
せたがやインクルージョン実行委員会
せたがやインクルージョンＪｒ委員会

主催

みんなつながれ、にんげんだもの
〈テーマ〉

【せたがやインクルージョン・フェスティバルとは】

子どもたちが主役の祭です

いろいろな年代の子どもたち
さまざまな個性を持った子どもたちが企画し、
大人たちがサポートして創り上げる
「せがたや発のフェスティバル」です

音楽、アート、ダンス、スポーツ、世代間交流、
みんなで創り、みんながつながる2日間

今後、このような取り組みが全国に広がり
お互いを活かし合えるインクルージョン社会の実現を
めざしています。

本会は青少年を主体とした地域活性と、各分野の永続的な
発展に寄与いたします。

せたがや2018
インクルージョン
フェスティバル

ー活性を後世にのこしていきましょう！ー



ご協賛のお願い

　拝啓時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　わたしども「せたがやインクルージョン実行委員会・Ｊｒ委員会」は、すべての人々が垣根なく交流することを

目的に、様々な方々が自由に参加できるイベントを下記のとおり開催する予定です。

　せたがやインクルージョンフェスティバル２０１８（以下「フェスティバル」）を開催するにあたり、青少年を

主体とした地域活性と、各分野の永続的な繁栄に寄与していく所存です。

　また今回の収益金・収益品はフェスティバルの運営ならびに活動推進による人の幸せに寄与してまいります。

　つきましては、本会の趣旨をご理解賜り、ご協賛いただきたくお願い申し上げます。

１．概要

せたがやインクルージョン実行委員会
委員長 進藤義夫

敬具

（１）会期：平成３０年７月２２日（日）２３日（月）
（２）会場：昭和女子大学（人見記念講堂、本部棟、グリーンホール、グラウンド、体育館）
（３）フェスティバルの主な内容：区内学校音楽部による合奏（人見記念講堂）、各種講演（グリーンホール等）、
　　　　　　　　　　　　　  各種交流イベント（グリーンホール、本部棟、グラウンドほか）出店（校舎周辺）

２．主催
せたがやインクルージョン実行委員会、せたがやインクルージョンＪｒ委員会

３．後援
世田谷区、世田谷区教育委員会、昭和女子大学、世田谷区社会福祉協議会

【Ａ】当日看板+30万人アートパネル掲載1年分 +人見記念講堂ブース出店………１００万円
【Ｂ】30万人アートパネル掲載1年分 +人見記念講堂ブース出店………………………５０万円
【Ｃ】パンフレット掲載（Ａ４版全面）+ＷＥＢ掲載…………………………………………２０万円
【Ｄ】パンフレット掲載（Ａ４版２分の１）+ＷＥＢ掲載……………………………………１０万円
【Ｅ】パンフレット掲載（Ａ４版４分の１）………………………………………………………５万円
【Ｆ】パンフレット掲載（Ａ４版８分の１）……………………………………………………２.５万円
【Ｇ】人見記念講堂お席チケット（２日間）………………………………………………２千円／１席
【Ｈ】キャンドル1個 +障害者事業所自主製品1個…………………………………500円／１口

４．協賛金・特典

せたがやインクルージョン実行委員会事務局 南北ちとせ（なんぼくちとせ）
電  話 ０３（６８０５）５９０１　　携帯 ０７０-１４４１-１７６４
ＦＡＸ ０３（６８０５）５９０２　　Email:nanboku@homan.or.jp

５．お問合先



「せたがやインクルージョンフェスティバル2018」
協賛申し込みについて

ご協賛いただきました際には、ご協賛者の皆さまをご紹介させていただくほか、イベントにご招待
させていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。

別にご用意させていただきました「協賛申込書」に必要事項をご記入の上、ファクシミリまたは、
下記へ直接お申し込みください。

●協賛方法
１．申し込み方法

※お申し込み期日 平成３０年７月２１日（土）

品物のご提供の場合、下記事業所へ直接お申込みください。

２．協賛品手続き
（１）品物

〒１５４－０００５東京都世田谷区三宿２－３８－７加納屋ﾋﾞﾙ２０１
せたがやインクルージョン実行委員会 宛

お振込み期日 平成３０年７月２１日（土）まで

現金でお支払いの場合「協賛申込書」の下段「受領書」をお受け取りください。
後日、領収書とチケットをお送りいたします。
（チケットの発送は事務手続きの都合上、７月１日以降となりますことをご了承ください）

３．協賛金手続き
（１）現金

協賛金をお振込みいただく場合は、以下の口座にお願いいたします。
入金を確認後、チケットをお送りいたします。

・金融機関ゆうちょ銀行
・口座店名 〇一九（ゼロイチキュウ）
・口座種目 当座
・口座番号 ０３９２４０９
・口座名義 セタガヤインクルージョンジッコウイインカイ

