
神社でままマルシェ

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

開催報告
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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



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

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)



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

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

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

22.3℃
26.9℃
29.7℃
22.4℃
16.4℃
12.2℃
9.6℃
7.8℃
20℃
15℃ 
24℃
12℃
15℃



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が出店いたします。また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、出店できる 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、昨年度は合計⼆千名を超える来場者となりました。引き続き２０２０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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第１回 2019年6⽉14⽇ 10︓00〜15︓00

後援︓越⾕市観光協会（⼀般（社））/ 越⾕市（越⾕しらこばと基⾦ 対象事業）
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天候︓晴れ 平均気温︓22.3℃ 来場者数500名

出店者︓２１ブース ３ステージ 協⼒団体︓NPO法⼈ To Going Concern for Women

【イベントの様⼦】
天候にも恵まれ境内には⾚ちゃん連れ・⼦連れのママたちであふれ、また、⾞いすで遊びにきていただい
た年配の⽅もいたりで⼤変盛⼤に盛り上がることができました。
しらこばと基⾦対象事業となったことで、出店者向けのサポートとして、事前に講師を呼んで出店に向け
た勉強会を開催。チラシを1万枚配布。当⽇は越⾕市ゆるきゃら 「ガーヤ」ちゃんが遊びに来てくれた
り、ステージではリトミック体験教室、⼤道芸、バスケットボールを使⽤したパフォーマンスなど開催。
また、有償ボランティアを配置し、お⼦様連れのママたちのサポートもすることができました。
終了後
「ママがトイレに⾏くときは、お⼦様⾒てるので、声かけて下さいね〜♪」と声をかけて頂き、感動しま
したー︕私⾃⾝、4⼈の⼦どもがいますが、外出先でそんなこと⾔っていただけたことなかった」
「誰でもきていい場所、気兼ねなく⾏ける場所という存在がこんなにも⼼を軽くしてくれるんだなと…❤ 
このようなイベントを開催してくださってありがとうございます︕」
「私もイベントに出店したい︕」
など、沢⼭声をいただきました。



第２回 2019年7⽉19⽇ 10︓00〜15︓00
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天候︓晴れ 平均気温︓26.9℃ 来場者数200名
出店者︓19ブース 2ステージ 協⼒団体︓関⻄ママサークル「いんじゃんほい」

【イベントの様⼦】
熱いのか寒いのか⾬が降るのか降らないのか、⽔遊びをテーマにしていたのもあり、当⽇までドキドキの
第⼆回神社でままマルシェとなりました。幼稚園の終業式の⽇。予算不⾜でチラシ配布があまりできず、
周知が不完全で、来場者は⽬標に達することはできませんでした。
それでも200名の来場者があり、⽔遊びをするこどもたちで笑い声の絶えないマルシェとなりました。

第3回 2019年8⽉16⽇ 10︓00〜14︓00

【イベントの様⼦】
夏休み、お盆中の開催。直前まで台⾵予報、曇りのち⼩⾬、⾵も強く、来場者は⽬標に達することができ
ませんでした。それでも今回は夏休みということで、近隣の⽂教⼤学のボランティアサークルＣフラフー
プの皆さんが協⼒出店をしてくれて、来場した⼦どもたちは⼤喜びでした。

天候︓晴れ 平均気温︓29.7℃ 来場者数150名
出店者︓19ブース 2ステージ 協⼒団体︓⽂教⼤学Ｃフラフープ



第4回 2019年9⽉20⽇ 10︓00〜14︓00
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天候︓晴れ 平均気温︓22.4℃ 来場者数300名
出店者︓19ブース 2ステージ 協⼒団体︓関⻄ママサークル「いんじゃんほい」

