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栗東市観光物産協会 

会長  田中 義信 

 

「りっとう市民秋まつり 2018」ご協賛のお願い 

 

拝啓 時下、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は当協会事業に格段のご高配を

賜りまして厚く御礼申し上げます。 

さて、当協会は、昨年「りっとうの元気！森で育む笑顔！」をテーマに、“緑と文化のま

ち”にふさわしい場所、滋賀日産リーフの森（第 26回全国植樹祭跡地）で「りっとう市民

秋まつり」を開催いたしました。多くの栗東市の魅力を集めたまつりになり、大勢の方に楽

しんでいただくことができました。 

本年も、この秋まつりで、より多くの方に栗東の魅力に触れていただき、栗東の誇れる魅

力のひとつである「自然の豊かさ」を再認識し、自然に感謝するまつりとして交流人口の拡

大を目指し開催し、皆様と共に栗東市を盛り上げて参りたいと考えております。 

是非ともこのまつり開催の趣旨をご理解、ご賛同いただき、ご協賛賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

 

敬具 

 

記 

   開催名称  りっとう市民秋まつり 

 開 催 日  2018 年 11月 11日（日） 

 開催時間  10時から 15時 30分 

開催場所  滋賀日産リーフの森（県民の森、第 26回全国植樹祭跡地） 

   詳  細  別添え「りっとう市民秋まつり 2018ご協賛の提案書」をご覧ください。 

 

 ※尚、まつり中止の際は、ご協賛金を次年度へ繰越しさせていただきますので、あらかじ

めご了承ください。 

以上 

  



りっとう市民秋まつり 2018 ご協賛の提案書 

 

1)りっとう市民秋まつりについて 

  2015 年までは、栗東市や栗東市商工会、栗東青年会議所および当協会による実行委員会を

組織し、りっとう市民夏まつりとして野洲川での花火大会などを開催してまいりました。し

かし、諸般の事情により 2015 年度の開催を最後に開催が困難になり、2016年度は、まつり

そのものの開催を中止いたしました。 

  昨年、2017年 11月、当協会主催で「りっとう市民秋まつり」として復活し、今年は、秋

まつりとして 2 回目の開催になり、さらに広く多くの方に栗東市の魅力を発信する場として

交流人口の拡大を図るまつりとして開催を目指します。 

 

2)目的 

  栗東市南部に位置する雄大な自然に囲まれた金勝山にある滋賀日産リーフの森で、森林を

はじめとする自然の恵みに感謝するとともに栗東市の魅力を再発見し、市民をはじめ広く栗

東市の魅力を発信し、森林での自然体験を通じ参加者全員が笑顔溢れるまつりを開催し、ま

た遊びに来たい、住みたい、住んで良かったと思えるまち「りっとう」を創りあげるため。 

 

3)まつりコンセプト 

 ・芝生広場で行う体験イベントをきっかけにした栗東の魅力発信 

 ・森林やアウトドアでの休日の過ごし方の提案 

 ・太陽と青空、緑あふれる公園で過ごす気持ちよさ 

 ・誰でも参加でき楽しむことのできる空間の創出 

 ・親子三代で楽しめ、地域住民や来場者との交流の場 

 

4)昨年度実施実績 

 来場者数：2017年 1,700 名（途中雨天により一部イベント中止） 

 

5)実施イベント概要 

 開催日 ：2018年 11月 11 日 日曜日 10：00～15：30 雨天中止、順延なし 

      ※尚、まつり中止の際は、ご協賛金は次年度へ繰越しさせていただきますので、

あらかじめご了承ください。 

 開催場所：滋賀日産リーフの森（県民の森、第 26回全国植樹祭跡地） 

  

 【音楽イベント】 青空ステージ 

 ・栗東市内で活動されている団体や市内中学および高校の吹奏楽による演奏を予定 

  

【体験イベント】 芝生でおもいっきり遊ぼう 

 ・ストライダー試乗会 ・TREKマウンテンバイク試乗会 ・木のジャングルジム ・キック

ターゲット ・うっどじょぶ体験 ・アウトドアワークショップ ・そとヨガ体験 ・電気

自動車展示  

 ・スラックライン体験 ・栗東市出土品の展示 ・クッキーに絵を描こう ・竹細工教室  

・乗馬体験 ・フォレストアドベンチャーモバイルコース ・ツリーイング ・ノルディッ

クウォーキング ・ツリーテント、ツリーハンモック展示 ・薪、ペレットストーブ展示な

ど 



 【食イベント】  市民マルシェ 

 ・公募による出店を予定 

 

