
神社deままマルシェ

⼦育て⽀援、⼥性の社会進出への
貢献のためのイベント

In 越⾕⾹取神社

⽬標⼊場者数︓400⼈以上

【主催】 神社でままマルシェ実⾏委員会

ご協賛企業様向け
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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

⼥性が働いて能⼒を発揮し、社会に貢献するのが当たり前の
社会にしたいという思いから、神社でままマルシェの開催を
通して、⼥性起業家の応援、地域の商業の発展、育児中の⼥
性の息抜きや情報交流の場所を提供いたします。

2021年10⽉1⽇現在
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1.神社でままマルシェについて

2019年６⽉から毎⽉第３⾦曜⽇に「神社でままマルシェ」を開催させていただいております。
出店者・スタッフ全員で 拝殿に向かい⼆礼⼆拍⼿⼀礼からはじまるこのマルシェ。さまざ
まなワークショップやハンドメイドの雑貨販売、フォトブース、キッチンカーや地元の飲⾷
店等毎回平均⼆⼗店舗以上が出店いたします。毎⽉市内の⼦ども関連の団体さんに協⼒いた
だいて⼦ども向け遊び場なども開催。特設ステージでは演奏や⼤道芸・リトミック体験教室
なども開催しております。出店者の多くはママで、会場は親⼦連れでにぎわい、参加者と出
店者が笑顔で交流しています。
平⽇開催 時間は１０時から１４時と短い時間です。平⽇だからこそ、こどもが幼稚園や学
校に⾏ってる時間だからこそ、参加できる まま達もいます。
毎⽉第三⾦曜⽇と、継続開催を決めてから、毎回、市内の企業や団体の皆様、⾹取神社の関
係者皆様、⽂教⼤学の学⽣ボランティアの皆様、そして地元⼤沢地区の皆様のお⼒をお借り
し、開催できております。引き続き２０２1年も毎⽉第３⾦曜⽇に開催していきますので、よ
ろしくお願いいたします。
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神社でままマルシェについて
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ー⼥性の多様な働き⽅の応援ー
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
ー持続可能なイベント運営ー
ーママのママによるママのための場づくりー

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）

⼦育て中のママ
出店者︓⼥性起業家・育児中のママ・埼⽟県内で商業を営んでいる⽅

開催要項
名 称:神社でままマルシェ 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1338
⼊ 場 料 :無料
主催:神社でままマルシェ実⾏委員会
お問合せ先:増⽥ 具⼦ 048-984-7256 (アンサンブルアスク内)

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。



神社でままマルシェについて
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過去来場者数
第１回 2019年6⽉14⽇
第２回 2019年7⽉19⽇
第３回 2019年8⽉16⽇
第４回 2019年9⽉20⽇
第５回 2019年10⽉18⽇
第６回 2019年11⽉15⽇
第７回 2019年12⽉20⽇
第８回 2020年1⽉17⽇
第９回 2020年2⽉21⽇
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

晴れ
晴れ
曇り（台⾵）
晴れ
曇り時々⾬
晴れ
晴れ
晴れ
晴れ
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

500⼈
200⼈
150⼈
300⼈
300⼈
350⼈
400⼈
250⼈
250⼈
300⼈
300⼈
400⼈
400⼈
400⼈
ｵﾝﾗｲﾝ
450⼈
380⼈

22.3℃
26.9℃
29.7℃
22.4℃
16.4℃
12.2℃
9.6℃
7.8℃
20℃
15℃ 
24℃
12℃
15℃
18℃
25℃
27℃
33℃



2021年10⽉7⽇

神社でままマルシェ実⾏委員会
代表 増⽥ 具⼦

神社でままマルシェ開催要項
趣 旨

⼦育て⽀援、⼥性の社会進出への貢献

概 要
名 称︓神社でままマルシェ in ⾹取神社
⽇ 時︓毎⽉第三⾦曜⽇ 10:00〜14:00

※⾯ 積︓1,200坪
会 場︓越⾕⾹取神社 境内

埼⽟県越⾕市⼤沢３丁⽬１３３８
https://katorijinja.com/

⼊ 場 料 ︓無料

内 容
（１）企業ブース 4ブース程度
（２）個⼈出店ブーススペース 25ブース程度
（３）ステージプログラム ２件
（４）協⼒団体4ブース程度
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主催者
団体名 神社でままマルシェ実⾏委員会
団体事務所︓〒343-0026 埼⽟県越⾕市北越⾕2-15-16 2階

048-984-7256 (アンサンブルアスク内)