【イベントの様⼦】天候に恵まれ300⼈以上のお⼦様連れの来場者がいらっしゃいました。
ご協賛いただいたお⾦で初の芝⽣エリアを設置。サークルで囲み、抱っこ紐できていたママたちが⼦どもを少
しおろせる場所として⼤好評でした。そちらのスペースで絵本の読み聞かせも、遊びに来ていたママが⾏って
くれたり、臨機応変なイベントが開催されました。初参加の協⼒団体「NPO法⼈ 越⾕にプレーパークをつく
る会」には未就学児向けにしゃぼん⽟で遊び場が開催、飲⾷ブースでは売り切れ店舗が何店舗かでました。終
了後の出店者の⾔葉や来場者の⾔葉、また来⽉のお申込みが昨⽇のうちに増えたり励まされることが多かった
です。

第5回 2019年10⽉18⽇ 10︓00〜14︓00

【イベントの様⼦】
10⽉は副題を「めっちゃハロウィン」として、仮装してきたお⼦様にバルーンアートプレゼントを開催い
たしました。また、⾬予報があったため、当⽇中⽌となるプログラムもありましたが、当初外出店予定
だった⽅には室内出店配置に誘導して対応開催。天候は不安定ながら先⽉にまけじと300名の来場者とな
りました。また、世界⼀幸せなホームレス︓ホームレス⼩⾕さんが会場で出店しているママたちを励ます
という催し物も開催されました。

天候︓曇り時々⾬ 平均気温︓16.4℃ 来場者数300名

出店者︓19ブース 2ステージ 協⼒団体︓越ケ⾕⼦ども⾷堂ぽらむの家

NPO法⼈ 越⾕にプレーパークをつくる会



第6回 2019年11⽉15⽇ 10︓00〜14︓00
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天候︓晴れ 平均気温︓12.2℃ 来場者数350名
出店者︓19ブース 2ステージ 協⼒団体︓越ケ⾕⼦ども⾷堂 ぽらむの家

【イベントの様⼦】
天候に恵まれ、境内にはベビーカー、抱っこ紐などのママが沢⼭︕また副題を「神社で孫
マルシェ」としたことから、今回はお孫さんを連れたおじいちゃんおばあちゃんにも来場
いただきました。また、七五三の⽇ということもあり、着物を着た⼦供たちもいて、境内
が⼤変華やかな空間となりました。
⽂教⼤学の学⽣さんが作った⼦ども向け遊び道具を提供いただいて、⼦ども向け遊び場ス
タンプラリーを開催。昔遊びとして紙⾵船と吹き戻しを景品としてあげました。

NPO法⼈ 越⾕にプレーパークをつくる会
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第7回 2019年12⽉20⽇ 10︓00〜14︓00

【イベントの様⼦】
2⽉は実⾏委員会代表増⽥がインフルエンザとなり、また主催GCW吉川代表もご家族が体調を崩し、⽋
席という代表者不在でのイベント開催となりました。ママが中⼼となって、開催しているマルシェのた
め、家族が体調を崩したりして参加⾃体が難しくなりやすいです。それでも、実⾏委員会メンバーと出
店者、ボランティアが協⼒しあって、⼤盛況で今年度のマルシェを開催できましたこと、本当に御礼申
し上げます。
今回は「サンタを探せ︕」ということでサンタを⾒つけた⽅にはXmasバルーンをプレゼントいたしま
した。また関⻄サークル「いんじゃんほい」が⾚ちゃん休憩所を社務所内にて設置してくださり、好評
でした。

天候︓晴れ 平均気温︓9.6℃ 来場者数400名

出店者︓19ブース 2ステージ 協⼒団体︓越ケ⾕⼦ども⾷堂ぽらむの家

関⻄ママサークル「いんじゃんほい」

【ボランティアご協⼒】
【設営】⼀般社団法⼈越⾕⻘年会議所有志の皆様【サンタ】浅古たかし越⾕市議会議員
【駐⾞場係】野⼝ ⾼明越⾕市議会議員【遊び場】ちょんまげパパ【全般】カメラマン 鈴⽊勇也



第８回 2020年1⽉17⽇ 10︓00〜14︓00
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天候︓晴れ 平均気温︓7.8℃ 来場者数250名
出店者︓26ブース 4ステージ 協⼒団体︓NPO法⼈ To Going Concern for Women

