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事業名
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目厠方粁濠経費1
1補助金申請0

確定前交付の希望
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2017年 2月28日
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屋外会場 (荒川河川敷)

希望しない

実施場所

市民及び戸田市に興味がある人
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《団体0概要》

団体名
一

戸田マルシェ
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同上氏名

住所

電話
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ホームページ http二//www゜.todamarche.com/event/

設立年月日

ー..-.″″1ヵ′ぜ"゜"5゜・会員数

年会費 円/1年間

戸田をもっと楽しくもっとお洒落な街に。。。をコンセプトに市内で

個人で活動している作家、教室、アーティストの活動の楊所を作る。

戸田の商店さんと繋ぎ街の活性化をはかる。

アクセスのいい戸田がただ帰ってくる揚所ではなく、戸田で遊ぼ

・う!戸田に遊びに行こう!という場所にしたい。

団体の目的

1主な活動実績 :O戸田マルシx HP,facebookにて情報発信(Facebookアクセス数

平均1500アクセス多いと5000アクセス)

*LIVE中村好伸&赤坂ミチル 美味しいお酒&特別メニューで愉

しむ～ちいさな器と音楽でほっこり時間～

*LIVEリナリナ 楽器を作って一緒に歌おう

Oアートむすび市開催(2015.7/111回目来場1200人・2016.3/12

2回目来場1800人[初参加1000円以下のアクセサリー作家10万以

上売上。その後の注文や市内委託販売店に繋がっている]・夜市2時

間来楊300人[施設の新しい利用方法を提案1

0戸田であそぼう2DAY's企画(戸田朝市、むすび市、あいパルフェ

スタをスタンプラリー企画で繋ぎ合同開催)2日間3イベント合計

約10000人動員。〉

拳取材 主婦の友社雑誌COMO/J:COM/JR埼京線のブランド向上を目

的として制作している小冊子/Webキュレーションサービス

「NAVERまとめ」

『協カイベント』

戸田朝市、セサミフェス、つむぎ市、学校応援団(戸一小子ども会

祭でワークショップ開催)、ステージデビュー(市内、近郊のキッズ

サークルの合同発表会の運営補助)



昨年度の補助1戸田市アンテナショップ推進事業助成金2015年7、月・2016年3月

金等の援助状

況

団体PRなど 地道な活動で少しずつ、市内や近郊都市の方々に周知をされてきた

と思っています。お陰様で近郊都市の商店や自治体、企業様からお

声をかけて頂ける様になってきました。今後はWEBを活用しての外

へ向げた情報発信だけでなく、メルマガ配信を使い会員向けの情報

発信で会員数を増やし、より多くの人が私達の考える活動に参加で

きる仕組みを整えていきたいと思っています。

個々の充実、啓発が、文化や芸術の向上に繋がり、戸田市のイメー

ジアップや認知度向Eとなる活動をしていきます。

※別紙での提出可
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《事業計画書》

1
l 事業名

「予一トむすび市事業
l

2 事業の目的

Oアートを通して戸田で暮らす人達を結ぶ!アート(文化)や音楽をもっと身

近に感じて生活に取り入れてほしい。

0個々のアーティストの活動の場を作ることで、よりよい芸術や活動が生まれ

るきっかけとなり、芸術や文化の発展に繋げたい。

O戸田の認知度を上げることで、戸田に遊びにくる人を増やし、商店の発展に

繋げたい。

3 具体的内容

開催日時 :2016年11月6日(日)

開催楊所 :荒川河川敷

出展者数 :30店舗

想定来場者数:2, 000人

アートむすび市:身近にある普段の生活にも取入れられる様なアート(文化)

に関する体験型、参加型企画のワークショップ・個人作家さんの物販ブース・

音楽ステージの市です。お弁当持参でピクニック感覚で来たら、オリジナルグ

ッツを作れた!体験できた!お買物できた!心地よい音楽の中でお昼寝でき

た!・・・来楊者が自由に参加できるイベントです。

O参加型のアート企画

例:「ライトを作ってみんなで灯そう80名参加/30名参加(当日参加)」「フ

ラッグに絵を描き 会場を素敵に飾ろう300名参加/事前告知配布200枚

(広報・回覧・Facebook)当日100枚」「廃材アート。。。捨てる物をアートに

変えよう/30名参加(当日参加)」

0ワークショップ(モノづぐり)。。。体験を通して想像力を高め普段の生活に発

見をたくさん見つけよう

例:「リメ缶&苔玉/」10名参加(当日参加)「木工・可愛いおうちの一輪挿し・

/ロボット30名参加(当日参加)」「ファブリックトワイン20名参加(当日参

加)」「オリジナルペーパーバック10名参加(当日参加)」「お花のコサージュ

20名参加(当円参加)」「ネイルアート20名参加(当日参加)」「チョークアー

トコースター30名参加(当日参加)J「ランチョンマット15名参加(当日参加)」

整理券配布ブース有。「バスソルト21名参加(当日参加)」「ネイチャーライ

I・10名参加(当日参加)」

0てづくりモノの販売(物販)。。。個々のアーティストの発表の場所。買う側も

ここにしかない一点モノに出会えるチャンス
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参加例:「アクセサリー・イラストシール・フヱルト小物・こぎん刺し小物・

