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「あいらぶ、昭和町。」会員のご案内 
 

――昭和町を応援、このまちのファンのつどいの始まりです―― 
 

  



 

昭和って ――時代もまちも、一緒に見つけてみませんか―― 

「どっぷり、昭和町。」に、まちのファンとして参加しませんか？ 

地元のチカラで「あべの昭和町」を思い思いに楽しむ「どっぷり、昭和町。」を今年も 4 月 29
日、昭和の日に開催します。地域のさまざまな力を集めながら、何十何百通りの楽しみ方で阿倍
野・昭和町を盛り上げていく地域イベントとして、これからも取り組んでいきます。 

そんな中、ほんのちょっとみなさまの力をお借りして、新たな一歩を踏み出そうと思います。
大好きなこのまちのファンクラブづくりです。店舗、企業、団体、個人が、ファンのようにつな
がりながら楽しみ盛り上げていければという思いから、昭和町ファンクラブを立ち上げます。そ
の名も「あいらぶ、昭和町。」。これまで協賛でご協力いただいていた形をバージョンアップさせ、
「どっぷり、昭和町。」をはじめ、阿倍野・昭和町を一緒に応援するファン＝会員を募集します。
応援の気持ち、ファンの気持ちを、このまちの会員になって紡いでみませんか？ 

どっぷり昭和町実行委員会からファンクラブへ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

「どっぷり、昭和町。」って？ 
 「どっぷり、昭和町。」は、地元のチカラで阿倍野・昭和町を十人十色の楽しみ方をたがやし広げていければと

取り組み 13 回目。4 月 29 日（昭和の日）に、お店も、食も、音楽も、遊びも、暮らしも、文化も、歴史も、こ

のまちのいとなみを思いっきり触れる地域イベントです。 

 

日時：2018 年 4 月 29 日（日・祝） 
場所：阿倍野区昭和町界隈 
内容：桃ヶ池では地元ミュージシャンのライブが繰り広げられ、長屋ではご近所のお店やライブで盛り上げ、商

店まちでは昭和なパフォーマンスや遊びがぎっしり。公園は昭和の遊びがあれこれ集まり、他にもいろい

ろ、まちじゅうを巡って楽しむ企画を集めていきます！ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

「あいらぶ、昭和町。会員」を募集！ 
「どっぷり、昭和町。」で出店・出演、「すいむすむ」で発信、店舗オリジナル企画も募集！ 

それぞれができることから参加する地域イベントが「どっぷり、昭和町。」です。その入口にファンクラブ「あ

いらぶ、昭和町。」をつくりました。会員になって、このまちを応援してみませんか。会費は、「どっぷり、昭和

町。」の運営や、ご近所フリーマガジン「すいむすむ」や SNS での情報発信、「どっぷり、昭和町。」以外でもイ

ベントや取り組み、アイデアを結んで編んでいくお手伝いなど、このまちを応援に活用していきます。 

まずは「どっぷり、昭和町。」で！ ボランティアや、出店、出演、お店での企画なども募集します。さまざま

な関わり方でのご参加をお待ちしています。詳細は、お気軽にお問い合わせください。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
お問合せ：どっぷり昭和町実行委員会事務局 担当：四井恵介（よつい）・平川隆啓（ひらかわ） 
〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和町 2-19-28 青葉グランドビル 402（地域・研究アシスト事務所内） 

TEL 06-6624-1127 FAX 06-6624-0027 MAIL info@showacho.jp http://showacho.jp/ 
※メール・WEB よりお問い合わせください。お電話の場合、一旦ご用件をお受けし、折り返しいたします。 



 

“まちのファン＝会員になって、まちを応援しませんか？” 

まちのファンクラブ「あいらぶ、昭和町。」 
「どっぷり、昭和町。」への参加をきっかけに、阿倍野・昭和町を盛り上げながら応援しま

せんか？ このまちでお店を営むのも、会社で働くのも、暮らすのも、遊ぶのも、まちが元
気だから続けられること、ありますよね。今の姿が当たり前すぎて、放っておくと、まちは
いつの間にか変わってしまいます。なので、手塩に掛けて、いい塩梅を維持できれば。 

では、どうやって？ 地域活動やイベントのような取り組みも一つ。情報発信なんかもい
ろんな動きを生み出す原動力になりますよね。最近はやりのクラウドファンディングやふる
さと納税のようなお金も応援の一粒に。ひと、こと、もの、お金を集めてシェアできれば、
応援も形にしやすくなります。 

