
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

企画書
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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。
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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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4

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

⽬的・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

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

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

500⼈
200⼈
150⼈
300⼈
300⼈
350⼈
400⼈
250⼈
250⼈
300⼈

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

2.神社でままマルシェについて その2



2020年11⽉1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 2ブース程度
（２）個⼈出店ブーススペース 20ブース程度
（３）ステージプログラム ２件
（４）協⼒団体２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. 出店登録費⽤等

（１）飲⾷販売︓3,000円
（２）⼀般屋外出店︓2,000円
（３）フリマ・野菜販売︓1,000円（※フリマは中古品の販売のみとなります）
※上記、屋外出店者。備品貸出無しの⾦額となります。

（４）室内⼀般出店︓3,000円 ※テーブル１卓・椅⼦付き
※室内出店はお⼦様を連れた出店者や室内でないと出店できない内容などが優先と
なります。

※上記４出店 1ブースに2店舗までのシェア出店可能とする。お友達と⼀緒に出店
等。事前に申告ください(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。)

（５）チャレンジ出店︔1,000円
※初出店者優先。会議テーブル半分のサイズでの出店となります。テーブル・椅⼦
付き。室内か外かは運営側の判断で決定いたします。

（６）協賛企業出店︓１ブース 10,000円
※屋外・テント・テーブル・椅⼦２脚付き

（７）ステージ出演︓（無料・投げ銭可）
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出店予定のお⽀払いは事前説明会、⼜は当⽇現⾦にてお願い致します。

備品レンタルについて
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
・会議テーブル（180×45） 500円/１卓
・ベンチ椅子 300円/1脚
電源のワット数が少ないため基本的に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。
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5. 注意事項
1. 当⽇終了後、販売数などのアンケートにご協⼒いただきます。
2. 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。

3. 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きます

4. 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、ご参加いただけない場合があります。ご了承ください。

5. 出店者決定後、出店者⽤のLINEグループを作成します。ご協⼒の
程よろしくお願いいたします。

6. ⾬天決⾏となります。荒天によるイベント中⽌時、また出店者都合
による出店キャンセルについて出店料の返⾦はありませんので、ご
了承ください。

7. 申し込みフォーム記⼊後に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。

8. 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
者様は近隣のパーキングをご利⽤ください。

9. 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。
10.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。
11.ゴミは各⾃責任をもって、お持ち帰りください。
12.当⽇撮影した写真は当団体のSNSやHPなどで使⽤させていただき

ます。ご了承ください。



6. 当⽇の流れについて
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※事前搬⼊は事情がない限りできません。

★以降当⽇について★
※⾬天決⾏となります。
（１）準備について
当⽇は9時から準備開始となります。
※9時45分にステージ前に集合してください。スタッフの紹介、当⽇の注意事項
など説明いたします。また拝殿に向かってお参りいたします。

（２）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の為のものとなります。

（３）シールラリーについて
シールラリーが開催されます。当⽇シールをお配りしますので購⼊者の持ってる
チラシにシールを1枚貼ってあげてください。次⽉以降に持ち越し可能ですので、
お伝えください。

（４）アンケートについて
後ほどこちらのアドレスから接客⼈数や売り上げなどを記⼊していただきます。

（５）撤収について
14時のイベント終了後、ステージ前にて集合写真を撮りますのでお集まりお願い
いたします。テーブル・椅⼦のなどの⽚付けもなるべくご協⼒お願いいたします。
15時までに撤収お願いいたします。



7 催し物について

当⽇シールラリーや来場者プレゼント、遊び場の提供など
来場者向けのイベントを開催いたします。

ママ向けシールラリーはチラシ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。
こちらのシールラリーについては次⽉以降も開催いたしますので、その旨もお伝えく
ださい。※景品については毎⽉変わる可能性があります。

その他 イベント毎に別途催し物を検討しております。
ご協⼒お願いいたします。
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8 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︓埼⽟市内で育児中のママ等

（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
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作業内容について
（１）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

（２）駐⾞場整備・⼦どもの遊び場担当・⾒守り

（３）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・⾒守り等

②無償ボランティアについて

（１）8︓30-15︓00
（２）10︓00-14︓00
（３）その他
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9. 告知、宣伝に関して

１）宣伝物のご提出のお願い
チラシ作成に必要な屋号・簡単なブース内容(開催時間、定員。参加
費等)、チラシ⽤写真1枚(正⽅形)、事前予約を受ける⽅は連絡先、
企業様はロゴをフォームより提出をお願いしております。

２）SNS告知 (フェイスブックにて順次告知)

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:https://www.instagram.com/mamafeskatori/
FB︓https://www.facebook.com/Shrinemarche/

左︓宣伝物送付フォーム

ネットや紙媒体にて宣伝する際にりようさせていただ
きます。



10. 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から
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。

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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10-① 協賛広告について

ご協賛⾦︓ 1⼝ 5,000円 〜
今回ご協賛いただいた企業・団体様は、当会HP上での事業告知ページおよび、配布
するチラシにてご紹介させていただきます。チラシでの紹介のスペースは１⼝につき
40×15mmとなります。なお、紙⾯に限りがございますので、紙⾯掲載に関しては
先着順とさせていただき、翌⽉以降のマルシェ開催配布チラシに順次掲載させていた
だきますこと、ご了承ください。
2⼝以上で当⽇、リーフレットやパンフレットなど宣伝物（200枚上限）をシールラ
リー景品に同梱させていただきます。余剰分は翌⽉マルシェへにて配布。
また、2⼝以上でイベント報告書を郵送させていただきます。

幅40×縦15mm◆1⼝

幅40×縦30mm◆2⼝

幅80×縦30mm◆4⼝

【広告サイズ】
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10-② 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

屋外での出店となります、ご協賛いただいた企業・団体様は、当会HP上での事業告
知ページおよび、事業当⽇に配布するチラシにてご紹介させていただきます。チラシ
での紹介のスペースは１⼝につき40×15mmとなります。なお、紙⾯に限りがござ
いますので、紙⾯掲載に関しては先着順とさせていただき、翌⽉以降のマルシェ開催
配布チラシに順次掲載させていただきますこと、ご了承ください。

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
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）
椅⼦ 2脚
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10-③ 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）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。
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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



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から
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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