陶器・パン・焼き菓子・コーヒー・レモネード・カラー綿あめ」

[株]スタンプラリー。00戸田のお店紹介。(15～20店鋪)戸田に遊びにきたい
人を増やす。行っ たことのないお店に行くきっかけに。

必要備品:出展者が使用する備品については、出展者が各自用意する。

4

9月25日

巨リザ上
11月12目

11月20日

事業実施のスケジュール

月日

5月19日 i開催に向けての会議

7月11日 :参加者(出展者)募集開始

:参加者(出展者)確定
-

i出展者説明会

i開催

1反省会

l収支報告会

-

内 容

一

ー
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5 事業に携わる人数・団体など

出展者・関係者の募集方法

出店アーティスト 23組

スタンプラリー参加店鋪 13店鋪

戸田中央商店会 戸田本町商店会

戸田市経済政策課

6 事業実施の際に予想される課題

雨天時の場所の確保

開催場所の周知(堤外で行うことでの集客についての不安)

7 事業の成果目標(具体的数値を用いてください。)

0アートにふれてもらう体験参加者1000名

・来楊者参加型スタンプアート・・・450名

・オリジナル手拭い制作・・・100名

・木工品/絵画/布系/寄植え/制作等・・・300名

・手作り楽器に触れる・・・100名

・廃材アート・・・・50名

O参加商店にアーテストの作品をおいてもらう。(委託販売)

O屋外(土のあるところ)で開催することで、アウトドア関連の団体とコラボ

して、外でのびのび大人も子供も楽しめるイベントにしたい

8 補助終了後に当該補助金に頼らずに事業を継続していく方法

、拳今後、戸田市に限らず、企業や近郊都市の商店や自治体へのWS (ワークショ

ップ)企画提案をして個々の活動の場所を増やしていきたい

@ WEBショップ開設して委託販売の場所を設け、作家さんの活動の楊所を増や

していくと共に、運営資金に充てたい。

0協賛企業を募る
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《収支予算書》
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【収入】 (円)
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1支出】
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補助金・助成金

市民活動サホ゜ート ￥713,000

その他 ￥O

自己資金 ￥62,520

会費 ￥0

利用者負担金 ￥go ooo 出展料3,000円X30組

協賛金・寄爾 ￥0

その他 ￥0

合計 ￥865,520

酔尊議]ji諷竃襖吻瀕昧1魁浄裏拳鍔、{

謝礼金  ￥127500 ￥100,000

.ヅnTご1!!1ノ1戸1I二〒=411二1j:=114

￥27,500

゛・遮営メダツラ7,500円×7名
0・設営スタッフ15,000円×3名
・ステージ出演判45,000円×2名

.印刷製本費

b

 ￥ioi,ooo ￥90,000
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Jヂラジ而6弔C-"分5【ター30枚
42,000円
・スタンブラリー台紙20,000円
・フラッグ製作費3Cl,000円

・スタンプラリー用品18,000円
・景品用エコバッグ200個 50,000
円

・会場装飾 37,.000円
・事務用品 16,000円
・ワークショップ用事務用品

45,000円

.消耗品費 ￥136,000 ￥120,000

ρ -  . :s+.+ .

 ￥.16,000
 \ ゛J:\買\.
、 !  ,1

通信運搬費 ￥55 000 ￥46,000 . ￥9,000
 !1!′,: !,

JHト制I″′費・′I・1 50,000円
・チラン郵送f( 5,000円

備品費 ￥164,220  ￥147,000

 冫 v+i+luI〉vご +

￥17,220
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・本部テント 105840円
・テーブノレヤット 13,800円×2
・オリジナル焼印(半田ごてセッ
ト) 18,goo円
・クーラーボックス 11,880円

賃借料 ￥45,500 ￥40,000 ￥5,500
J\h:ン・ 旨ρ

.発電機レンタル18,OOO円 一一
・レンタル倉庫 2,500円Xllか月

委託費 ￥14.7,000 ￥125,000
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￥22,000
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・警備員 18,000円×3名
・音響設備設置業務 28,000円
・チラシポスター他紙物製作費

45,000円

・機材運搬費用 20,000円

保険料 ￥50000 ￥45 000 ￥5,000 ・イベント保険

小計 ￥826,220 ￥713,000 ￥113,220

助

対
象 
外

経

スタッフTシャ

ツ作成費
￥34,400
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￥34,400
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: 食糧費 ￥4,900 ￥4,goo

￥0 ￥O

小計 ￥39300 1 ￥39,300.

合計 ￥865:-520T-i五Δ,0001￥ml而司一一 一 一


