
新栄祭り実行委員会

事務局：〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-4-6

久遠寺内

080-4840-3378

＜第4回＞
＜２０１８年新栄祭＞
開催概要・ご案内



新栄祭りについて

名古屋市中区新栄のまちおこし企画です。第１回目は、2015年
8月30(日)に開催されました。

「新」たに「栄」える人々を発信する場に、そして人と人がつ
ながる場に、そして心が通う場に。

地域を元気に、そして楽しいお祭りを新栄祭り実行委員会を中
心に毎年企画しております。年々、実行委員のやる気は大きく
なり、新栄にお住まいの皆様・新栄で働いてらっしゃる方々・
お祭りに興味を持って頂いた方々の為に、「つながろう！新
栄」を掲げ、楽しいお祭りにします。

2018年新栄祭 開催概要

第4回目の本年は、下記の日程で「2018年新栄祭」を開催致し
ます。

8月25日（土）開場10時、開演午前11時〜20時

8月26日（日）開場10時、開演午前11時〜20時

大勢のみなさまのご支持を得られるような「新栄祭」にするた
め、企業の方々や商店主様、そして地域住民のみなさまが主役
となり、地域の活性化に繋がるような、そんな手づくりのお祭
りにしたいと考えております。
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開催概要：新栄祭①



■名称 ２０１８年新栄祭

■スローガン つながろう！新栄

■主催 新栄祭り実行委員会

■事業区分 中区・地域の絆づくり支援事業助成対象事業

■開催日程 ２０１８年８月２５日（土）２６日（日）

開場１０時、開演１１：００～２０：００（予定）

※雨天決行・荒天中止

■開催場所 光徳駐車場・南小川児童公園・久遠寺
メディウムジャパン駐車場・CLUB Buddha
CLUB rock ‘n’ roll・BAR Lampの７エリア

■催事内容 キッズダンスコンテスト

カラオケコンテスト

腕自慢大会

ステージパフォーマンス

ビアガーデン
キッズエリア
マルシェ等

■後援 名古屋市（中区）

新栄商店街振興組合

南小川町町内会

東流会町内会

新栄5丁目町内会
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開催概要：新栄祭②



昨年度の開催風景
○キッズダンスコンテスト
＠オーシャンズパークエリア

○くおんじきっずエリア

○カラオケコンテスト
＠オーシャンズパークエリア

○腕自慢大会＠FBIエリア

開催概要：新栄祭③

○ビアガーデン
＠ニューグローリーエリア

◯Club Buddhaエリア



会場周辺地図

17

道路封鎖予定

※2018新栄祭は、上記５エリアに加えて
Lampエリア（中区新栄１丁目４−３２ 和広ビル）
Club rock ‘n’ rollエリア（中区新栄１丁目８−１２ 第5七福ビル 1F）
の７エリアで開催予定



企業・店舗様 ご協賛内容
＜第４回＞
＜２０１８年新栄祭＞



• 特別大口協賛（プラチナ） 協賛メリット：①〜⑩ ご協賛料金：３０万円以上

• 大口協賛（ゴールド） 協賛メリット：②④〜⑩ ご協賛料金：１０万円以上

• 中口協賛（シルバー） 協賛メリット：②⑥〜⑩ ご協賛料金：５万円以上

• 小口協賛（ブロンズ） 協賛メリット：⑥〜⑩ ご協賛料金：３万円以上

• 一般協賛 協賛メリット：⑦〜⑩ ご協賛料金：１万円以上
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①うちわ ②ステージ社名称呼 ③ブース出店 ④ VIP席 ⑤バックボードパネル

⑥木札協賛看板 ⑦公式ＨＰ/Facebook ⑧ポスター/チラシ ⑨MAP社名掲載 ⑩協賛企業/店舗様
対象懇親会

スポンサー：ご協賛メリット一覧①

大口協賛（ゴールド）以上のスポンサー様には、
新栄祭当日に「協賛目録贈呈式」を執り行います。

マスコット：しんちゃん
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スポンサー：ご協賛メリット一覧②

冠協賛募集のご案内
【協賛企業・店舗様対象オプション】

冠協賛企業・店舗様の元気あるお姿をイベントを通じて、いつもと違う方法で、社会にさらに知っていただく絶好の機会
です。

冠協賛企業・店舗様のご協賛により、各種企画イベントに参加される方々やお客様が一体となれる「つながろう！新栄」
に沿ったオプション企画です。

景品も御社販促品・お店の金券等をお配り頂けます。実施にあたり、皆様のご支援を何卒お願い申し上げます。

【協賛】

+

３万円+景品※

【協賛】

+

3万円+景品※

【協賛】

+

３万円+景品※

新栄最強！腕自慢大会冠協賛

新栄カラオケ大会冠協賛

キッズダンスイベント冠協賛
例：café新栄 presents

キッズダンスイベント

例：割烹新栄 presents
新栄カラオケ大会

例：BAR新栄 presents
新栄最強！腕自慢大会

※公序良俗に反しない限り社名・店名以外の名称も掲載可能です。
※冠名称はすべての告知物に掲載され、当日ステージ呼称連呼・スポンサー様紹介時間

を設けます。贈呈式でのご挨拶、賞品贈呈も含まれます。

※景品は2万円相当・参加者・優勝者等へ御社からのプレゼントとなります
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スポンサー：ご協賛メリット一覧③

