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 各  位 

ジオパーク新潟国際フォーラム協賛・御協力の御依頼 

 

 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

 さて、このたび佐渡、苗場山麓（津南町、栄村）、糸魚川の３ジオパーク地域が新潟県

と協力し、ジオパークのさらなる魅力発信を目的とした『ジオパーク新潟国際フォーラ

ム』を下記のとおり開催する運びとなりました。 

 今回は、アジアのジオパーク地域及びロシアなど東アジア地域を中心に参加者を招き、

それら地域の玄関口である新潟から新たなジオパーク連携の発信を掲げ、基調講演、パネ

ルディスカッションなどの内容で実施を予定しています。国内外のジオパーク地域、関係

省庁職員、大学関係者や教職員など延べ1,200名程度の参加者が集うと予測しており、期

間は、2016 年 7 月 27 日（水）～ 29 日（金）の 3日間です。 

 本会は各地域の活気ある活動報告をもとに、ネットワークに貢献する方法を模索し、今

後のジオパークを通した地域の発展の場として本フォーラムが実りあるものになることを

期待しております。 

 つきましては、次ページに示しました開催概要を参照の上、是非とも本大会の目的と意

義に御賛同いただき、寄付金・プログラムへの広告等の展示の申し込みの御援助並びに御

協力を、心から御願いいたします。 

 なお、御援助並びに御協力いただける場合には、同封させていた募集要項を御覧いただ

き、申込書に記入の上、記載の銀行口座に送金下さるよう御願い申し上げます。また、送

金に関する必要書類などございましたら、御指示いただければ幸いです。 

                                      謹白 

 

                     ジオパーク新潟国際フォーラム実行委員会 

                      名誉委員長   新潟県知事   

                      実行委員長   糸魚川市長 

                      副実行委員長  佐渡市長 

                      副実行委員長 津南町長                    



ジオパーク新潟国際フォーラム開催概要 
 

１ 日時  2016年７月27日（水）～ 29日（金） 

２ 会場  朱鷺メッセ：新潟コンベンションセンター 

      （新潟県新潟市中央区万代島6番1号） 

３ 主催  ジオパーク新潟国際フォーラム実行委員会 

      実行委員長 米田 徹（糸魚川ジオパーク協議会会長、糸魚川市長） 

４ テーマ 『東アジアのネットワークをひろげよう 

           ～新潟・大地と雪が織りなすジオパークからの発信～』 

５ スケジュール 

   第 1 日目（7月27日） 

    午後 東アジアネットワークワークショップ 

    夕刻 ウェルカムパーティー  

   第 2 日目（7月28日） 

    午前 開会式、基調講演、事例報告 

    午後 パネルディスカッション、閉会式 

    夕刻 エクスカーション会場に移動 

   第 3 日目（7月29日） 

     エクスカーション 

   展示、体験コーナー 

     7月27日～28日 

６ 参加費 

 ①早期登録（高校生以下無料） 

  一般 3,000 円 

 ②通常登録（高校生以下無料） 

  一般 5,000 円 

 ③ウェルカムパーティー  6,000 円 

 ④エクスカーション（事前申込のみ) 29,000 円から（コースにより金額が異なる） 

７ 問合せ先 

 実行委員会事務局（糸魚川市ジオパーク推進室内）担当：山本、井伊 

 〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮１－２－５糸魚川市役所内 

 Tel: 025-552-1511  Fax: 025-552-7372 

 E-mailアドレス：geo-forum@city.itoigawa.niigata.jp 



ジオパーク新潟国際フォーラム 

寄附金、協賛金募集要項 

 

１ 目標額 130万円（募集に伴う経費見込：通信費5万円、趣意書等印刷費5万円） 

  

２ 募集期間 平成28年3月1日から平成28年5月31日まで 

 

３ 募集対象 個人、法人、団体 ※いずれも国内 

  

４ 寄附金、協賛金を必要とする理由及び使途 

 ジオパーク新潟国際フォーラムはアジア地域を中心に海外から30名、国内から1,200名の

参加を見込み、開催の準備、運営に関する経費は総額約30,000千円を予定しております。 

 参加者が充分な発表と質疑応答を行うためには、かなりの規模を持った会場が必要であ

り、更に多くのアジア諸国からの参加を促進するため、関係諸国からの参加者の渡航費、滞

在費について相応の援助を行う必要があると考えております。 

 このように、相当の経費が必要となりますが、本国際フォーラムを成功させ、今後のジオ

パークの県内への普及、東アジア地域との交流を通した地域の振興につなげていきたいと考

えております。 

 つきましては、趣旨をご理解いただき、必要経費の一部を企業、諸団体、個人の浄財から

のご援助をいただきたく、何卒よろしくお願いします。 

 なお、いただいた寄付金、協賛金は、ジオパーク新潟国際フォーラムの準備と運営の費用

に充当させていただきます。 

  

５ 申込先及び問合せ先 

  〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮１－２－５ 糸魚川市ジオパーク推進室内 

  ジオパーク新潟国際フォーラム実行委員会事務局  担当：山本、井伊 

  電話 025-552-1511  FAX  025-552-7372 

  

６ 申込み方法 

  別紙「申込書」をご送付のうえ、下記銀行口座にお振込ください。 

  新潟県労働金庫糸魚川支店 普通預金 5701276 

  ジオパーク新潟国際フォーラム実行委員会実行委員長 米田 徹 

  ※現金でのお申し込みをご希望される場合は、担当までご連絡ください。 

  

