
問合せ先 お気軽にお問合せください。

朝霞市民まつり実行委員会事務局
（朝霞市 市民環境部 地域づくり支援課）
〒351-8501 朝霞市本町１－１－１
TEL：０４８－４６３－２６４５
FAX：０４８－４６３－２２９４
メール：tiiki_sien@city.asaka.lg.jp
公式ホームページ：http://saikasai.com

開催日程



ご 挨 拶

昭和５９年に産声を上げた朝霞市民まつり「彩夏祭」は、今年で３８回目を迎

えます。子どもたちの心に刻まれる思い出を作ってあげたい、同じ朝霞に住む者

として力を合わせて地域を盛り上げたいとの想いから立ち上がり、今も脈々と受

け継がれている朝霞の歴史を語る上では欠くことのできないおまつりです。

昨年の彩夏祭は、新型コロナウイルス感染症の影響で、残念ながら中止となっ

てしまいましたが、今年は、安心・安全な開催となることを第一に考え、新型コ

ロナウイルス感染症対策を講じ、笑顔と元気があふれるおまつりにしたいと考え

ております。

彩夏祭は、例年８月に開催されておりますが、今年は東京2020オリンピック・

パラリンピック競技大会開催に伴い、秋の開催となりました。今までと異なる時

期での開催となりますので、いつもと違う表情の彩夏祭を楽しんでいただければ

と思います。

皆様におかれましては、第３８回朝霞市民まつり「彩夏祭」が盛大に開催され

るよう、引き続き、絶大なるお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

令和３年６月

朝霞市民まつり実行委員会

実行委員長 伊 藤 尚 久

△第36回朝霞市民まつり「彩夏祭」
関八州よさこいフェスタフォトコンテスト
【一席】いざ出陣／撮影：金子 薫さん



１ 募集目的

朝霞市民まつり「彩夏祭」の開催、運営等の経費に充てるため、協賛企業広告を募集

するものです。

２ 掲出対象

協賛企業広告掲出対象は、以下のいずれかに該当するものとします。

（１）企業又は団体

（２）その他、実行委員会が認めるもの

３ 掲出不可事由

以下のいずれかに該当するものは掲出できません。

（１）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項の第４号から第５号を除く。）に該当するもの

（２）公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

（３）政治活動、宗教活動に係るもの

（４）人権侵害、差別又は名誉棄損のおそれのあるもの

（５）個人名（企業名等の名称に使用されている場合は除く。）が記載されているもの

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号から第６号に規定する団体及び構成員によるもの。また、その関係業者を利

用したり、役員、使用人等が関係者であるもの

（７）上記に掲げるもののほか、実行委員会が不適切と判断したもの
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第３０回彩夏祭で、（公

財）埼玉りそな産業経済

振興財団に経済波及効果

の調査を依頼したところ、

約３０億円にも及ぶ経済

波及効果があるという調

査結果が出ています。

経済波及効果

協賛企業広告の募集にあたり

「彩夏祭」決算額＆来場者数の推移

単位：千円
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① 駅前看板広告（朝霞駅南口）
朝霞のメイン玄関口、東武東上線朝霞駅南口前にある地下駐輪場出入口ガラスフェンスに

設置される彩夏祭ＰＲを兼ねた広告スペースです。朝霞駅は、普段から通勤や通学など多く
の方に利用され、まつり当日も打上花火が行われる朝霞会場の最寄り駅となっています。
まつり当日に限らず、多くの方の目にとまる位置にあり、高いＰＲ効果が見込まれます。

掲示場所 朝霞駅南口地下駐輪場出入口ガラスフェンス

規格 縦６００ｍｍ×横１，２００ｍｍ

募集数（予定） 5枠

申込期間 令和３年６月１日（火）から７月３０日（金）まで

データ提出期限 令和３年８月６日（金）※ＡＩデータでご提出ください。

協賛企業広告料 １００，０００円

掲示期間 令和３年９月６日（月）から１０月３日（日）まで

１ 協賛企業広告の詳細

２ 掲示イメージ

３ 掲示場所地図

牛丼店

コンビニ

コンビニ

コーヒー
チェーン店

駐車場

朝霞駅

駅前看板広告
（朝霞駅南口）
設置場所

↑
至 朝霞市役所

至 朝霞台→←至 和光市

南口
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本田美奈子．
モニュメント

※朝霞駅乗降人員数
（令和元年度）

６9，7７９人／日
（出典：東武鉄道ポータルサイト）
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拡大図（掲載イメージ）
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② 駅前看板広告（北朝霞駅東口）
北朝霞会場の最寄り駅であるＪＲ武蔵野線北朝霞駅東口ロータリー内に設置される彩夏祭

のＰＲを兼ねた広告スペースです。ＪＲ武蔵野線北朝霞駅は、東武東上線朝霞台駅との乗り
換えで多くの方に利用されています。そのため、広告の掲示場所についても目につきやすく、
まつり当日の約1か月前から掲示されるため、高いＰＲ効果が見込まれます。