新栄祭ご協賛一覧表
（プラチナ）

（30万円）
大口協賛（ゴールド）

（10万円）
中口協賛（シルバー）

（5万円）
小口協賛（ブロンズ）

(3万)円
一般協賛
（1万円）

①うちわ ○うちわ500枚

②ステージＭＣ社名称呼 ○ ○

③ブース出店 ○

④VIP席 ○ ○

⑤会場看板
（バックボード・立看板）

○（社名ロゴ特大） ○（社名ロゴ大）

⑥木札協賛看板 ○ ○ ○ ○

⑦公式ＨＰ
○

（社名ロゴ特大＋バナーリンク
御社説明文200字以内）

○
（社名ロゴ大＋ﾊﾞﾅｰﾘﾝｸ
御社説明文200字以内）

○
（社名ロゴ小+バナーリンク
御社説明文100字以内）

○
（社名小+バナーリンク）

○
（社名小のみ）

⑧ポスター・チラシ
○

（掲出特大、ロゴ可）
○

（掲出大、ロゴ可）
○

（掲出中、ロゴ可）
○

（中、ロゴ無）
○

（小、ロゴ無）

⑨新栄MAP ○（掲出特大） ○（掲出大） ○（掲出中） ○（掲出小） ○（極小）

⑩企業協賛企業懇親会 ○ ○ ○ ○ ○

11,ステージ協賛目録贈呈式 〇 〇

12,ご優待金券チケット 〇30,000円分チケット贈呈 〇10,000円分チケット贈呈
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【新栄祭り当日のブース出展】

特別大口協賛企業様（プラチナ）の特典として、新栄祭り開催中、来場者で賑わうエリア内の一角に、
協賛企業様のＰＲブースが設置できます。

企業・団体等様のＰＲ
が展開できます！

＜ブースの内容＞

スポンサー：ご協賛メリット④

PRテント（１張）

１．７８ｍ×２．６９ｍ
or

２.５m×２.５m

来場者で賑わう会場内に設けます。
※エリアは委員会指定の場所となりま
す。

PR内容の詳細については、当委員会と
別途ご相談の上決定させていただきま
す。
机（W180×L45）２台、椅子２脚を当
委員会でご用意いたします。
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【会場内のステージ背面パネル設置】

※設置場所／グローリーエリア会場ステージ背面
／オーシャンエリア会場ステージ背面

※ロゴ掲載は大口協賛（ゴールド・プラチナ）以上となります。

◆新栄祭会場

【新栄祭会場入出口の「催事案内看板」設置】

※２〜３枚程度作製・出入口に設置

【会場入出口に「協賛木札」設置】

スポンサー：ご協賛メリット⑤

※設置場所／ニューグローリエリア出入口横
※順番は特別大口協賛企業様よりア順とします



スポンサー：ご協賛メリット⑥
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【広報用事前チラシへの社名、ロゴ掲載】

