
港南区制 50 周年記念事業へのご協賛のお願い 

 

 

1969 年（昭和 44 年）10 月 1 日に誕生した港南区は、2019 年に区制

50 周年の記念すべき年を迎えます。 

先人たちが創り上げてきた、この素晴らしい港南区を、より一層、「愛

あふれる❤ふるさと港南に」していけるよう、連合町内会や各種団体、企

業などからなる実行委員会において、記念事業の準備を進めております。 

未来を担う子ども達のために、区民の皆様と一緒に、次の 50 年を見据

えて、区を挙げて区制 50 周年をお祝いしていきたいと考えております。 

つきましては、是非とも皆様のお力添えを賜りますよう、お願い申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

港南区制 50 周年記念事業実行委員会 委員長  藤田 誠治 

港南区長  齊藤 貴子 



港南区制５０周年記念事業
ご協賛のお願い

港南区制５０周年記念事業実行委員会



港南区制５０周年記念事業の概要

１ 主催 港南区制５０周年記念事業実行委員会

委 員 長：藤田 誠治 （港南区連合町内会長連絡協議会会長）

２ 基本テーマ

「愛あふれる ふるさと港南に」

これまでみんなで育んできた 「あいさつ」 「ささえあい」 「たすけあい」 「みまもりあい」 たくさんの「愛」の輪を広げ、未来につないでいきます。

３ 基本的な考え方

記念すべき５０周年を区民の皆さまと一緒にお祝いするため、地域・学校・事業者・関係機関の皆さまと一体となってＰＲや記念事業を

実施していきます。

４ 記念事業の内容 （２０１９年１月～２０２０年３月）

(1) 記念式典・イベント ①キックオフ（賀詞交換会） （2019年1/5） ②記念式典・記念イベント （ 2019年11/2）

③フィナーレ（元気な地域づくりフォーラム） （2020年2月中旬）

(2) 区民企画イベント ①共催事業 （補助金交付 上限１０万円） ②後援事業 （記念グッズ提供）

(3) 企画事業 ①記念誌の制作 ②記録誌の制作 ③記念制作

(4) 広報・ＰＲ ①特設サイトをオープン ②ＰＲグッズの企画・制作



ご協賛の募集

１ 趣 旨 港南区制５０周年を区民の皆様とお祝いするため、記念事業に御賛同を頂ける区民の皆様から、

協賛金を募集し、 ５０周年記念事業に使用していきます。

２ 募集期間 ２０１９年９月末日まで

３ 協賛金額 １口 ５，０００円 （注：本協賛金は、「所得税の寄附金控除」及び「ふるさと納税」の対象にはなりません。）

４ 特 典

（１） ご協賛いただいた方に、区制５０周年記念オリジナル・ピンバッジ（１口１個）を贈呈します。

（２） ご希望の方に、協賛金額に応じて、記念リーフレットやポスターなどの区制５０周年ＰＲ品に協賛者名を掲載します。

５ 協賛の申込方法

申込書に必要事項をご記入の上、総務・広報部会事務局（港南区総務課）までご提出ください。（詳細は最終頁参照）

ご提出は、電子メール、ＦＡＸ、郵送のいずれでも可能です。

６ 協賛金の支払方法

上記５の申込書をご提出後、１週間以内に次の振込先にご入金をお願いします。（振込手数料はご負担願います。）

分割払いも出来ます（その旨、申込書にご記入ください）。ご入金が確認でき次第、領収書及び御礼状をご送付いたします。

銀行名 横浜銀行 上大岡支店

口座種類、番号 普通預金 ６２９３１５５

名義人 港南区制５０周年記念事業実行委員会
（コウナンクセイ５０シュウネンキネンジギョウジッコウイインカイ）



◆Ａ２判ポスター （２００部） 商業施設、区民利用施設などに ２０１９年４月に 配布・掲示
【区民利用施設】 地区センター、ケアプラザ、行政サービスコーナー、スポーツセンターなどに配布します。

◆うちわ （７，０００部） 夏祭り用として、各自治会町内会に ２０１９年７月に配布

◆イベント会場内掲示 実行委員会主催のイベント当日に掲示

【イベント】 記念式典（11/2）、中学生による音楽祭（11/2） ほか

※◆記念事業リーフレット ２０１９年１月５日～イベント終了まで区内各所で配布
・キックオフ・イベント（賀詞交換会）用 (1/5） 2,000部 【申込期限 2018年10月末日】
・記念式典・記念イベント用（11/2） 約27,000部 【申込期限 2019年 3月末日】