１ 協賛企業広告の詳細

２ 掲示イメージ

３ 掲示場所地図

広告広告 広告

掲示場所 北朝霞駅東口ロータリー内（朝霞台駅北口）

規格 縦９００ｍｍ×横１，８００ｍｍ

募集数（予定） ４枠

申込期間 令和３年６月１日（火）から７月３０日（金）まで

データ提出期限 令和３年８月６日（月）※ＡＩデータでご提出ください。

協賛企業広告料 ２００，０００円

掲示期間 令和３年９月６日（月）から１０月３日（日）まで

北朝霞駅

朝
霞
台
駅

ドーナツ店不動産会社

東口

駐車場

駅前看板広告
（北朝霞駅東口）

設置場所

北
口

交
番

※北朝霞駅乗降人員数
（令和元年度）

７０，５７７人／日
（出典：JR東日本ホームページ）

※朝霞台駅乗降人員数
（令和元年度）

１６１，７６２人／日
（出典：東武鉄道ポータルサイト）

○東武東上線内では、池袋駅・和光市駅

に次いで第３位の乗降人員数です。

広告
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③ 朝霞法人会北朝霞ステージ広告
彩夏祭のメインステージである朝霞法人会北朝霞ステージに、まつり当日のステージを飾る

広告を掲示します。
ステージでは、彩夏祭のメインイベントの一つ「関八州よさこいフェスタ」が行われ、踊り

子の熱気あふれる演舞を見ることができます。広告の掲示場所は、ステージ後方となるため、
演舞を観覧する多くの来場者の目に留まり、高いＰＲ効果が期待できます。

１ 協賛企業広告の詳細

３ 掲示場所地図

掲示場所 朝霞法人会北朝霞ステージ（バックネット部分）

規格
①縦１，８００ｍｍ×横３，６００ｍｍ
②縦 ９００ｍｍ×横１，８００ｍｍ

募集数（予定） ①4枠 ②1２枠

申込期間 令和３年６月１日（火）から７月３０日（金）まで

データ提出期限 令和３年８月６日（金）※ＡＩデータでご提出ください。

協賛企業広告料 ①１００，０００円 ②５０，０００円

掲示期間 令和３年１0月２日（土）から１０月３日（日）まで

北朝霞駅 至 西浦和→←至 新座

←

至

志
木

コンビニ

コンビニ

スパゲティ店

北朝霞公園
野球場

朝霞法人会
北朝霞ステージ

２ 掲示イメージ

①

② ② ② ② ② ②

② ② ② ②② ②

至

朝
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台→
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④ 彩夏祭ポスター広告