◆作成部数／：１０,０００部
◆配布先／近隣店舗、市関係機関、宿泊施設（ホテル等）、

約２００ヶ所以上

【新栄祭公式ホームページ】

※バナーリンク（大口協賛以上）は
トップページに掲載いたします。

◆新栄祭り終了後に、各イベントの開催状況の写真や
観客動員数などを掲載した「事業報告書」を作成し、
協賛企業様・店舗様を中心に配布させていただきます。



スポンサー：ご協賛メリット⑦

◆オリジナルうちわを作成し、会場で配布いたします。
◆表面に協賛社名または商品名、説明文を記載
◆裏面に「新栄祭り」ロゴ等を印刷

版下原稿の締切 … 平成３０年７月９日（金）予定※うちわ制作まで約４週間かかります。

【枚数】
特別大口協賛企業様：５００枚予定

（プラチナ）



スポンサー：ご協賛メリット⑧

ご協賛企業様・店舗様向け親睦会開催！

新栄祭りにご協賛いただいた企業様、店舗様向けに
「つながろう！新栄」のテーマのもと新栄祭り実行
員会がハブとなり、親睦会をセッティングいたしま
す。

多種多様な企業様、店舗様が新栄に集い繋がること
が企業様・店舗様の発展となり、また新栄の未来の
活力となります。

是非ともご参加のほどよろしくお願い申し上げます。

【日時】平成３０年９月２日日曜日 午後6時〜

【場所】LEVEL４（予定）
名古屋市中区新栄１丁目６−６

【会費】お一人様 5000円（予定）

【参加条件・注意事項】

・ご協賛企業様・店舗様であること。

・一社・一店舗３名様迄でお願いいたします。

・名刺を必ずお持ちください。

・交流タイムがございます。

・不明な点は、事務局08048403378もしくは担当者

までお問い合わせくださいませ。



＜第３回＞
＜２０１７年新栄祭＞

事業報告



事 業 名 2017新栄祭り

団 体 名 新栄祭り実行委員会

開 催 日 時 平成29年8月26日（土）27日（日）

開 催 場 所 光徳駐車場（久遠寺駐車場）、南小川児童遊園地、久遠寺境内、CLUB Buddha、メディウムジャパン駐車場

事 業 内 容 「つながろう新栄」をテーマに地域住民、地域企業、地域に携わる人々をつなげ、楽しくも新しい街作り
を創生しながら、街の魅力を発信し、その上で防災・防犯を強化し未然に防いでいく
子供から大人まで団欒となって楽しめるお祭りの開催

連携・協働の
相手先と
具体的内容

後援・協働の相手先（町内会・自治会など）
名古屋市中区、南小川町町内会、東流会町内会、新栄五町内会、新栄商店街振興組合

具体的内容
町内活動の活性化、新栄の街の周知広報

参 加 人 数 スタッフ 50名 来場者推定人数 2000～2500名

事業効果
・
課題

町内だけでなく町外からも多く来場してもらい、新栄という街の周知となった。町内とスタッフとの顔が
見える関係ができてきた。地域の住民と店舗が街のことを思いながら活動できたことは大きな結果となっ
た。
会場毎にターゲットを変更し、様々な方に来場してもらえる工夫ができた。来場者の安全面を通行止めで
確保できたことは良かった。騒音の苦情が幾つか入ったので来年への検討課題としたい。

事業状況報告



参加アーティスト＆イベント

○アーティスト（ニューグローリーエリア）
マジカル♡パレードBEACH
ハッピーパプリカ
Lei Hula Studio
Sweet Surrender
しらぬい
チャーリー＠E’マスター
Y’S BAND
成金バンド
DSFS.AS
TheゆうたろうBand
Two Lead
PURE GOLD BAND

○アーティスト（Buddaエリア）
NORI-SK
アニソンアイドルSPコラボライブ
Infinity！PlusOWARAI SHOW
女子大フレアバーテンダー部
堀部遊民
EMH

○アーティスト
（オーシャンズパークエリア・26日）
MANAHERE
幻想〜Un Rave〜
吉野屋presents新栄歌自慢コンテスト
一ノ瀬大吾DUO
新栄キッズダンスコンテスト
Panorama Steel orchestra
GPS
女子大フレアバーテンダー部
Cool –X

○アーティスト
（オーシャンズパークエリア・27日）
MANAHERE
NaodayエアギターSHOW
SMILE♡MJ
舞刀ユニット暁
URAJINKA
吉野屋presents新栄歌自慢コンテスト
新栄キッズダンスコンテスト発表会
Hula girls
SMILE♡MJ
平安桜
Estudio cardamom
Fenua Tifaifai

○アーティスト（FBIエリア）
ひじやん
樋口智美
公武堂presents新栄最強伝説！腕相撲大会！予選A,B,準決勝
〜決勝
Gavazum＃2
亜綺＆松本コウ
Virgo
松村よしひろ
MICKY
畑中辰美
一ノ瀬大吾DUO

○イベント（くおんじきっずエリア）
じゃんけん大会
ハンドスピナー大会
忍者体験
殺陣体験



出店店舗ブース

○出店店舗（グローリーエリア）
麺家８９
ビアスタ１８８８
ガレ渡辺
バンノメール
桃○
さかなや
ボンマルシェ
あぐら
道南農林水産部
琉球ロマン
とらのにうりや
さいたにや
きりんや
はりまや
Saji de corason
吾妻茶寮
移動販売車
Café&Bar OZ
実行委員会

○出店店舗（オーシャンズパークエリア）
うお浜
法人会
Eat
さくら亭
龍家炒麺
焼肉いっぽん
実行委員会

○出店店舗（くおんじきっずエリア）
MITTS COFFEE STAND
ママママルシェ ５店舗

mad
R&l mama handmade
編人
福空工房
Atelier Rose

ハンドメイドショップLune Larme
バルーンアート
手裏剣投げ・吹き矢体験ブース
輪ゴム銃ブース
デジタルコンテンツブース
シャボン玉体験ブース
実行委員会ブース



町内への寄付一覧

①電気増設工事
光徳駐車場、南小川児童公園を利用する地
域の方向けに電気が利用できるように増設
しました。

②倉庫
町内の所持品と祭りの準備品の収納のため

③掃除道具
公園掃除のため

④公園整地
水たまり防止、除草のため

① ② ③

④



新栄祭り実行委員会事務局

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1-4-6久遠寺内

TEL080-4840-3378 E-mail: shinsakae_festival＠yahoo.co.jp

HP: https://shinsakae-festival.jimdo.com/