【ゆうちょ銀行から】

・口座記号番号 ００１３０－２－３９２４０９

（２）お振込み

※尚、振込手数料につきましては、恐れ入りますが協賛者の方にご負担をお願い致します

ご協賛していただきました皆様は、以下の方法でご紹介させていただきます。
１．イベント当日、配布するパンフレットにお名前を掲載させていただきます。

●ご協賛者のご紹介（全員の方）

※７月１０日（火）までにお申し込みの方について掲載させていただきます。



「せたがやインクルージョンフェスティバル2018」
協賛申込書

以下のとおり協賛申し込みいたします。

上記金額、正に受領いたしました。
＊後日、領収書を郵送します。

平成　　年　　月　　日
せたがやインクルージョンフェスティバル2018

フリガナ
氏名または団体名

（団体の）ご代表者名

ご　住　所
〒

電話　　　　（　　　　）　　　　　  FAX　　　　（　　　　）　　　　　  

ご担当者名

円

〈 コース  A～H 〉 〈 席（口）数 〉 〈 金 額 〉

ファクシミリ ０３－（６８０５）５９０２

様

受 領 書
金　　　　　　　　　　円

□【Ａ】当日看板 + 30 万人アートパネル掲載1年分 + 人見記念講堂ブース出店……１００万円
□【Ｂ】30万人アートパネル掲載 1年分 + 人見記念講堂ブース出店……………………５０万円
□【Ｃ】パンフレット掲載（Ａ４版全面） + ＷＥＢ掲載………………………………………２０万円
□【Ｄ】パンフレット掲載（Ａ４版２分の１） + ＷＥＢ掲載…………………………………１０万円
□【Ｅ】パンフレット掲載（Ａ４版４分の１）………………………………………………………５万円
□【Ｆ】パンフレット掲載（Ａ４版８分の１）…………………………………………………２．５万円
□【Ｇ】人見記念講堂お席チケット（２日間）………………………………………………２千円／１席
□【Ｈ】キャンドル1個 + 障害者事業所自主製品1個…………………………………500円／１口

希望するコースの左の□にチェックをお願いいたします。

席（口）

円席（口）

円

実行委員会事務局担当者 南 北　ち と せ

席（口）

実行委員長　進 藤  義 夫



舞台上看板配置イメージ図▲

【Ａ】舞台上看板（９０㎝×１８０㎝）
     モザイクアートパネル掲載1年分
     人見記念講堂ブース出店

●舞台上看板（９０㎝×１８０㎝） 昭和女子大学人見記念講堂

●モザイクアートパネル掲載1年分

●人見記念講堂ブース出店

……１００万円
（限定２社）

●この図は下記をテーマとして書かれています。
　（国士舘中学校高等学校・美術部）

※７月２３日（月）の１５時３０分～完成披露式典を行い、
　世田谷区長に贈呈いたします。
　その後の展示場所は区が決定いたします。

巨大モザイクアートは多くの区民の方々の
手によって、当日の完成にむけ創られています。

①10年後も住みたい、
　わたしたちのせたがや
②みどりいっぱいのせたがや
③オリパラとせたがや

6.4m

4.52
m

（横：９０㎝×縦：１５㎝）（横：９０㎝×縦：１５㎝）
A A



【B】モザイクアートパネル掲載1年分
     人見記念講堂ブース出店

●人見記念講堂ブース出店

●モザイクアートパネル掲載1年分

……………５０万円
（限定4社）

6.4m

4.52
m

（横：９０㎝×縦：１５㎝）（横：９０㎝×縦：１５㎝）
B BBB

●モザイクアートパネルの作り方

枚  数：Ａ４版 988枚
サイズ：約１センチ四方 約30万マス
貼り方：両面テープ
材  料：色画用紙
カラー：8色
ソフトを使用し作成したものの上に
色画用紙シールを貼っています。
区民約90万人の3割の方に参加して頂き、
一つの作品を作ります。



1面サイズ
183×257mm

【C】パンフレット掲載 A4版全面
     Web掲載（社名記載）

210mm

297
mm

…………20万円



ヨコ1/2サイズ
183×127mm

ヨコ1/4サイズ
 183×62mm

1/8サイズ
90×62mm

【D】パンフレット掲載 A4版1/2
     Web掲載（社名記載）

【E】パンフレット掲載 A4版1/4

【F】パンフレット掲載 A4版1/8
210mm

297
mm

……………10万円

………………… 5万円
……………… 2.5万円

D

E

F



ステージの部 人見記念講堂 スケジュール

東京お手玉＆絆合唱団

東京都市大学
等々力中高吹奏楽部

世田谷区民吹奏楽団

終  演

14：30

15：00

15：30

16：30

昭和女子大学人見記念講堂座席表

※ご購入いただいたお席は、ご購入者様のお名前で区内の高齢者や障害者団体をご招待させていただきます。

【G】お席チケット（2日間）……………… 1席 2,000円

開  場
東京都立永福学園音楽部
世田谷区民合唱団
国士舘中高吹奏楽部
世田谷区立砧中吹奏楽部
世田谷区立喜多見中吹奏楽部

メンネルコールけやき
世田谷区立世田谷中吹奏楽部
30万人アート完成式典
海上自衛隊東京音楽隊

終  演

7/23（MON）7/22（SUN）
12：00
12：20
12：30
13：00
13：30
14：00

14：30
15：00
15：30
18：00
20：00

12：30
13：00
13：30

14：00

開  場
オープニング式典
駒澤大学高

吹奏楽部・ダンス部
三田国際学園中高

吹奏楽部・ポップダンス部



【Ｈ】キャンドルナイト用 キャンドル1個（300円）
　  障害者事業所自主製品1個（200円）

※ キャンドルは当日7月22日（日）のキャンドルナイトで使用させていただきます。
　 尚、自主製品に関しましては、ご希望の送付先にご郵送させていただきます。

キャンドルナイト用、キャンドル

障害者事業所自主製品

1口
500円


