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所属チーム及び保護者の皆様へ 

 

2023 年度（令和 5 年度） 

練馬区学童野球連盟 名簿及び広告のお願い 
 

拝啓 平素は練馬区学童野球連盟運営に格別のご支援を賜り厚く御礼を申し上げます。 

さて、本年度の当連盟の活動といたしまして、各チームに名簿広告のお願いをさせていただきます。 

コロナ禍のなか、各地域の企業、個人事業主も厳しい経済環境のなかにありますが、子供たちの野球環

境を整えるための活動の一つとしてご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

つきましては、練馬区学童野球連盟の活動に対し、地域の皆様からあたたかいご芳志を募りたいと存

じます。多数の方々のご賛同を賜りますよう、各チームの方々のご協力を心からお願い申し上げます。  

敬具 

 

                                                                

記 
 

   ・広告費：1 口（１／４ページ） 5,000 円 

   ・名簿・広告原稿締切日： 2023 年 3 月 19 日（日） 

   ・名簿配布日：2023 年 5 月末ごろ 

・名簿広告の進め方：別添資料をご参考にしてください。 

  

 

不明点などその他のお問合せについては、 

Mail:nerimakugakudou@gmail.com 練馬区学童野球連盟総務部 松延（マツノベ）宛までご連絡下さ

い。 

 

練馬区学童野球連盟 
会 ⾧ 井本重喜 

理事⾧ 山縣泰彦 
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練馬区学童野球連盟 

名簿広告の進め方について 
 

名簿広告につきまして、下記のような手続きをお願い申し上げます。 

 

1. 名簿データ・広告台紙及び昨年度広告原稿の配布 
本案内とともに、名簿データ（Excel）と広告台紙データ（PDF）をリーグ⾧経由で配布させてい

ただきます。広告回収日までに各広告のご協力をお願い申し上げます。 

また、前年の各チーム広告データにつきましては、各チームの担当者または責任者の方より、 

メールにて nerimakugakudou@gmail.com まで、 

・チーム名 

・お名前 

をご記入の上、「名簿広告データ希望」とご記入の上メールをお送りください。 

頂いた順に、 

① 昨年度の広告データ（PDF） 

② 名簿データ（Excel） 

③ 広告台紙データ（PDF） 

④ 会員名簿への広告掲載のご協力のお願い（別紙１） 

を改めてお送りさせていただきます。 

 

2. 地域への広告掲載のお願いのご協力 
各チームの広告のお願いのご協力については、 

・会員名簿への広告掲載のご協力のお願い（別紙１） 

を印刷していただき、昨年名簿及び昨年広告データをもとに、広告掲載のお願いを各チームお願い

申し上げます。 

 広告掲載金額については、 

 １／４ページ（１口）：  5,000 円  サイズ：横 15 ㎝×縦５㎝ 

１／２ページ（２口）： 10,000 円 サイズ：横 15 ㎝×縦 10 ㎝ 

２／３ページ（３口）： 15,000 円 サイズ：横 15 ㎝×縦 15 ㎝ 

１ページ全面（４口）： 20,000 円 サイズ：横 15 ㎝×縦 20 ㎝ 

（１/8 ページ（1／2 口）：2,500 円 サイズ：横 7.5 ㎝×縦５㎝） 

※１/8 ページの場合はできるだけ、偶数での広告をお願いします。） 

となります。 

広告費用については、2 月に開催した会員総会にて、各チームの総会参加者の方に領収書（大）

を配布しておりますので、そちらで広告費用の回収と領収書の発行を各チームでの取りまとめをお

願い申し上げます。 
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また、広告データを、データでお送りいただける場合は、nerimakugakudou@gmail.com まで総

務部／松延宛に、 

・チーム名 

・広告の会社名 

・広告の場所 
（例：１ページ目の一番上の場合「1-A」。3 ページ目の 3 段目「3-C」。2 ページ目の上から１／２ページの場合、

「２-A・2-B」） 

 

3. 協力いただいた企業様広告の広告台紙への貼り付け 

２．で回収した広告原稿については、１．で送付させていただいた「③広告台紙データ（PDF）」ま

たは、「①昨年度の広告データ（ＰＤＦ）」にコピーなどをして広告台紙に張り付けて広告原稿を作

成してください。 

※広告原稿については、回収いたしますので、後日、広告確認のためにコピーをしてチーム担当者

は保管してください。 

 

4. 各チーム名簿データ記載及び名簿データの提出 
１．で送付させていただいた「②名簿データ（Excel）」に、各チームの選手・代表・監督スタッフ

を記載してください。 

 特に、チームスタッフの代表または部⾧、A 監督・Ｂ監督などの今年度の役職、選手の背番号の

記載はもれなくお願い申し上げます。 

 また、個人情報保護の観点から、チーム名簿、子供の住所と電話番号は不要といたします。当連

盟への名簿記載内容は、選手の在学の小学校だけの記載としてください。 

 

