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Japan Habba

2019 年 12 月 5 日

バンガロール日本人会 会員各位

バンガロール日本人会

会長 長尾 雅詞

日印文化交流事業第 16 回 ジャパン・ ハッバ（日本祭り）に対する協賛（寄付）のお願い

拝啓、会員の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、既にご案内（11 月 9 日付日本人会メール）の通り、当地で毎年恒例となっております

日印文化交流事業 ジャパン・ハッバ（日本祭り）が 2020 年 2 月 9 日（日）にジャパン・ハッバ・トラ

ストの主催、在ベンガルール総領事館・国際交流基金・バンガロール日本人会・バンガロール日

本商工会・さくら会・カルナタカ印日商工会議所他のご協力を得て、下記の通り開催されますので、

皆様のご支援を賜りたく、何卒ごお願い申し上げます。

記

1. 開催日時： 2020 年 2 月 9 日（日）９：００～１７：００

2. 開催場所：インド科学大学院大学（Indian Institute of Science, IISC）内 JN タタ講堂(JN

Tata Auditorium)

3. テーマ：水墨画~穂先のきらめき~

4. スペシャルゲスト：水墨画家・現代美術家 土屋秋恆（つちや しゅうこう）氏

5. ジャパン・テクノフェア（日系企業による技術紹介）・就職フェアも、前日 2月 8日（土）に、

同じ IISC で開催されます。

ジャパン・ハッバは、毎年継続的に実施されている日印文化交流事業の成功例として広く知られ

るようになりました。

これも偏に皆様の絶大なご協力の賜物と厚く感謝申し上げます。

当イベントには日本人会としても例年支援を行っており、共催団体からの資金協力もござい

ますが、開催諸経費はそれだけでは賄えないのが実情です。
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会員各位におかれましては、当イベントの開催に向けた協賛金の拠出を是非ともご検討賜りたく、

何卒宜しくお願い致します。

協賛頂きました企業・団体には、イベント会場やパンフレットへの PR枠が提供されます。

昨年の当イベントでは 6,000 名を超える来場者がございました。来年開催時にも前回以上の来

場者を見込んでおります。

来場者の多くは日本に関心を持つインド人となります為 企業・団体 PR の場としてのご活用も

是非ご検討下さいますようお願い致します。

加えまして、スポンサー企業様のステージ出演も募集しておりますので、是非ご応募の検討をお

願い致します。

スポンサーシップ区分による PR 枠の内容およびジャパンハッバ・プログラム実施案は、次頁以

降をご参照下さい。また、協賛のお申し込みは下記の URL よりお願いします。

日本語: https://japanhabba.org/sponsor_application/index_jp.html

英語: https://japanhabba.org/sponsor_application/index.html

〔協賛お申し込みの締切：２０１９年１２月２８日(金)、ただし、ブース出展を希望される場合は１２月

１５日（日）となっておりますので、ご注意下さい〕

尚、ジャパン・ハッバ・トラストは、2016年 12月 8日付けで税務当局より直接税法第80 G条に基

づき慈善団体に認定され、第 12A 条の証明書も受領したとのことです。

これにより、同トラストに対する寄付は５０％免税となりますこと併せご案内申し上げます。

上記の内容につきまして、ご不明な点等ございましたら下記宛に直接ご連絡をいただきますよう

お願い致します。

日本人会文化交流担当理事 小江 有紀

Email：oe@japanhabba.org

以 上

https://japanhabba.org/sponsor_application/index.html
https://japanhabba.org/sponsor_application/index_jp.html
https://japanhabba.org/sponsor_application/index.html
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ジャパンハッバ２０２０ 協賛金（スポンサーシップ）の区分とお申し込み方法

 協賛金（スポンサーシップ）の区分

下記表のスポンサーシップ区分から、ご希望の区分をご選択頂き、以下の URL よりお

申し込みください。 尚、お申込みの締切は 2019 年 12 月 28 日(土)となっております。

但し、ブース出展される場合に限り2019年12月15(日)迄にご入力をお願い

致します。

日本語: https://japanhabba.org/sponsor_application/index_jp.html

英語: https://japanhabba.org/sponsor_application/index.html

協賛頂きました企業・団体・個人の皆様には、協賛企業・団体・個人名を会場に掲示し、

また協賛金額に応じて、以下の通り、各種広告スペースをご用意させていただきます。

(※１)

