
第４３回
せたがやふるさと区民まつり
協賛のご案内
日時 令和４年８月６日(土)・７日(日)

１１：００～１９：００

会場 若林公園・松陰神社

せたがやふるさと区民まつり実行委員会
https://setagaya-matsuri.com

※お申し込みにあたっての注意事項

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、催し物の内容変更や配布物の発行を

取りやめる場合がございます。



１ 

ご協賛のお願い 

謹啓 

陽春の候、皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、「せたがやふるさと区民まつり」は、昭和５３年に第１回を開催して以

来、世田谷の夏の風物詩として、広く区民の皆様に定着してまいりました。 

昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、会場開催を見送り、

１０月にオンラインで開催いたしました。コロナ禍での新しい手法を試みた開催

となりましたが、出演いただいた皆様、ご覧いただいた皆様と絆をつなぐことが

できました。これもひとえに皆様のご支援の賜物と感謝申し上げます。 

このまつりは、“みつけよう 心のふるさと  ひろげよう 心のふれあい”を 

テーマに、企画・運営から資金面まで、幅広い区民の方々の参加と協力によって

開催されております。まつりを通して「ふるさと世田谷」で共に暮らす人々の連

帯感や郷土に対する愛着心を高めることができればと願っております。 

今年は、４３回目の会場開催に向けて子どもからお年寄りまで誰もが楽しめ、

心の通ったふれあいや世田谷の活力を肌で感じていただけるよう、企画してまい

ります。 

皆様には、まつりの趣旨にご賛同をいただき、温かいご協賛を賜りますよう心

よりお願い申し上げます。 

謹白 

令和４年４月 

せたがやふるさと区民まつり実行委員会 

委員長    芹澤 良明 



２ 

ご あ い さ つ 

 

陽春の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

「せたがやふるさと区民まつり」は、夏の風物詩として例年８月に開催してお

りますが、昨年は新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、インターネットを

活用したオンライン開催といたしました。 

コロナ禍において新しい取り組みもできましたが、一方で、区民まつりはリア

ルな人と人のふれあいや、つながりの大切さをあらためて認識させられる機会と

もなりました。皆様の期待に少しでも応えられるよう、新型コロナウイルス感染

症の感染症対策に十分注意を払ったうえで、みなさまが安心して区民まつりの会

場に足をお運びいただけるよう企画・検討をしています。 

区民まつりは、多くの団体と共にまつりをつくりあげることで、世田谷の各地

域や交流自治体との交流を深める重要な機会になっています。昨年のオンライン

開催の経験も踏まえ、多くの方にご参加いただけるよう工夫をこらし、「ふるさ

と世田谷」の魅力を広く発信し、交流を深めてまいります。 

これまで「せたがやふるさと区民まつり」が盛大に開催してこられたのも、ご

協賛をいただいております皆様の多大なるご支援とご協力があればこそ、と心よ

り感謝しております。 

コロナ禍での生活では、あらゆる場面で制約がかかる日々が続いておりますが、

このような時だからこそ、人と人とのつながりを感じる機会は大変重要でありま

す。「ふるさと世田谷」を体感することができる出会いの場、ふれあい・交流の

場としてより一層盛り上がりますよう、多くの皆様のご支援ご協力をお願い申し

上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 

令和４年４月 

世田谷区長 

保 坂 展 人 



・カラー：白地＋２色以上

・広告協賛については、イラストレーターのデータをご提供ください。

①ボールペン広告 ③タオル広告
１口　１０万円 １口　１０万円 １口　１０万円
数量　１，０００本 数量　３，０００個 数量　５００本
字色　１色 字色　１色 字色　１色
表示　１×５㎝ 表示　１×９.５㎝ 表示　２５×１０㎝程度

　再生紙を使用しております。

④パンフレット広告
種　　類
Ａ　カラー小 Ｂ　カラー大
１口　１０万円、６.５×８㎝ １口　５０万円、１２.５×１７.５㎝

Ｃ　白黒 Ｄ　文字広告
１口　５万円、６.５×８㎝ １口　１．５万円、５０字程度

発行部数　２１，０００部
配布期間　①７月上旬より区内公共施設にて配布、②まつり当日、来場者に配布
申込期限　５月２７日（金）
※掲載スペースに限りがございますので、お早めにお申込みください。

①～③申込期限　５月２７日（金）
配布期間　まつり当日
配布方法　会場内で来場者へ配布します。

　ご協賛いただいた方のお名前をパンフレットやまつりホームページに掲載いたします。
　ホームページをお持ちの方はまつりホームページにリンクを設定いたします。
　また、まつり会場においてもご協賛者一覧パネルを掲示いたします。
　※申し込みの流れは裏表紙をご確認ください。パンフレットへの掲載は印刷の都合上、
　　５月２７日（金）までに申し込まれた方とさせていただきます。