◆記録誌 （１，０００部） 図書館等の区内施設に ２０２０年４月頃に配布・配架

港南区制５０周年記念事業 協賛者名の掲載

協賛金 申込期限
（※ﾘｰﾌﾚｯﾄを除く）

A２判
ポスター

うちわ
イベント会場内

掲示
記念事業
ﾘｰﾌﾚｯﾄ ※

記録誌

50万円以上 2019年1月末 文字orロゴ 文字大orロゴ 文字大orロゴ 文字大orロゴ 文字大orロゴ

30万円以上 2019年1月末 文字 文字中 文字中 文字大orロゴ 文字大orロゴ

10万円以上 2019年4月末 文字小 文字中 文字中 文字中

5万円以上 2019年9月末 文字小 文字小 文字小

5万円未満 2019年9月末 文字小



Ａ２判ポスターの仕様等 ・ 協賛者名掲載スペース

●仕様等（参考）
・仕様 ： Ａ２判、コート紙１１０kg、４色
・用途 ： 記念イベント等周知

●協賛者名掲載スペース
スペース ： Ｗ４２０ｍｍ×Ｈ６０ｍｍ ※スペースは目安です

・ ５０万円以上 文字 or 貴社ロゴマーク
・ ３０万円以上 文字

※イベント掲載数により紙面割りが変更することがあります。
※いただいた原稿によりサイズ調整をさせていただくことがあります。

（ イメージ図 ）

イベント名 イベント名

イベント名 イベント名

イベント名 イベント名

イベント名 イベント名

イベント名 イベント名

文字 or ロゴ
文字



うちわの仕様 ・ 協賛者名掲載スペース

●仕様：丸柄うちわ Ｗ２４．５×Ｈ３９．０
両面カラー

●協賛者名掲載スペース ： 片面

・ ５０万円以上 大サイズ or 貴社ロゴマーク
・ ３０万円以上 中サイズ
・ １０万円以上 小サイズ

※いただいた原稿によりサイズ調整をさせていただくことがあります。

（ イメージ図 ）

ひまわり 大orロゴ ・ 中サイズ

小サイズ



イベント会場内掲示の仕様 ・協賛者名掲載スペース

●仕様（参考 ） ： Ａ２判横 （イーゼル等によりパネル掲出）

●協賛者名掲載スペース ： タイトル及びロゴを除く全面

・ ５０万円以上 大サイズ or 貴社ロゴマーク
・ １０万円以上 中サイズ
・ ５万円以上 小サイズ

※いただいた原稿によりサイズ調整をさせていただくことがあります。

（ イメージ図 ）

中サイズ

小サイズ

大サイズ or ロゴ

「愛あふれる💛ふるさと港南に」
港南区制５０周年記念事業 協賛者一覧

「愛あふれる💛ふるさと港南に」
港南区制５０周年記念事業 協賛者一覧



記念事業リーフレットの仕様等 ・協賛者名掲載スペース

・３０万円以上 大サイズ or 貴社ロゴマーク
・ １０万円以上 中サイズ
・ ５万円以上 小サイズ

※イベント掲載数により紙面割りが変更することがあります。
※いただいた原稿によりサイズ調整をさせていただくことがあります。

（ イメージ図 ）

●用途 ： 区制５０周年記念事業公式リーフレット、 記念イベント等周知用
①キックオフイベント（ ２０１９年１月５日 賀詞交換会）用

仕様イメージ Ａ３判 ２つ折り 両面４色
協賛者名掲載ｽﾍﾟｰｽ Ａ４判程度

②記念式典・記念イベント（ ２０１９年１１月２日）用
仕様イメージ Ａ４判パンフレット 両面４色

協賛者名掲載ｽﾍﾟｰｽ Ａ４判程度

② 記念式典・記念イベント用

申込期限：２０１９年３月末日

① キックオフイベント（ 賀詞交換会）用

申込期限：２０１８年１０月末日

中サイズ

小サイズ

大サイズ or ロゴ

「愛あふれる💛ふるさと港南に」

区制５０周年記念事業 協賛一覧

「愛あふれる💛ふるさと港南に」

区制５０周年記念事業 協賛一覧



記録誌の仕様等 ・協賛者名掲載スペース

（イメージ図 ）

●仕様等（参考）
・大きさ ： Ａ４判
・用 途 ： 区制５０周年記念事業の公式記録（永年保存版）

●協賛者名掲載場所：巻末予定

※いただいた原稿によりサイズ調整をさせていただくことがあります。

・ ３０万円以上 大サイズ or 貴社ロゴマーク
・ １０万円以上 中サイズ
・ １０万円未満 小サイズ

中サイズ

小サイズ

大サイズ or ロゴ

港南区制５０周年記念事業
協賛者一覧
港南区制５０周年記念事業
協賛者一覧

小サイズ



港南区制５０周年記念事業実行委員会

【役員会】
委 員 長 藤田 誠治 （港南区連合町内会長連絡協議会会長）
副委員長 長 信男 （港南区社会福祉協議会会長）
副委員長 五十嵐 輝子（港南区民生委員児童委員協議会会長）
会 計 二河 清 （港南区青少年指導員協議会会長）
会 計 谷本 吉年 （港南区スポーツ推進委員連絡協議会会長）
監 事 田野井 一雄 （港南区子ども会連絡協議会会長）
監 事 松井 佑子 （港南区女性団体連絡協議会会長）
幹 事 早川 恭三 （港南区商店街連合会会長）
幹 事 稲村 直之 （港南区工業会会長）
部会長 加藤 重雄 （上大岡連合町内会会長）

木村 妙子 （野庭住宅連合自治会会長）
林 金吾 （大久保最戸連合町内会会長）

【相談役】
髙森 政雄 （港南区連合町内会長連絡協議会 顧問）
田村 淳一 （港南警察署長）
秋元 雅彦 （港南消防署長）
齊藤 貴子 （港南区長）

【顧問】：港南区選出議員団
田野井 一雄 （市会議員）
みわ 智恵美 （市会議員）
瀬之間 康浩 （市会議員）
安西 英俊 （市会議員）
山田 桂一郎 （市会議員）
桐生 秀昭 （県議会議員）
浦道 健一 （県議会議員）
髙橋 稔 （県議会議員）

（2018年3月末現在）



申込書（ダウンロード・提出先） ・ 問合せ先

【申込書】
・申込書 （word形式 ： 41KB）
・ダウンロード先 （港南区役所ホームページ内 ）

http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/50th/kyosan.html

・提出先
宛先 ：港南区制５０周年記念事業実行委員会 総務・広報部会事務局
・郵送 ：〒233‐0003 横浜市港南区港南４丁目２－１０

港南区役所 総務課
・ＦＡＸ ： 841‐7030
・e‐mail :  kn‐yosan@city.yokohama.jp

【 問合せ先】
港南区制５０周年記念事業実行委員会 総務・広報部会事務局
港南区役所 総務課（５階５６番窓口） ℡ 847‐8307
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