その仕組みづくりがまちのファンクラブ「あいらぶ、昭和町。」です！ まずは「どっぷり、
昭和町。」から。出店や出演、お店での企画などで参加できます。情報発信もフリーマガジン
「すいむすむ」や SNS でさまざまな人の手に届けることができます。ファンドはファンクラ
ブの会費で集めることができます。この「できる」は、自分たちが動くことから始まります。
自分たちの取り組みとして、自分たちが参加する応援の形を探してみませんか。 

大好きな自分のまちにワクワク顔があふれる、そんな「あいらぶ、昭和町。」会員の輪を広
げていきます。 

 

選べるまちの応援 

応援その１--------------------------------------------------------------------------------------- 

 「どっぷり、昭和町。」に出店！ 桃ヶ池公園でイベントを盛り上げる 

応援その２--------------------------------------------------------------------------------------- 

 「どっぷり、昭和町。」に出演！ ライブやパフォーマンスで盛り上げる 

応援その３--------------------------------------------------------------------------------------- 

 「すいむすむ」にお店を発信！ このまちのさまざまなお店や取り組みを紹介 

応援その４--------------------------------------------------------------------------------------- 

 企画やアイデアで応援！ お店でイベント、まちを盛り上げる取り組みをサポート 

応援その５--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ファンがファンを応援！ お店を舞台にいろんな企画を、「どっぷり、昭和町。」以降も
展開！ 

 



 

「あいらぶ、昭和町。」会員になると？ 

 あいらぶ、昭和町。会員は、まちを応援するファンクラブです。このまちのお店に、暮ら
す人に、働く人、学びに来ている人も、みんなが対象です。会員の種類も、店舗／個人／企
業・賛助／団体の 4 種類を用意しました。 
 

会員 
種類 

まちを応援、 
その内容は？ 

会費・会員 プラスで応援！ 申込方法 

店舗 
会員 

・情報発信 
・イベント参加 

5,000- 1 口以上 

昭和町駅、文の
里駅周辺のお店 

・すいむすむにインデック
ス・マップ掲載（free） 

・どっぷり昭和町出店（物
販 2,000、飲食 4,000） 

・すいむすむ記事紹介
（20,000 円～） 

・申込書に記入、どっぷ
り昭和町事務局に提出 

・どっぷり昭和町ホーム
ページより、フォーム
に入力 

個人 
会員 

・お店めぐり 
・イベント参加 
・スタッフ、ボラ

ンティア参加 

2,000- 1 口以上 

阿倍野区、及び
その周辺の住民 

・クーポン缶バッチ（free） 
・その他、どっぷり昭和町

や、いつもの昭和町で遊

べる何かを準備中 

・事務局、及び店舗会員
のお店（一部）で申込
みできるよう準備中 

企業 
・ 

賛助 
会員 

・イベント参加 
・スタッフ、ボラ

ンティア参加 
・情報発信 

10,000-1 口以上 
阿倍野区の企
業、及び昭和町
を応援する店
舗・企業 

・すいむすむにインデック
ス・マップ掲載（free） 

・クーポン缶バッチ（free・
5 個） 

・申込書に記入、どっぷ
り昭和町事務局に提出 

・どっぷり昭和町ホーム
ページより、フォーム
に入力 

団体 
会員 

・情報発信 
・イベント参加 

阿倍野区内で活
動する各種団
体。規模、内容
により応相談 

・すいむすむ記事ページ 
・すいむすむロゴ・マップ

掲載（free） 

・どっぷり昭和町実行委
員会事務局「あいらぶ、
昭和町。会員担当」ま
で、お問い合せくださ
い 

 
 参加の入口はいろいろ、「どっぷり、昭和町。」に出店、「すいむすむ」に記事掲載、お店で
イベント企画などあります。 
 
  出店申込  2/25〆 

桃ヶ池公園で出店でき

ます 

会員申込                   2/25〆 
このまちのファンになって、「どっぷり、昭和町。」や、いろんな取り組みに参加しませんか？ 

記事掲載申込 2/25〆 
すいむすむに記事を掲載

します 

Ｚｚｚｚｚ
ｚｚｚｚｚ

ｚｚ 

他にも、いろいろ     

出演、スタッフ・ボランティア、

お店企画などなど 

申 込 の 順 序 は ど ち ら か ら で も OK で す  

会 員 登 録 と セ ッ ト で ご 参 加 く だ さ い  



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

応援その１ 

 「どっぷり、昭和町。」に出店！ 桃ヶ池公園でイベントを盛り上げる 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 会員になることで、「どっぷり、昭和町。」にご出店いただけます。出店は、桃ヶ池の中央、
ライブで盛り上がるグランドをぐるり囲むように目一杯に使って、地元のお店を中心にブー
スが並びます。 
 多くの人が集まるこの場所で、出店してみませんか？ まちにはまだまだ知らないお店も、
最近気になるお店も、二代三代と続くお店も、できたてほやほやのお店もあります。まちが
そのように様々なお店を受け入れながら育ち続けるように、ここ桃ヶ池でも「いろいろあっ
てちょうどいい」を目指して、地域のさまざまなお店に出店いただく場にしていきます。 
 