掲示場所 彩夏祭ポスター（Ｂ1、Ａ2サイズ）

規格
Ｂ1：縦３０ｍｍ×横６０ｍｍ以内
Ａ2：縦２０ｍｍ×横４０ｍｍ以内
縦横比率が「1：2」のデータでご提出ください。

募集数（予定） １０枠

申込期間 令和３年６月１日（火）から７月１６日（金）まで

データ提出期限 令和３年７月２３日（金）※ＡＩデータでご提出ください。

協賛企業広告料 ５０，０００円

掲示期間 令和３年９月６日（月）から１０月３日（日）まで

彩夏祭で制作しているポスターに掲載する広告を新たに募集します。
彩夏祭ポスターは、約１か月間、朝霞市内の掲示板や公共施設、ご賛同いただける施設・

店舗等、約250箇所に掲示される予定で、多くの方の目に留まるため、高いＰＲ効果が見込
まれます。

１ 協賛企業広告の詳細

２ 掲示イメージ ※第３６回ポスター

拡大

拡大図

（参考）
〇ポスター発行部
Ｂ1サイズ（720ｍｍ×1,030ｍｍ）：２００部
A２サイズ（420ｍｍ× 594ｍｍ）：１，２００部

〇例年掲示いただいている施設・店舗（約250箇所）
市内公共施設、保育園、小中学校、高校、
ボランティア依頼大学、郵便局、金融機関、
飲食店、スーパー等

協賛企業 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告 広告



１ 掲出の決定

実行委員会で審査し、掲出が可能となった申込者に対し、実行委員会から「第３８回朝

霞市民まつり「彩夏祭」協賛企業広告掲出決定通知書」を送付します。

２ 協賛企業広告料の支払方法

掲出が決定した申込者は、決定通知書に記載された協賛企業広告料を次のとおり支払う

ものとします。

（１）支払方法は、原則、下記の銀行口座への振込みとします。

現金での支払いを希望する場合は、下記問い合わせまでご連絡ください。

（２）申込書に記載した企業名（団体名）で振り込んでください。

（３）振込手数料は、申込者の負担となります。

（４）決定通知書に記載された期日までに振込んでください。

３ 協賛企業広告料の返還

既納の協賛企業広告料は原則として返金はしません。

ただし、実行委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を返金する

場合があります。

４ 協賛企業広告デザインの提出

協賛企業広告デザインは、申込者で用意し、提出期限までに実行委員会事務局へ提出し

てください。期限までに提出されない場合、広告掲出の決定を取り消す場合があります。

なお、広告デザインは、電子データをメールで提出していただき、メールが不可の場合

は、ＣＤ－ＲやＵＳＢメモリ等でお願いします。原則として提出された電子データの返却

はしません。

【振込先】
埼玉りそな銀行 朝霞支店 普通口座 ３９３８０５４

ｱｻｶｼﾐﾝﾏﾂﾘｼﾞﾂｺｳｲｲﾝｶｲ ｼﾞﾂｺｳｲｲﾝﾁﾖｳ ｲﾄｳ ﾅｵﾋｻ

朝霞市民まつり実行委員会 実行委員長 伊藤 尚久

朝霞市民まつり実行委員会事務局

（朝霞市役所地域づくり支援課内）

住所／〒３５１－８５０１ 埼玉県朝霞市本町１－１－１

電話／０４８－４６３－２６４５

FAX／０４８－４６３－２２９４

E-mail／tiiki_sien@city.asaka.lg.jp

問い合わせ
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申込後の流れ



１ 開催目的

朝霞市民まつりは、ふるさと意識と地域コミュニティの
醸成及び心身の健康増進に資するとともに、朝霞市のイ
メージアップを図り、市民の連帯意識を高揚させること
を目的として開催する。

２ 名称

第３８ 回朝霞市民まつり「彩夏祭」

３ 開催日

令和３年１０月２日（土）・３日（日）

４ 会場

朝 霞 会 場／朝霞中央公園周辺道路など
北朝霞会場／北朝霞公園など
※第38回は、コロナ禍での開催であるため、規模等を縮小して、感染症対策を行ったうえ
で実施する予定です。

５ 主催

朝霞市コミュニティ協議会（朝霞市民まつり実行委員会）

６ 予算

予算額 ５０，９０６，０００円

７ 運営体制

朝霞市民まつり実行委員会会則の規定に基づき、朝霞市民まつり実行委員会を組織し
運営にあたる。
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関八州よさこいフェスタ

関八州よさこいフェスタとは、平成６年の第１１回朝霞市民まつりから始まった本州最古の
よさこい鳴子踊りの祭典で、毎年１００チームに迫る多くのチームが参加します。
朝霞市民まつり「彩夏祭」のメインイベントとして期間中、朝霞・北朝霞両会場で踊り子が

熱気あふれる演舞を披露します。

△彩夏祭を彩る打ち上げ花火
（約９，０００発打上予定）

第３８回朝霞市民まつり「彩夏祭」
【令和３年度】開催概要



１ 開催日

令和元年８月２日（金）から４日（日）まで

２ 来場者数

約７１万人（３日間合計）

３ 催物

４４件（関八州よさこいフェスタ、
打ち上げ花火、あさか商工まつり、
青年部まつり、出展ブース、
復興支援ブース、都市間交流ブース、
子ども屋台村 ほか）

４ 関八州よさこいフェスタ参加チーム

９４チーム

５ 関八州よさこいフェスタ踊り子人数

６，２７０人

６ 打ち上げ花火

約９，０００発（打ち上げ時間：約１時間）

７ 公式ホームページアクセス数

約４２５，９２９件（平成３１年１月１日～令和元年１２月３１日）

８ メディア掲載等（計６６件）※３６回実績
①テレビ
・テレビ埼玉
「マチコミ」（７/３１、8/2）、「彩夏祭特別番組」約１時間（8/１８）

・J:COMチャンネル
「関八州よさこいフェスタ流し踊り生中継」４時間（８/3）
「関八州よさこいフェスタファイナルステージ生中継」４時間30分（8/4） ほか

②新聞・雑誌・フリーペーパー等
東京新聞、埼玉新聞、るるぶ情報版埼玉、まっぷる限定夏たび、夏Walker首都圏版、
夏ぴあ2019首都圏版、花火ぴあ２０１９首都圏版、ぱど（７、８月で５回）、
ゆあ東上、ちょこたび埼玉夏号、じゃらん、ホットペッパー、モテコ ほか

③Webサイト
るるぶ.com、全国花火大会＆お祭りイベントカレンダー、ＧＴＦ、全国観るなび、
レッツエンジョイ東京、まっぷる観光情報、ウェザーニューズ、鉄道情報システム、
TOBU JAPAN TRIP、ウォーカープラス花火カレンダー、花火ガイド ほか
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第３６回朝霞市民まつり「彩夏祭」【令和元年度】開催結果

※第３７回朝霞市民まつり「彩夏祭」は、新型コロナウイルスの影響で中止。

△第３6回朝霞市民まつり「彩夏祭」
関八州よさこいフェスタフォトコンテスト
【二席】雷神参上！／撮影：谷岡 美香さん