　グリーン購入法適合製品です。

１　運営協賛　　区民まつりの運営にご協力をお願い申し上げます。

　　　１口　　１万円　　　随時受付をしております。

２　広告協賛　　環境に配慮した物品等に名入れ広告をいたします。

②ポケットティッシュ広告

御社名等の広告を
反対側に掲載します。

御社名等の広告を
掲載します。

御社名等の広告を
掲載します。

（イメージ）

Ａ カラー小
もしくは
Ｃ 白黒

Ｂ カラー大

（１２．５×１７．５cm） Ｄ 文字広告

（５０字程度）

（見本） （見本）
（見本）
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⑤イベントステージパネル広告
１　　口　　１０万円

表　　示　　Ｗ１８０×Ｈ６０㎝、カラー

設置期間　　まつり当日

申込期限　　５月２７日（金）

※ イベントステージの寸法は、Ｗ８１０×Ｄ３６０×Ｈ２７０cmです。

※ 区役所改修工事中のため、松陰神社内に第４２回開催時（写真参照）と同規模の

　 ステージの設置を予定しています。

※ 区民活動団体等によるダンスや演奏等の披露の実施を予定しています。

※ イベントステージが中止となった場合は、会場内でパネルを掲出します。

⑥ホームページバナー広告

１　　口 ５万円

　規　　格 大きさ：縦１００×横２８０ピクセル（予定）

ファイル形式：JPEG形式(アニメーション不可)

掲載場所 せたがやふるさと区民まつり実行委員会ホームページの

トップページ　※バナー掲載ページの背景は白です。

掲載期間 ２０２２年７月上旬から２０２３年２月下旬まで

申込期限 随時受付をしております。

※２０２１年のオンライン開催に伴い、実行委員会ホームページを

リニューアルいたしました。

※トップページアクセス数：年間約４万５千件

（休止期間を除く過去３年間の平均）

※掲載スペースに限りがございますので、お早めにお申込みください。

３　物品協賛　会場で使用する物品等の提供を受け付けております。

　随時受付をしております。

　 ※これまでにご協賛いただいた物品協賛の一例：虫除けスプレー、飲料水、トイレットペーパー、お菓子等

 

※ 設置スペースに限りがございますので、お早めにお申込みください。

バナー広告を掲載し、
ＷＥＢサイトへのリンクを設けます。

参考：ステージイメージ

イベントステージ下に
パネル広告を設置します。
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広告の作成にあたっての注意事項

１．広告原稿は、申込者（広告主）において作成いただきます。

２．広告原稿の作成費用については、申込者（広告主）の負担となります。

３．広告の配置は入金順とさせていただきますので、ご了承ください。

（広告の種類により、上から順番に掲載いたします。）

４．広告の画像及びそのリンク先のページ内容が以下のような場合は

　・法令に違反しているもの、またはそのおそれがあるもの

　・広告掲載物の公共性または品位を損なうおそれがあるもの

　・公序良俗に反するものまたは反するおそれがあるもの

　・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)

　　第2条第1項各号のいずれかに該当する営業にかかる広告またはこれらに

　　類すると認められる広告

・人権侵害、差別または名誉棄損となるもの、またはそのおそれがあるもの

・他人を誹謗、中傷し、または排斥しようとするもの

　・その他、せたがやふるさと区民まつりの趣旨に不適切だと判断されるもの

・個人の氏名広告（バナー広告のみ）

　　実行委員会で代理作成は行っておりません。

　　掲載できません。

　・政治性のあるもの、または選挙に関係するもの

　・宗教性のあるもの、または迷信もしくは非科学的なもの

・社会問題についての主義主張
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N

第４３回せたがやふるさと区民まつり会場レイアウト全体図（予定）

松陰神社

国士舘大学

昔あそび

コーナー

子ども

コーナー

各種出店

物産展

若林公園

⑤
イ
ベ
ン
ト
ス
テ
ー
ジ
パ
ネ
ル

世田谷区役所

各種出店

第４３回は、世田谷区役所本庁舎建替えのため、

若林公園・松陰神社を中心とした開催に変更します。

6



北海道　中川町 茨城県　つくば市 長野県　豊丘村
青森県　八戸市 茨城県　大子町 静岡県　富士宮市
青森県　西目屋村 栃木県　那須烏山市 島根県　飯南町
岩手県　八幡平市 群馬県　川場村 島根県　隠岐の島町
岩手県　岩泉町 東京都　八丈町 山口県　萩市
秋田県　横手市 新潟県　十日町市 香川県　土庄町
秋田県　大仙市 新潟県　上越市 熊本県　熊本市
秋田県　羽後町 富山県　魚津市 沖縄県　宮古島市
山形県　舟形町 石川県　小松市
福島県　白河市 山梨県　甲州市 ☆　東京都　世田谷区
福島県　二本松市 長野県　長野市
福島県　本宮市 長野県　松本市
福島県　西会津町 長野県　大町市

