 現役保育士が個別に伺う相談会を随
時開催しています。

※予約不要
※当日モンクール保育園ブース（屋外）に
直接お越しください

９ 当日の無料催し物について

18



10. 告知、宣伝に関して

１）宣伝物のご提出のお願い
宣伝に必要な屋号・ブース内容(開催時間、定員。参加費等)、写真1
枚(正方形)をフォームより提出をお願いしております。

２）SNS告知
積極的な拡散をお願いいたします。他、各自ご自由に告知宣伝もお願
い致します。

HP：https://mamafes.info/koshigaya/
instagram: @mamafeskatori
FB：https: @Shrinemarche

右：宣伝物送付フォーム
出店決定後1週間以内の提出。
ネットや紙媒体にて宣伝する際に
利用させていただきます。
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１１．ボランティアについて

①有償ボランティアについて
対象：埼玉県内で育児中の方

（１）8：30-15：00 3,000円 2名
（２）10：00-14：00 2,000円 1名
（３）午前or午後のみ 1,000円 各1名

②無償ボランティアについて
対象：どなたでも歓迎

（１）8：30-15：00
（２）10：00-14：00
（３）準備片付けのみ

準備：8：30-10：00
片付け：14：00-15：00

【作業内容】
設営作業（テント・テーブル・椅子などの設置）
駐車場整備・子どもの遊び場担当・見守り
受付業務等

20



１２.新型コロナウィルス感染拡大防止について

新型コロナウイルス感染症拡大のため休止しておりましたが、通常でも孤立しやすい
育児中の母親たちの孤立化が自粛により加速しているということから、少しでも気分
転換してもらえたらと、再開を決めました。厚生省による「新型コロナウイルス感染
予防対策 基本方針・ガイドライン」に沿い、開催しております。
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１３ 出店者申し込みについて

申し込みの流れ

1.公式サイト募集ページから申し込みをする
※申し込みはグーグルフォームを利用しています

2.マルシェＬＩＮＥ公式アカウントのトークから●月出店希望
ということ、【出店店舗名・名前】を伝えてください。

3.実行委員会で出店者を選考いたします。

4.出店決定のお知らせをLINE公式アカウントよりいたします。

注意

A) 沢山の人に出店の経験をしていただくため、初出店者を優先とさせてい
ただいております。

B) 女性起業家の応援、地域の商業の発展、育児中の方の息抜きを目的とし
ているので、出店に際しては女性・ママ・埼玉県で商業をされている方
を優先させていただくことがあります。

C) レンタル備品の数に限りがあるため、備品持ち込みの方を優先させてい
ただくことがあります。

D) 出店内容が被る場合、出店内容の見直しのお願いをさせていただく場合
や、初出店でもご参加いただけない場合があります。

E) 申し込み開始時期については、毎時変わりますので随時ご確認ください。

22
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毎月第三金曜日に
「ママたちのママたちによるママたちのための場づくり」として、
運営も出店者も来場者もママが中心となって

越谷香取神社で

「神社deままマルシェ」「神社de子育てサロン」を開催しています。

主催団体紹介 - 神 社 で ま ま マ ル シ ェ 実 行 委 員 会 -

実行委員会

女性が育児を理由に
自分らしく生きることを
あきらめない。
イキイキと輝ける地域社会に
していくために

団体名 神社でままマルシェ実行委員会

事務所 〒343-0026 埼玉県越谷市北越谷2-15-16 2階（事務所）

電話番号 048-984-7256（※（有）アンサンブルアスク内）

活動開始年月 平成30年 11月

団体構成人数 4名

代表者 増田具子

銀行口座
埼玉縣信用金庫 越谷支店 普通預金口座 1705810
口座名：神社でままマルシェ実行委員会
ｼﾞﾝｼﾞﾔﾃﾞﾏﾏﾏﾙｼｴｼﾞﾂｺｳｲｲﾝｶｲ



15. メディア掲載について

24

【過去のメディア掲載】

埼玉新聞 2022年4月3日 1面日本経済新聞 朝刊 35面

<2022.12.7>ちいき新聞 越谷版 1面掲載
<2022.11.28>埼玉県 女性の「働く」を応援するワンストップサイト 掲載
<2022.4.3>埼玉新聞 1面 「子育て女性の悩み、打ち明けてリフレッシュを 埼玉・
越谷香取神社でマルシェ 子育てママが経験踏まえ企画」
<2022.2.2>日本経済新聞 朝刊 35面 育児ママの交流支援 神社マルシェ実行委・
増田具子さん
<2021.10.26>東武よみうり:ママたちの”息抜きの場”にぎわう・越谷「神社deままマ
ルシェ」
<2021.10.06>春日部経済新聞:「育児の悩みも喜びも持ってきて」2021.10.06
<2020.12.18>春日部経済新聞:「越谷の神社で母親向けマルシェイベント 「頑張り
過ぎない育児」応援」
<2021.03.19>テレビ埼玉:「NEWS545」子育てママ交流 「神社deままマルシェ」
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