名簿データの提出は、nerimakugakudou@gmail.com まで 

・チーム名 

・送付者（名簿担当者） 

・②名簿データ（Excel）を添付 

   して、広告回収日までにメールにてお送りください。 

5. 広告原稿等の回収 

広告原稿等の回収を 

2023 年 3 月 19 日（日） 練馬区立大泉学園町福祉園（東京都練馬区大泉学園町３丁目９－２０） 

にて下記の時間にて回収を行います。 

名簿広告の取りまとめは、現地にて各リーグ⾧または副リーグ⾧にてお願いいたします。 

第一リーグ 9：30～10：00 

第二リーグ 10：00～10：30 

第三リーグ 10：30～11：00 

第四リーグ 11：00～11：30 
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回収日当日にお持ちいただくものとして 

① 広告原稿（広告を張り付けたもの） 

② 広告回収費及び名簿購入申込書（別紙２） 

③ 広告代金 

④ 名簿購入部数及び代金（＠３００円×部数） 

⑤ チーム名簿原稿 

※名簿購入費用については、チームスタッフ・選手の購入冊数×＠300 円をお持ちください。 

 （チーム購入分＋広告掲載企業数を名簿配布時にお渡しします。） 

※名簿データは、nerimakugakudou@gmail.com まで Excel データを回収日までにお送りください。 

 

6. 広告原稿のご確認 

広告データおよび名簿データが完成次第、「②広告回収費及び名簿購入申込書（別紙２）」にご記入

いただいた担当者のメールアドレスに、データをお送りいたします。 

お手数ですが、作成いただいた広告原稿との間違いや広告の抜けなどご確認ください。 

修正などありましたら、nerimakugakudou@gmail.com まで修正点をお送り下さい。 

また、修正がない場合でも「原稿確認」のメールを上記アドレスまでお送りください。 

 

（ご注意ください） 

練馬区学童野球連盟所属 28 チームからの確認を行いますので、1 チームでも確認いただけない場合

は、名簿納品日が大幅にずれ込む場合がありますので、データ受領後はできるだけ早めのご確認を

お願い申し上げます。 

7. 名簿配布 

名簿印刷が完了しましたら、改めて名簿配布日時を連盟よりお知らせいたします。 

名簿配布日には、購入した名簿冊数をご確認の上配布日にお越しください。 

（チーム購入分＋広告掲載企業数を名簿配布時にお渡しします。） 

 

以上が、名簿広告の進め方についてになりますが、不明点や質問等ありましたら 

自チームの理事のほうにお聞きいただくか、下記メールにてお問い合わせください。 

 

その他のお問合せは、チーム名等ご記入の上、 

メールアドレス：nerimakugakudou@gmail.com 練馬区学童野球連盟総務部 松延（マツノベ）宛までご

連絡下さい。 

練馬区学童野球連盟 
会 ⾧ 井本重喜 

理事⾧ 山縣泰彦 
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別紙１ 
 

各位 殿 

練馬区学童野球連盟 

会員名簿への広告掲載のご協力のお願い 
 

平素から練馬区学童野球連盟の事業に対し、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 練馬区学童野球連盟は、少年野球を通じて地域の少年と少女の心身の鍛錬と野球技術の向上に励

み、少年野球を愛し楽しむとともに、野球の発展と将来を担う青少年の健全育成に寄与することを

目的として、加盟 28 チーム一丸となって日々努力をいたしております。 

 創設以来、練馬区学童野球連盟は主に名簿広告収入により運営しております。 

近年のコロナ禍のなか厳しさを示す景気情勢の折、たいへん心苦しい限りではございますが、子

供たちの野球環境整備の一助として、名簿広告の掲載をお願い申し上げます。 

 これまでの練馬区学童野球連盟活動は、ひとえに皆様の絶大なるご協力とご支援の賜物と、全チ

ーム一同深く感謝いたしております。 

 本年も、皆様のご理解により広告掲載のご協力とご支援をいただきたくお願い申し上げる次第で

す。重ねて、地域の少年少女育成のために、何卒お力添えのほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

【名簿広告費】 

１／４ページ（１口）：  5,000 円  サイズ：横 15 ㎝×縦５㎝ 

１／２ページ（２口）： 10,000 円 サイズ：横 15 ㎝×縦 10 ㎝ 

２／３ページ（３口）： 15,000 円 サイズ：横 15 ㎝×縦 15 ㎝ 

１ページ全面（４口）： 20,000 円 サイズ：横 15 ㎝×縦 20 ㎝ 

 

 

2023 年 2 月吉日 

 

 

 

練馬区学童野球連盟 
会 ⾧ 井本重喜 

理事⾧ 山縣泰彦 

会員一同 
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別紙２ 

広告回収日に必ずお持ちください。 

練馬区学童野球連盟 

広告回収費及び名簿購入申込書 
 

下記に、広告費用及び名簿購入費用をご記入ください。 

チーム名  

 

チーム広告担当者（広告構成を確認する方をご記入ください） 

ご担当者お名前  

メールアドレス（必須）  

連絡先電話番号（任意）  

※メールでのご連絡を基本とさせていただきます。 

 

2023 年 広告費用 

広告 口数 広告費用合計 

口 円 

 

2023 年 名簿購入費 

名簿購入数 名簿費用合計（1 冊 300 円） 

冊 円 

※名簿納品時に購入費をご持参ください。 

※名簿納品冊数は、名簿購入冊数＋広告掲載企業数をお渡しいたします。 

練馬区学童野球連盟 
経理部・総務部 