 

会場：桃ヶ池公園（中央） ※屋外のため、荒天・雨天の場合は原則、中止となります 

出店申込〆切：2018 年 2 月 25 日（日） 

詳細は別紙のどっぷり昭和町出店要項、どっぷり昭和町ホームページ等をご覧ください。 
 

  
※寺西家長屋前での出店、桃ヶ池公園南エリアでの出店、阪南中公園でのブース参加、及び、その他企画での招

待店舗は、この扱いに限りません。  

金額 会員 備考 

飲食 4,000 
飲食の提供は、実行委員会から臨時出店届を保健所へ申請しま

す。出店要項等で、必要な条件をご確認ください。 

物販・体験 2,000 
飲食を伴わない販売、体験等のワークショップ、展示などの企画

など、様々な形でご出店いただけます。 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

応援その２ 

 「どっぷり、昭和町。」に出演！ ライブやパフォーマンスで盛り上げる 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 お店としての参加はもちろんですが、出演という方法もあります。なんだか勝手口からの、
B 面っぽい参加の方法です。このまちのお店に入ると、ギターを手にする人、木箱でリズム
を刻む人、ほろ酔い気分で歌う人、そんな音楽にダンスする人など、セッションがはじまる
こともしばしば。灯りのあるところから音楽が流れ出すのは、一つの風景かもしれません。
お店の人も、お客さんも、音楽好きながつながる阿倍野・昭和町スタイルで、ライブしてみ
ませんか？ 会場は調整しながらですが、ぜひ出演も！ 
 
参加方法：まずは、ご連絡ください。実行委員会と一緒に会場等を調整いたします。 
※会場、機材の確保等で、必ずしも出演できるものではありません。 

  

  



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

応援その３ 

 「すいむすむ」にお店を発信！ このまちのさまざまなお店や取り組みを紹介 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 フリーマガジン「すいむすむ」（予定：1 万部）に、マップ、インデックス、記事広告を掲
載します。昭和町を泳ぐように巡るヒントを集めたご近所フリーマガジンをコンセプトに、
地元のお店や企業、取り組みを紹介していきます。金額に応じてオリジナルの取材記事を作
成したり、それぞれのお店のロゴや情報、ひと言コメントを載せたり、ひと工夫を加えなが
ら、大切に手にしてもらえるフリーマガジンとして発信していきます！ 
 
店舗会員／企業・賛助会員／団体会員が対象です！ 

サイズはレイアウトにより若干異なる場合がございます。ご了承ください。 

 

A マップ 

 阿倍野区・昭和町周辺のマップにお店の場所を掲載します。また、お店の情報をたどりやすい
ように、「B インデックス」と連動させます。店舗会員が対象となります。 

 
※実際のサイズは異なります。 

金額 A マップ B インデックス C 記事広告 

100,000 ◯ 
ロゴ、店舗情報、 

ひと言コメント等 
約 140mm×200mm のオリジナル取材記事、

もしくは、同サイズの貴店広告 

50,000 ◯ 
ロゴ、店舗情報、 

ひと言コメント等 
約 140mm×100mm のオリジナル取材記事、

もしくは、同サイズの貴店広告 

30,000 ◯ 
ロゴ、店舗情報、 

ひと言コメント等 
約 70mm×100mm のオリジナル取材記事、

もしくは、同サイズの貴店広告 

20,000 ◯ 
ロゴ、店舗情報、 

ひと言コメント等 
約 70mm×50mm の貴店広告 

0    △ ※ 
ロゴ、店舗情報、 

ひと言コメント等 

※全ての店舗会員／企業会員のロゴをインデ

ックスに、店舗会員についてはマップにも 



 

B インデックス 

 カテゴリー（業種）別に整理し、マップと連動する形で掲載いたします。 
 １）店舗・企業のロゴ・屋号（イメージ画像） 
 ２）住所・電話番号の連絡先（テキスト） 
 ３）ひと言メッセージ（20 文字までのテキスト） 
 
＜掲載イメージ＞  

 
※実際のサイズは異なります。 

 