【出店者・運営について】
出店要綱を変更した最初のイベントとなりました。
本年度より「あなたのチャレンジを応援します」というテーマでチャレンジ出店という項⽬を作り、6名
の出店者が集まりました。お⼦様連れのママ出店者も、今回は多くいました。
本年度よりイベント終了後、出店者には「販売数」「接客⼈数」「売上」についてアンケートに答えてい
ただくことにしました。こちらの結果をもとに次回の配置などに反映していきたいと思います。

越ケ⾕⼦ども⾷堂ぽらむの家

【ボランティア・ご協⼒】
【設営】⼀般社団法⼈越⾕⻘年会議所有志の皆様【遊び場】ちょんまげパパ
【演奏】Live Restaurant MOJO︓MOJA 【全般】カメラマン 鈴⽊勇也

【イベントの様⼦】
寒さと越⾕市内の⼩学校にて⾏事があったためか、来場者は250名と先⽉に⽐べると少なかったです。
ただ、来場者の滞在時間は⻑く、終始寂しい印象はない状態でした。
来場者は、0歳児連れのママが多かったです。宣伝をinstagram広告を利⽤したことからか、instagramを
⾒てきたという声が多かったです。またLINE＠登録で来場者のお⼦様にプレゼントを配布し、好評でした。
シールラリー景品も⼤変好評でこちらの化粧品のために毎⽉来るという⾔ってるママもいました。



第９回 2020年2⽉21⽇10︓00〜14︓00
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天候︓晴れ 平均気温︓20℃ 来場者数250名
出店者︓２８組２ステージ 協⼒団体︓NPO法⼈ To Going Concern for Women

越ケ⾕⼦ども⾷堂かふぇぽらむの家/モンクール保育園

【ボランティア・ご協⼒】
【設営】⼀般社団法⼈越⾕⻘年会議所有志の皆様【遊び場】ちょんまげパパ
【演奏】Live Restaurant MOJO︓MOJA フラダンス教室プリンセスマミー
【写真撮影】カメラマン Naruho
【⼿品ショー】 後藤俊介

【イベントの様⼦】
第９回⽬の開催となりました。
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響で全国的にイベントが⾃粛する中、外開催、⼤規模なイベント
ではないことから、⼿洗い励⾏、マスク励⾏と⼗分な注意をはらい開催しました。
不安要素の詰まった開催となりましたが、毎⽉楽しみにしてきてくれる来場者さんや出展者さんの微笑む
顔に安⼼しました。
次回、３⽉２０⽇に開催予定の【第１０回神社でマママルシェ】の開催は安全⾯を第⼀に考慮した結果、
中⽌を決定しています。新型コロナウイルス感染症の影響が、いつまで続くのか分かりませんが、⾃粛期
間中も優先事項をまとめ今後の課題に取り組んでいきます。



第10回 2020年10⽉16⽇10︓00〜15︓00
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天候︓曇り時々晴れ 平均気温︓15℃ 来場者数300名
出店者︓２３組 協⼒団体︓NPO法⼈ To Going Concern for Women

地域多世代サークル「こずもす」

【ボランティア・ご協⼒】
越⾕BASE 松⽥様 /あとりえココロ ⾦澤様

【イベントの様⼦】
8か⽉ぶりのマルシェ、おかげさまで沢⼭のママと⼦どもに包まれて
最⾼の1⽇となりました。
事前の天気予報では⾬予報で、運営⼀同本当に開催できるのかハラハラいたしましたが
当⽇は⾬が降らないどころか、晴れ間もみえるほど。
新型コロナウイルス感染症の関係で、今回は事前にチラシ配布はいたしませんでした。
宣伝はSNSのみとなりましたが、300名を超える来場者がありました。
今回より 連絡先の把握としてネットからエントリーをしていただく形式にいたしました。
事前エントリ―の時点で、100名を超えるエントリーをいただき、開催への後押しとなりました。
今回新たな試みとして、地域多世代サークル「こずもす」による無料託児を⾏いました。
お1⼈様、30分という限られた託児となりましたが、40名を超えるご利⽤をいただき、今後もできうる限
りこちらのサービスを⾏いたいと思いました。