スポンサーシップ区分 協賛金 選択できる広告、特典

ジェネラル

スポンサー

① Rs. 50,000 動画広告（※２） 記念冊子 A4 カラー広告 就職フェア参加

ブース出展

② Rs. 30,000 記念冊子 A4 カラー広告 就職フェア参加 ブース出展

③ Rs. 20,000 記念冊子 A5 カラー広告 ブース出展

④ Rs. 20,000 記念冊子 A4 モノクロ広告 ブース出展

⑤ Rs 20,000 就職フェアブース参加およびプレゼンテーション

⑥ Rs 15000 就職フェアブース出展参加

⑦ Rs. 10,000 記念冊子 A5 モノクロ広告

ギャラリー

スポンサー

（※３）

⑧ Rs. 20,000 浴衣体験撮影用バックボードへの社名掲示

記念冊子 A5 モノクロ広告

⑨ Rs. 20,000 生花展示コーナーでの社名掲示 記念冊子 A5 モノクロ広告

⑩ Rs. 20,000 古本市掲示板での社名掲示 記念冊子 A5 モノクロ広告

⑪ Rs. 20,000 書道体験コーナー及び使用半紙 300 枚に社名掲示

記念冊子 A5 モノクロ広告

⑫ Rs. 20,000 伝統玩具体験コーナーでの社名掲示 記念冊子 A5 モノクロ広告

⑬ Rs. 20,000 顔出し看板 記念冊子 A5 モノクロ広告

物品協賛 ⑭ - ジャパンハッバ当日の各種賞品として記念品、試供品、食事券等

をお申し受け致します。

https://japanhabba.org/sponsor_application/index_jp.html
https://japanhabba.org/sponsor_application/index.html
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※１: 匿名をご希望の方はその旨お申し出ください。

※２: ご提供頂いた動画コンテンツを会場内設置のモニターにて終日、またメインステージ後方ス
クリーンにてパフォーマンスの幕間に上映致します。（動画素材は30秒程度でお願い致します。）
※３: ギャラリースポンサーは、ギャラリー毎に１スポンサーですので、申込先着順とさせていた
だきます。

 協賛金お支払先

銀行送金(Bank Transfer) ※４、※５

a. 銀行名： KARNATAKA BANK, Malleshwaram Branch

b. 口座名： THE JAPAN HABBA TRUST

c. A/C No.： 0552000100078501, Current Account,

d. IFSC Code： KARB0000055

e. PAN No.： AACTT6033G

小切手（Cheque）

a. 小切手振出先(Payee)： The Japan Habba Trust

b. 送付先（Postal Address）：

Ms. Sneha Nadkarni

Sakuraa Nihongo Resource Centre,

2nd floor, No.1, 18th Cross Rd, Malleshwaram, Bengaluru, Karnataka 560055

Mobile: 99000 52603

※４： お支払いが完了されましたら、お手数ですが、送金銀行が発行する Payment

Reference (送金情報コード) を japanhabba.finance@gmail.com 宛に、ご一報下さいます

よう、何卒よろしくお願い致します。

※５： 協賛金はご寄付扱いですので、TDS を差引かないようにお願いします。

 お問合せ先

ジャパン・ハッバ実行委員（協賛担当） 小江有紀

Email：sponsorship@japanhabba.org

mailto:japanhabba.finance@gmail.com
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ジャパンハッバ 2020 実施案

1. イベント日程

日時：2020年 2月 8日（土）09:00 ～16:00 日本テクノ・フェア、就職フェア

2月 9日（日）09:00 ～17:30 ジャパン・ハッバ本祭

場所：Indian Institute of Science : J N Tata Auditorium （地図末尾に表示）

― 同上 － : ECE Dept. (日本テクノ・フェア、就職フェア)
テーマ： 水墨画~穂先のきらめき~

主催・後援・協力

主催：ジャパン・ハッバ・トラスト

後援・協力：在ベンガルール総領事館、国際交流基金、バンガロール日本人会、

バンガロール日本商工会、さくら会、カルナタカ印日商工会議所

2. 目的

1 日本文化紹介 ②日本、南インドの友好促進 ③日本語学習意欲の増進

3. 対象および参加者

日本語学習者、日本語教育関係者、在留邦人、日系企業社員、日本文化に興味を持つ一

般の方々

4. 実施イベント（案）

日本テクノ・フェア（日本の先端技術の紹介）、就職フェア

茶道、着付け、習字体験、生け花、日本の玩具、折り紙、古本市、日本クイズ、

日本観光 DVD上映、日本留学フェア

開会式、日本・カンナダの歌、日本語劇、カンナダ語劇、ボリウッド・ダンス、

日本の武術、 盆踊り

日本企業製品、日本関連グッズの展示・販売、日本食・軽食

特別出演： 水墨画家・現代美術家 土屋秋恆（つちや しゅうこう）

5. 事務局：ジャパンハッバ実行委員会

委員長： スリビディア srividhya_01@yahoo.co.in +91-99002 87638
副委員長：小江有紀 oe@japanhabba.org +91-99000 58537

現地案内図：https://goo.gl/maps/BqQNijH7GRJ2

mailto:srividhya_01@yahoo.co.in
mailto:oe@japanhabba.org
https://goo.gl/maps/BqQNijH7GRJ2
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