C 記事広告 

 記事として、お店を紹介します。「オリジナル取材記事」の場合は、阿倍野・昭和町が大好きな
ファンが取材に伺い、お店や企業の魅力をたっぷり伝える記事を作成し、このまちの魅力と共に
発信していきます。「貴店広告」の場合は、ご自身で制作いただいた広告を掲載します。 
 
＜掲載イメージ＞ 

 
※実際のサイズは異なります。また金額に応じてサイズは変化します。 

 

フリーマガジンでは、上記 A、B、C の他、このまちを紹介する特集を組み、このまちのファン
になってもらうキッカケになるよう、その魅力を発信していきます。  



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

応援その４ 

 企画やアイデアで応援！ お店でイベント、まちを盛り上げる取り組みをサポート 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 「どっぷり、昭和町。」の会場は、公園だけじゃありません。学校も、商店まちも、お寺も
教会も、そして一つひとつのお店もまちのステージになります。ぜひ、お店の企画として参
加してみませんか？ 昼下がりに軒先でコンサート、昭和町のお店同士でコラボしたオリジ
ナルメニューでおもてなし、お店の一角でワークショップなど、やってみたい企画を練って、
その情報をどしどしお寄せください。web などで紹介していきたいと思います。 
※情報は、どっぷり昭和町実行委員会事務局まで、メール、問合せフォーム等で、お気軽にご連絡ください 

※スペースにより、掲載できない場合があります 

 

 

  
  



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

応援その５ 

 ファンがファンを応援！ お店を舞台にいろんな企画を、「どっぷり、昭和町。」以降も
展開！ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 「あいらぶ、昭和町。」は、どっぷり、昭和町。だけで終わりません。ファンクラブとして、
店舗、個人、企業、団体が、それぞれ参加できるチャンスを日々つくっていきます。例えば、
毎月 29 日にじわじわと開催している「あいらぶ、昭和町。」（同じタイトルです！）。こちら
は、お店のファン、音楽のファン、昭和町のファンをつなげる企画で、このまちのいろんな
お店で地元バンドも加わり、音楽もお店もライブで楽しむイベントとして開催しています。
ファンがファンのお店を巡り、もっとファンになる。そんな流れをこれからも起こしていき
ます。お店での企画、お店同士・まちでの展開も、ぜひぜひ提案・情報をお寄せください。 
※情報は、どっぷり昭和町実行委員会事務局まで、メール、問合せフォーム等で、お気軽にご連絡ください 

 

 

   



 

お申込み方法 
 どっぷり昭和町ホームページより、 ［まちのファンクラブ「あいらぶ、昭和町。」会員 申
込フォーム］にご入力ください。インターネットがご利用になれない場合は、申込書にご記
入したものをどっぷり昭和町スタッフへ手渡し、もしくは事務局まで持参、FAX 等でお申し
込みください。ご登録完了の通知をもって、会員として登録いたします。詳細につきまして
は、訪問させていただくスタッフ、もしくは事務局までお気軽にお問い合わせください。 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ご用意いただくもの 
   １）店舗の基本情報（申込フォーム、もしくは申込書） 
   ２）すいむすむに掲載するお店の情報（ロゴ・屋号（イメージ画像）のデータ） 
   ３）すいむすむに掲載する地図上の位置（住所、及び前回のすいむすむをご確認ください） 
      ※マップの範囲内に限り掲載いたします（店舗会員のみ） 
   ４）その他、応援の形（出店、イベント参加等）により、ご準備いただく場合があります 
 

お支払い方法 
 下記、振込先までお振り込みください。現金の場合は、スタッフにお申し付けください。 

また、請求書などが必要な場合は、必ず申込時にチェックを入れるよう、お願いいたしま
す。※見積書が必要な方も、遠慮なくご連絡ください。 
 

 
 ［振 込 先］大阪シティ信用金庫 阿倍野支店 
 ［口座番号］普通預金 8102541 
 ［口 座 名］どっぷり昭和町  会長 寺西興一 
 

 

第 1 期 会員募集 

申込〆切：2018 年 2 月 25 日（日） 
上記日程までに、申込書、もしくは web 申込フォームにてご登録ください。会費の振り込

み、その他必要なデータ等の提出につきましては、スタッフの説明時、もしくは登録完了通
知とともにご案内いたします。ご協力のほど、よろしくお願いいたします！ 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問合せ：どっぷり昭和町実行委員会事務局（担当：四井恵介
よ つ い  け い す け

・平川隆啓
ひらかわ たかあき

）   
〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和町 2-19-28 青葉グランドビル 402 
（地域・研究アシスト事務所内） 
TEL 06-6624-1127   FAX 06-6624-0027 
MAIL info@showacho.jp   http://showacho.jp/ 