第11回 2020年11⽉20⽇10︓00〜14︓00
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天候︓曇り ⾵速5m 平均気温︓ 24℃ 来場者数300名
出店者︓21店舗 協⼒団体︓地域多世代サークル「こずもす」

【ボランティア・ご協⼒】
越⾕BASE 松⽥様
【ご協賛企業】
出店︓ワールドファミリー株式会社 /五⼗嵐康則様
広告︓㈲浅⼦商店 / ㈲アンサンブルアスク

【イベントの様⼦】
各地でのイベントがなくなってきていることから、今回の出店者募集は開始後1時間で募集終了となるほど
参加したいと思っている出店者が沢⼭いることを実感できました。
そんな中、またコロナの感染者が拡⼤してきたさなかでの開催となりました。
⾵邪が強く、安全のためテントを開かず開催いたしました。また出店ブース間隔をソーシャルディスタンスをとった配
置として、来場者の密を防ぐことができました。今⽉も⽂教⼤学の学⽣さんたちが「30分無料⾒守り託児」を⾏ってく
れて、そちらを利⽤してくれた⽅のInstagramなどの反響が嬉しかったです。
また、今回初の試みとして、別団体のイベントと関連したマルシェをいたしました。
「越⾕技博」wazahaku.com/
ちょうどこの期間中のマルシェ開催だったので、マルシェでも2種 技博講座を開催しました。
おかげさまで多数の参加者で開催することができました。
また、⾏⽥市・三郷市の市役所職員の⽅が本マルシェを⾒に来てくださいました。
他市の市役所の⽅に知られて、興味を持っていただけたことも本当に嬉しく思います。



第12回 2020年12⽉18⽇10︓00〜14︓00
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天候︓曇り時々晴れ 平均気温︓11℃ 来場者数400名
出店者︓40店舗 協⼒団体︓地域多世代サークル「こずもす」

【ボランティア・ご協⼒】
越⾕BASE 松⽥様 写真撮影︓かとうあやこ様
【ご協賛企業】
出店︓ワールドファミリー株式会社 /五⼗嵐康則様
広告︓㈲浅⼦商店 /飯⼭健鉄㈱ / ㈲アンサンブルアスク
景品︓㈱エジソン / 草加煎餅⼭⾹煎餅本店

【イベントの様⼦】
Gotoトラベルの中⽌や、埼⽟県から東京都への移動⾃粛が出たり、また、前⽇17⽇には新型コロナ感染者が過去最多
3,199名となり不安な情勢での開催となりました。
中⽌にするかどうか、何度も実⾏委員会で協議はしましたが、同じくコロナで孤⽴し、産後うつが増えているとのこと
もあり、感染症対策をした上で開催を決めました。
12⽉はクリスマスということもあり、出店希望が多く、10店舗をお断りすることになりました。初出店21店舗（チャ
レンジ出店者12名含む）で合計40店舗が出店しました。
寒さが⼼配されましたが、この⽇だけは気温が11℃を超え、予想より暖かく過ごすことができました。
今⽉も地域多世代サークル「こずもす」では⽂教⼤学の学⽣さんたちが「30分無料⾒守り託児」を⾏ってくれて、そち
らを利⽤してくれた⽅のInstagramなどの反響が嬉しかったです。
新型コロナウィルス感染拡⼤防⽌のため 来場者には連絡先のご記⼊をお願いいたしました。
受付を通っていただくために、ご来場者プレゼント企画をし、ご協賛企業様よりいただいた景品をお配りいたしました。



第13回 2021年3⽉19⽇10︓00〜14︓00
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天候︓曇り時々晴れ 平均気温︓15℃ 来場者数400名
出店者︓25店舗 協⼒団体︓地域多世代サークル「こずもす」