6)宣伝・広報 

紙媒体 

チラシ（サイズ A4） 

30,000 部 

9 月より配布開始予定。市内およ

び近隣市町教育機関に配付のほ

か、県内観光案内所に配付。 

ポスター 

300部 

9 月より配布開始予定。市内全自

治会掲示板、その他市内施設、

店舗に配付。 

パンフレット 

3,000 部 

イベント当日に配付。イベント

内容や出店者紹介等掲載。 

広報りっとう 11月 1日（掲載予定） 

WEB媒体 

ホームページ 

https://www.ritto-kanko.com/ 

2018年 1 月リニューアル、びわ

こビジターズビューローHPへも

トップバナー掲載予定 

Instagram ページ 

https://instawidget.net/v/user/rit

tokankokyokai 

2018年 5 月開設 

Facebook ページ 

https://www.facebook.com/ritto.cit

y/ 

栗東市公式 Facebook ページ 

フォロワー1,512人 いいね

1,421 人 

マスメディア 

 新聞、ラジオ、テレビ等メディ

アへのリリース配信や、取材依

頼を積極的に進めます。 

 

 

7)協賛目的 

 「栗東市の皆様に元気と笑顔を、親子で過ごす素敵な自然体験をお届けしたい。」 

  栗東市の魅力である森林に囲まれた自然豊かな“こんぜ”の地、「滋賀日産リーフの森」を

舞台にしたイベントを実施することにより、栗東市に誇りと愛着を持ってもらうとともに、

人と人とのつながりのきっかけになる体験をしてもらい、栗東市の魅力を発信していき、自

然とふれあい自然に感謝するイベントを実現するため協賛を募集します。 

  みなさまの貴重なお力添えにより、より多くの方に元気と笑顔をお届けすることができま

す。 

  何卒イベント協賛のご検討をよろしくお願い申し上げます。 

  



りっとう市民秋まつり 2018 ご協賛のお申込みについて 

 

お申込み方法 ■金融機関からお振込の場合 

①別添えの協賛申込書に必要事項を記入の上、FAXもしくは郵送で下記

事務局までお申込みください。事務局が「協賛申込書」を受領しまし

たら、「事務局受付印」を押して、３日以内にＦＡＸ返信（ＦＡＸが

無い場合は電話）致します。 

万一、連絡が無い場合は「協賛申込書」が届いていない場合がありま

すので、事務局までお問い合わせください。 

        ②お申し込み後、各金融機関にて協賛金の振込手続きをお願いします。 

         ※振込手数料は、お振込人様のご負担となりますので予めご了承くだ

さい。 

       振込先口座 

（口座名義：栗東市観光物産協会まつり協賛金会計 会長 田中義信） 

金融機関・支店名 口座種類 口座番号 

滋賀銀行      栗東支店 普通 0092723 

関西アーバン銀行  栗東支店 普通 0302803 

滋賀県信用組合   栗東支店 普通 1060169 

京都信用金庫    栗東支店 普通 0168904 

滋賀中央信用金庫  栗東支店 普通 0404430 

栗東市農業協同組合 本店 普通 0052618 

 

       ■現金で直接事務局にお申し込みの場合 

         別添えの協賛申込書に必要事項を記入の上、協賛金を添えて下記事務

局までお持ちください。 

 

お申し込み先 栗東市観光物産協会事務局 

        〒520-3047 滋賀県栗東市手原 3丁目 1-30（手原駅 2階） 

        FAX 077-551-6158 / TEL 077-551-0126 

        E-mail ritto-kankokyokai@io.ocn.ne.jp 

一次締切り  2018 年 8 月 30 日（木） 
         一次締切りまでに 10,000円以上のご協賛のお申込みをいただいた場

合、協賛者（社）名を開催チラシに掲載させていただきます。協賛申

込書にあるチラシ掲載の可否欄に記入の上お申し込みください。 

二次締切り  2018 年 10 月 9 日（火） 

         二次締切りまでに 10,000円以上のご協賛のお申込みをいただいた場

合、協賛者（社）名を当日の会場パンフレットに掲載させていただき

ます。協賛申込書にあるチラシ掲載の可否欄に記入の上お申し込みく

ださい。 

最終締切り  2018年 11月 9日（金） 

お問合せ先  栗東市観光物産協会事務局 TEL 077-551-0126 / FAX 077-551-6158 



FAX送信先：栗東市観光物産協会事務局 077-551-6158 

 

りっとう市民秋まつり 2018 協賛申込書 

2018年  月  日 

 

協賛者（社）名                                  

   〒 

住所                                       

 

代表者名                                     

 

ご担当者名                                    

 

電話番号                     FAX番号            

 

りっとう市民秋まつり 2018 協賛として次のとおり申込します。 

【企業・団体の方】 

ご協賛金額（〇印をお願いします） 

5,000円  

10,000 円  

30,000 円  

50,000 円  

100,000 円  

【個人の方】 

ご協賛金額（※1,000 円以上でお願いしま

す。） 

 

円 

 

一次締め切りまでにご協賛いただいた方は開催チラシへ協賛者（社）名を記載させていた

だきます。掲載の希望に関して下欄に〇印の記入をお願いします。（10,000円以上ご協賛

の方に限ります。） 

 

 

掲載します  掲載しません 

 

事務局使用欄 ※こちらには記入しないでください 

受付 掲載内容 入金 出納簿 印刷原稿 校正① 校正② 領収書 完了 

 

 

        

 

 

事務局受付印 