委員長 芹澤　良明 せたがやふるさと区民まつり実行委員会委員長
副委員長 鈴木　賢治 会計監査兼務、世田谷地域町会連合会会長

岩田　一彦 世田谷消防団長
桑島　俊彦 世田谷区商店街連合会会長
朝生　公章 企画委員会委員長
田中　京子 会計兼務、企画委員会顧問

会計監査 原田　茂実 世田谷区会計管理者
委員 福本　正幸 学校法人国士舘法人事務局長

上田　啓子 北沢地域町会連合会会長
三羽　和彦 玉川地域町会連合会会長
西﨑　守 砧地域町会・自治会連合会会長
水野　貞 烏山地域町会自治会連合会会長
上原　美千代 世田谷東町会会長（地元町会会長）
河野　文彦 若林町会会長（地元町会会長）
大場　信秀 東京商工会議所世田谷支部会長
片平　三郎 公益社団法人世田谷工業振興協会会長
宍戸　幸男 世田谷区内農協協議会会長
栗田　幸子 世田谷区赤十字奉仕団委員長
渡邉　章 玉川消防団長
下山　清人 成城消防団長
鈴木　幸雄 東京都米穀小売商業組合世田谷支部支部長
舘野　貞一 元企画委員会顧問

令和４年３月現在

24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

19
20
21
22
23

14
15
16
17
18

※実行委員会の委員には上記のほか、世田谷区長、世田谷区教育長、
　世田谷区議会議長・副議長・各交渉会派の幹事長等・議会運営委員会委員長、
　世田谷区職員が委員となっております。

実行委員会

第４２回（令和元年度）にご参加いただいた交流自治体

2
1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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●企業・法人

税理士法人アドヴァンス会計 大雄電設工業(株)

(株)イトーキ (有)チェリトリー

植竹運送(有) (株)東急ストア

小田急電鉄(株) 東京商工会議所世田谷支部

学校法人　国士舘 東京世田谷電設工業協同組合

学校法人　東京農業大学 東京都自動車整備振興会世田谷支部

北山ハウス産業(株) (公社)東京都宅地建物取引業協会世田谷区支部

(株)キンカン 東京都塗装工業協同組合世田谷支部

サミット(株) (一社)東京都トラック協会世田谷支部

ＪＡ東京中央 東京都電気工事工業組合世田谷地区本部

城南信用金庫 東光商事(株)

昭和信用金庫 東神開発(株)

(株)世田谷川場ふるさと公社 日本女子体育大学

(公財)世田谷区産業振興公社 日本体育大学

(公社)世田谷区私立幼稚園協会 日本たばこ産業(株)

世田谷建設協会 舟形町都市交流実行委員会

(公社)世田谷工業振興協会 (株)ベネッセスタイルケア

(株)世田谷サービス公社 (有)マルカワ

世田谷信用金庫 (株)みずほ銀行世田谷法人部

世田谷住相協建設協同組合 (株)ヤナギ

世田谷電設工業会 米沢電気工事(株)東京支店

世田谷睦水会 楽座・青い山脈

(公社)全日本不動産協会東京都本部世田谷支部

●商店街

世田谷区商店街振興組合連合会 世田谷区商店街連合会

●町会

世田谷区町会総連合会 砧地域町会・自治会連合会

世田谷地域町会連合会 烏山地域町会自治会連合会

北沢地域町会連合会 世田谷東町会

玉川地域町会連合会 若林町会

●個人

秋山　光男 田中　京子

岩田　一彦 田中　博光

小島　和子 田中　雄三

齋田　孝 橋本　弘

島田　益吉 松原　鎌二

芹澤　良明

せたがやふるさと“オンライン”区民まつり２０２１協賛者一覧（順不同・敬称略）

せたがやふるさと“オンライン”区民まつり２０２１は、下記の方々よりご協賛をいただき
実施いたしました。ご協力ありがとうございました。
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協賛手続

　※広告協賛の場合、イラストレーターのデータ提出、
　　校正作業にご協力いただきます。

皆様のご協力をお願い申し上げます。

 【協賛の流れ】

　ご協賛の申し込み（協賛申込書提出）

　ご請求書の送付（必要な場合）

　ご協賛金の振り込み又は窓口納入

　招待状のご案内（パンフレットも同封）

【協賛金お振込先】

金融機関：世田谷信用金庫 区役所前支店（０２４）

口座番号：普通預金 ００７９３９２

口 座 名：世田谷区民まつり実行委員会

【お問い合わせ】

せたがやふるさと区民まつり実行委員会事務局

世田谷区 生活文化政策部 区民健康村・ふるさと・交流推進課

〒156-0043 東京都世田谷区松原６－３－５
梅丘分庁舎３階

TEL ： ０３－６３０４－３５９３
FAX ： ０３－６３０４－３７１４

ご
協
賛
者
様

実
行
委
員
会
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