【ボランティア・ご協⼒】
越⾕BASE 松⽥様 ⽴澤貴明総合事務所 ⽴澤 貴明様
写真撮影︓いんじゃんほい
【ご協賛企業】
出店︓ワールドファミリー株式会社 /五⼗嵐康則様/㈲浅⼦商店
広告︓飯⼭健鉄㈱ / ㈲アンサンブルアスク
景品︓㈱エジソン / エコハートの種

【イベントの様⼦】
1⽉、2⽉は緊急事態宣⾔の発令により中⽌といたしました。3⽉も緊急事態宣⾔の延⻑により、発令中の開催となりま
した。中⽌にするかどうか、とても悩みましたが屋外開催であること、コロナ禍の「産後うつ」や外出⾃粛による育児
中の⺟親の孤⽴化が進んでいることから、再開を決めました。
⾬予報ではありましたが、天候は晴れ、最⾼の環境で再開することができました。また幼稚園が春休みに⼊り、出店者
も、スタッフもお⼦様連れでの参加が多い、ままマルシェらしい雰囲気からスタートいたしました。事前予約は200名
を超え、当⽇は400名を超える沢⼭の参加者となりました。
今回から屋外に授乳・おむつ替え⽤テントを設置いたしました。また、相談ブースも「保育園⼊園前相談」「健康相
談」「保活相談」をご⽤意。30分無料託児は、今回は屋外での開催、また縁⽇も開催されました。
来場者登録フォームには「再開を待っていた」「コロナ⾃粛で⾏くところがなかったので助かった」など 再開を喜ぶ
声を多数いただきました。
また、当⽇テレビ埼⽟の取材を受け、⼣⽅のニュースで放映されました。yahooニュースにも動画付きで掲載されまし
た。



第14回 2021年4⽉16⽇10︓00〜14︓00
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天候︓曇り時々晴れ 平均気温︓18℃ 来場者数400名
出店者︓38店舗 協⼒団体︓地域多世代サークル「こずもす」

【協賛出店】
ワールドファミリー株式会社 / 五⼗嵐康則 /
【広告協賛】︓飯⼭健鉄㈱ / ㈲アンサンブルアスク
【景品協賛】︓㈱エジソン / エコハートの種 / 

NPO法⼈⽇本もったいない⾷品センター 会員の社会福祉法⼈ 埼⽟福祉会様
【ボランティア】
地域多世代サークル「こずもす」 / 越⾕BASE 松⽥様
/モンクール保育園

【イベントの様⼦】
今⽉も沢⼭の⾚ちゃん連れのママたちで会場はにぎわいました。会場の⾹取神社で「五⽉⼈形展⽰」が⾏われるという
ことで、社務所内には約100点の鎧兜や五⽉⼈形などが展⽰、神楽殿には地元⼤沢2丁⽬⼭⾞⼈形が展⽰、境内には⼤き
いこいのぼりも展⽰されました。
また、今⽉はーわたしの好きなことで仕事を創るー 団体 きらり kirari さんとのコラボ開催もいたしました。
写真撮影・ハンドメイド販売・ワークショップ・占い・フラダンス体験・ヨガ体験・リトミック体験・飲⾷販売様々な
魅⼒的なブースが38店舗集まりました。今⽉の出店申し込み総数は50件を超え、12店舗が落選いたしました。
託児エリアでは近隣保育園のご協⼒のもと、保育⼠指導の下、今⽉も多世代ボランティアサークル「こずもす」による
30分無料託児が⾏われました。近隣幼稚園が午前保育期間ということもあり、午後には幼稚園児も多数遊びに来てくれ
ました。また、今⽉より来場者登録フォームに「⼦育てにおいて困ってる事」を⼊⼒いただく項⽬を増やしたところ、
相談がありましたので、越⾕市内の市議会議員の⽅にお伝えいたしました。今後もこういった声を集めていきたいと思
います。



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 1⼝ ¥5,000 1⼝以上
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。

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
koshigaya@mamafes.info

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︓

申し込み先︓

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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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 1⼝ ¥5,000 1⼝以上
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

協賛申込書
神社でままマルシェ in ⾹取神社
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