
令和 5年 4月 6日

各単位 白治会長 様

清水みなと祭 り実行委員会

委員長  平 岡  新

清水みなと祭 りの会

副会長  田 宮 文 雄

(静岡市清水区自治会連合会会長)

第 74回清水みなと祭り

『かっぽれうちわ』 (く じつきうちわ)の販売について (お願い)

日頃より「清水みなと祭 り」へのご理解ご協力を心より感謝いたします。

また、毎年 うちわの販売につきま しては、大変ご尽力をいただき誠にあり

が とうございます。

誠に恐縮ですが、『 うちわ申込書』を回覧いただいた後、単位自治会でお取

りまとめいただき、別紙『注文表』に記載の上、6月 1日 (本 )ま でに、地区

連合自治会長様までご提出をお願いいたします。

■『かつぽれうちわ』について

・販売価格  1本 300円 (税込み)

。景  品  豪華景品が当たります。

詳しくは別紙『 うちわ申込書』をご覧ください。

・当選番号  ①8月 9日 (水)静岡新聞朝刊掲載 (予定)

発  表  ②清水みなと祭リホームページ掲載

③本年から組回覧をさせていただきます。

・景品引換  令和 5年 8月 14日 (月 )～ 9月 8日 (金 )

(平 日 10時から16時まで)

・引換場所  清水みなと祭り実行委員会

(清水区相生町6番 17号 清水産業・情報プラザ 1階)

■うちわ申込みについて

①各隣組に回覧していただく『 うちわ申込書』の回収をお願いします。

【5月 24日 (水)ま で】

※申込書の回収は、注文締切 り日に間に合う様に回収していただければ結

構です。

②『 うちわ申込書』を取りまとめ:『注文表』を地区連合自治会長へご提出く

ださい。

【6月 1日 (本)まで】

③うちわ納品は、6月 中旬から7月 上旬までに『各単位自治会指定場所』ヘ

納品いたします。

④ うちわ代金を別紙『振込用紙』にて、清水区内の『清水銀行 本店 。支店』

にてお振込みください。

【振込期間 :5月 10日 (水)～ 7月 28日 (金)まで】

※注文書提出後にうちわの追加注文があつた場合、単位自治会ごと、直接、

下記 「問合せ先」にご注文をお願いいたします。

(自 治会名、数量など間違いがあるといけませんので、原員J、 FAXにて

お願いいたします)

【問合せ先】

清水みなと祭り実行委員会事務局 (静岡市まちは劇場推進課内)

〒420-8602 静岡市葵区追手町5-1

TEL 221-1228 / FAX 221-1109



豪華な景品が当たります。

第74回清水みなと祭り『かつばれうちわ』販売のご案内
清水最大の夏祭り「清水みなと祭り」くじ付き“かっぽれうちわ"を購入して応援して<ださい。
うちわで「港かつぽれ総おどり」「清水ゆかた踊り地踊衆」「海上花央大会」を盛り上げる
応援の風をお願いします。

1.販売価格  1本300円 (税込み)

※うちわの裏面に抽選番号が書いてあります。

2,景  品

第74回清水みなと祭り

●アイエイアイ ミニロボキット

●FDA 往復航空ペアチケット

(静岡～鹿児島)・ (静岡～熊本)・ (静岡～福岡)・ (静岡～出雲)・

(静岡～丘珠)・ (静岡～新千歳)の6路線からこ希望の l FE・線
※運航ダイヤは変更になる場合があります。

●お弁当どんどん オリジナリレカレー 5食分

●合同物流 UCC COLD BREW BLACK(PE丁 500mi・ 24本入り)

●合同物流 UCC COLD BREW LA丁 丁E(PE丁500ml。 24本入り)

●合同物流 UCC BLACK無糖 (缶 185g・ 30本入り)

●JAしみず 青島みかん極上品 (5kg 12月 下旬宅配)

●清水エスノ{ルス ホームゲームS席ペアチケット

【第40節 10月 28日 (土)ロアッソ熊本戦 アイスタ】

●清水河岸の市 2,000円券

●ふかくら 三保サーモン

「

HE HIMONO」
●はころもフーズ シーチキンギフト

●ふじさん駿河湾フェリー 往復乗船券ペアチケット(清水～土肥)

●富士山清水港クルーズ 清水港遊覧船ペアチケット

●フジ物産 鰻セット (宅配)

●アサヒ スーパードライ (350mi缶・24本入り)

●アサヒ 生ビール (350mI缶・24本入り)

●キリン ー番搾り (350ml缶・24本入り)

●サッポロビール 黒ラベル (350ml缶・24本入り)

●サッポロビール 麦とホップ (350ml缶 :24本入り)

●サッポロビール 00LD SttAR(350m!缶 。24本入り)

●サントリー ザ・プレミアム。モルツ (350ml缶・24本入り)

※酒類の引換は20歳以上の方とさせていただきます。

景品は企業のこ支援ご協力により提供させていただいております。

8月9日 (水)静岡新聞朝刊掲載 (予定)

清水みなと祭リホームページ掲載 httpゾ/www,minatokapporeJp/
8月 14日 (月 )～ 9月 8日 (金)【平日10:00～ 16:00】

清水区相生町6-17 静岡市清水産業・情報プラザ1階

清水みなと祭り実行委員会事務室
※当選したうちわ持参でお願いします。

『かつばれうちわ』申込書 (1本 300円 )

※この申込書は単位自治会長様へ、
『5月 24日 (水)』 までに提出してください。

問い合せ先 :清水みなと祭り実行委員会事務局 (丁EL.054-221-1228)
静岡市役所静岡庁舎 まちは劇場推進課

清水みなと祭り実行委員会事務室 (丁EL.054-354-2189)
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3.当選番号

発  表

4.景品引換

5.引換場所

申 込 者 氏 名 本数 金額(円 ) 申 込 者 氏 名 本数 金額(円 )

自治 会 組 名 地区        自治会       組

取りまとめ責任者
氏名

住所 電 話