4. ご協賛募集要項

神社でままマルシェ 運営⽤

① 企業協賛広告 ¥10,000 
② 企業協賛出店 １ブース ¥10,000 2ブース¥15,000
③ 景品のご協賛

本協賛趣意書にご賛同・ご⽀援いただけます際は、お⼿数ですが
同封の「協賛申込書」にご記⼊の上、下記運営事務局宛(FAX 
050-3737-3230）⼜はメールを必ずお送りいただきますようお
願いいたします。公式ホームページからの申し込みフォームから
も申し込みいただけます。
https://mamafes.info/koshigaya/sponsorship/

神社でままマルシェ実⾏委員会
〒343-0026 埼⽟県越⾕市北越⾕2-15-16 2階
TEL:048-984-7256/FAX:050-3737-3230

ご協賛⾦については個別に対応させていただきます。
≪お振込先≫
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

協賛の⽬的︓

協 賛 種︓

申し込み⽅法︓

お問合せ先︓

お⽀払い⽅法︓

注意事項・免責事項
 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ませんのでご了承

くださいませ。
 収集状況により協賛⾦に余剰⾦が発⽣した場合は、返⾦はせず、今後実施す

る神社でままマルシェの運営・活動費⽤に充てさせていただきますのでご了
承ください。
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4-① 協賛広告について

ご協賛⾦︓ 10,000円 〜

◆当⽇、リーフレットやパンフレットなど宣伝物（200枚上限）を来場者プレゼント
に同梱させていただきます。※余剰分は翌⽉配布
◆当団体ホームページへ社名・個⼈名の記載（テキスト）
◆スタンプラリー付き 案内図 への社名・団体名・個⼈名の掲載（テキスト）
★イベント当⽇、会場内へポスター掲⽰（1⼝につき1枚）

※配布物はイベント3⽇前までに⾹取神社にお持ちください。

【当団体管理サイト・宣伝媒体】
HP︓https://mamafes.info/koshigaya/
instagram: @mamafeskatori
FB︓https: @Shrinemarche



4-② 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。

幅2ｍ×縦2m◆1ブース

幅4ｍ×縦2m（テント2張分）◆2ブース

【付属備品】
テント 1張（2ｍ×2ｍ）
テーブル
（180cm×45cm）１台
ベンチ椅⼦ １脚

【付属備品】
テント 2張（１張︓2ｍ×2ｍ）
テーブル2台（180cm×45cm）
ベンチ椅⼦ 2脚

㈱ワールドファミリー様 コープみらい様 明治安⽥⽣命様



4-③ 景品のご協賛

企業様のオリジナル商品、地域⾊豊かな特産品など、シールラリーの景品・来場者プ
レゼントとしてご協賛・ご協⼒をお願いいたします。

（例）離乳⾷・オムツ・玩具・各種チケット類（旅⾏券・宿泊券、⾷事券など）、家
電製品、⾷品、⾐料品、⽇⽤品、⽂具・玩具、お化粧品等

※恐れ⼊りますが、衛⽣管理上の都合により、⽣もの・温度管理が必要なもの、賞
味期限が極端に短いものなどはご遠慮ください。

※景品数については、50個以上のご準備をお願いいたします。
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【納品⽅法】
下記の送付先までお⼿配をお願いいたします。

また、送料につきましてはご負担いただきますよう、よろしくお願いいたします。

【送付先】
〒343-0026 埼⽟県越⾕市北越⾕2-15-16 2階
神社でままマルシェ実⾏委員会 増⽥具⼦

例



5.ご協賛⾦の主な使途
皆様からいただきました協賛⾦は、全て神社でままマルシェ運営費に使わせていただい
ております︕皆様からお寄せいただいたご⽀援は、無料託児をはじめ、遊び場や芝⽣休
憩所の設置、お⼦様向けの催し物の開催や景品購⼊、またイベントを１⼈でも多くのマ
マに伝えるための広告費、スタッフへの交通費、その他運営費に使⽤させていただきま
した。



6.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、2020年10⽉から再開を決めました。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。



企業様・団体様・個人様名

住 所

電 話

ご連絡先メールアドレス

協賛金額 口 円

景品協賛品⽬と数

FAX︓050-3737-3230 神社でままマルシェ事務局 ⾏

この度は「神社でままマルシェ」へご協賛頂き、誠にありがとうございます。
当⽇のご来場を、主催者・出店者⼀同⼼よりお待ち申し上げております。

★いずれかのプランに☑を付けて下さい。

① 企業協賛広告 ¥10,000
② 企業協賛出店

１ブース ¥10,000 ２ブース ¥15,000
③ 景品のご協賛

ご協賛申込書
神社でままマルシェ in ⾹取神社
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https://mamafes.info/koshigaya/sponsorship/