７ 管理方法 

（１）当実行委員会が受け入れた寄附金、協賛金は、金融機関への預貯金その他最も安全か 

  つ有利な方法により管理します。  

（２）収支及び事業内容等をまとめた報告書を事業終了後に作成し、ホームページその他の 

  方法により公表します。  



 

■御寄附協力企業の募集について 

 ジオパーク新潟国際フォーラムでは、寄附金をお寄せくださる企業・団体を募集いた

します。 

 御寄附いただきました企業様は、大会プログラムに社名を掲載させていただき、大会

プログラムと大会報告書を贈らせていただきます。また、頂戴いたしました寄付金は、

ジオパーク新潟国際フォーラム運営経費の一部とさせていただきますので、是非御協力

をよろしく御願いいたします。 

 

１ 寄付金 一口 5千円 (口数の制限はございません) 

２ 申込先 実行委員会事務局（糸魚川市ジオパーク推進室内）担当：山本、井伊 

  〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮１－２－５糸魚川市役所内 

  Tel: 025-552-1511  Fax: 025-552-7372 

  E-mailアドレス：geo-forum@city.itoigawa.niigata.jp 

３ 申込方法 添付の申込書（様式１）にて御申し込みいただき、御振込みは下記銀行  

       口座を御利用下さいますよう御願いいたします。 

      ※現金でのお申し込みをご希望される場合は、担当までご連絡ください。 

４ 振込先 新潟県労働金庫糸魚川支店 普通預金 5701276 

      ジオパーク新潟国際フォーラム実行委員会実行委員長 米田 徹 

５ 申込期限 平成28年5月31日（火） 

６  その他  

 （１）本大会がやむを得ない事情により中止となった場合、既に受領した寄附金等は    

    返還をいたしません。  

 （２）疑義が生じた場合は、互いに協議のうえ、誠意をもって解決にあたります。  



■協賛企業の募集について 

 ジオパーク新潟国際フォーラムでは、趣旨に賛同し、協賛してくださる企業・団体を

募集いたします。 

 御申込いただきました企業、団体様は、大会プログラム等に広告を掲載させていただ

き、大会プログラムと大会報告書を贈らせていただきます。また、頂戴いたしました協

賛金は、ジオパーク新潟国際フォーラム運営経費の一部とさせていただきますので、是

非御協力をよろしく御願いいたします。 

 

１ 申込、データ入稿期限：平成28年 5月31日（火） 

２ 申込方法：添付の申込書（様式２）にて御申し込みいただき、御振込みは下記銀行  

       口座を御利用下さいますよう御願いいたします。 

       ※現金でのお申し込みをご希望される場合は、担当までご連絡ください。 

３ 申込先：実行委員会事務局（糸魚川市ジオパーク推進室内）担当：山本、井伊 

  〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮１－２－５糸魚川市役所内 

  Tel: 025-552-1511  Fax: 025-552-7372 

  E-mailアドレス：geo-forum@city.itoigawa.niigata.jp 

４ 振込先：新潟県労働金庫糸魚川支店 普通預金 5701276 

      ジオパーク新潟国際フォーラム実行委員会実行委員長 米田 徹 

５ 広告原稿：電子メディア・完全デジタルデータ入稿 

       （原稿は原則として返却致しません） 

       詳細は上記申込先の担当にお問合せ下さい。 

６ 協賛で得られる特典 

（１）協賛金額に応じ、別表に記載してある特典が受けられます。  

   なお、広告等の掲載について、主催者の判断により表示の位置、順序を調整させ  

      ていただきます。  

（２）協賛で得られる特典の効力は、申込みが受理された日から発生し、大会日をもっ 

      て消滅するものとします。  

７ 法人協賛金等の損金算入 

  協賛金等の税法上の取り扱いについては、協賛金を支出した日の属する事業年度又 

    は年分の損金の額は、必要経費に算入となります。 

８ その他  

（１）本大会がやむを得ない事情により中止となった場合、既に受領した協賛金等は返 

   還をいたしません。  

（２）協賛に関して疑義が生じた場合は、互いに協議のうえ、誠意をもって解決にあた 

   ります。  
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協賛額30万円  １社 
（特別協賛） 

①大会プログラム広告掲載 （A4、カラー、表2 １頁）   

②会場バックパネルに広告貼付   

③会場入口タイトルサインに広告貼付 

④大会ホームページにバナー掲載 

⑤ポスター、チラシに社名掲載 

協賛額20万円  １社 

①大会プログラム広告掲載 （A4、カラー、表3 １頁）  

②会場バックパネルに広告貼付  

③会場入口タイトルサインに広告貼付 

④大会ホームページにバナー掲載 

協賛額15万円  １社 

①大会プログラム広告掲載 （A4、カラー、後付 １頁）  

②会場バックパネルに広告貼付  

③会場入口タイトルサインに広告貼付 

④大会ホームページにバナー掲載 

協賛額10万円  ２社 
①大会プログラム広告掲載 （A4、カラー、後付 1/2頁）  

②大会ホームページにバナー掲載 

協賛額 ５万円    ８社 ①大会プログラム広告掲載 （A4、カラー、後付 1/8頁）  

■別表（協賛特典一覧） 


