
袖ケ浦市市制施行30周年記念事業一覧（予定） 　【開催月順】 令和3年4月23日時点

※イベントの開催時期等については、新型コロナウイルス感染症の状況、ワクチン接種のスケジュール等により変更となる場合があります。

（ア）市主催の記念式典

Ｎｏ 事業名 事業内容
実施予定

時期

1 記念式典 市政への功労者を表彰する記念式典 11月23日（祝）

（イ）市（実行委員会）主催の企画事業

Ｎｏ 事業名 事業内容
実施予定

時期

1
未来のまちデザインプロジェ
クト

子どもたちとイラストレーターによる未来のまちデザインプロジェク
ト。ワークショップやフィールドワークを行い市の魅力を発見し、未来
のまちをデザインする。

通年

2 30周年記念メインイベント
市制施行30周年記念事業市民実行委員会主催によるメインイベン
ト。従来の市民夏まつりの内容を盛り込み東京ドイツ村で開催予定。

10月23日（土）
※荒天の場合は10月24
日（日）

3
市制施行記念タイムカプセ
ル開封式

平成4年3月に市庁舎前に埋設したタイムカプセルを、30年ぶりに開
封する。

3月

（ウ）市主催の冠事業

Ｎｏ 事業名 事業内容
実施予定

時期

1
企画展「袖ケ浦の美術 中島
敏明展－画業50年の軌跡
「elegyと慈愛」－」

本市に在住し、長年本市の文化芸術活動に寄与していただいている
中島敏明氏の作品を一挙に紹介する。

令和3年3月23日～4月
18日

2
中央図書館ラウンジ資料展
示

中央図書館１階の展示コーナーでの関連展示の実施
4月1日（木）～5月27日
（木）

3
こどもの読書週間記念行事
スタンプラリー

市内図書館・公民館図書室で台紙を配布し実施。期間中に児童書
を返却した子どもに対し、館内で配布した台紙に返却冊数分のスタ
ンプを押し、その数に応じてプレゼントを渡す。

台紙配布期間：4/3（土）
～5/16（日）
スタンプ押印期間：4/17
（土）～5/16（日）

4 こども宇宙プロジェクト
市制施行30周年記念として市立幼稚園・小中学校で集合写真や航
空写真を撮影。撮影した写真で作成したモザイクアートを国際宇宙
ステーションに打ち上げる。

通年

5 ミュージアム・フェスティバル
多くの市民に博物館を知ってもらい、身近で気軽な学習の場であり、
また交流の場であることをＰＲするとともに、地域文化の向上を目指
した催しを行う。

6月

6 スポーツ・レクリエーション祭
市民を対象に、グラウンドゴルフ大会とソフトバレーボール大会を実
施。

6月

7 インディアカ大会 市民を対象に、インディアカ大会を実施。 6月

8 市民三学大学講座 年2回程度著名人による講演会等を実施
7月3日（土）
2月12日（土）

9 ファミリー劇場
　大ホールを会場として、劇団や楽団による公演を行い、未就学児を
持つ親子でも、身近に本格的な芸術を楽しめる場を提供する。

7月～8月予定（夏休み
期間）

10 景観まちづくり賞 市内5地区から未来に残したい景観スポットを選出する事業 8月～1月

11 袖ケ浦の郷土芸能
袖ケ浦市民俗芸能連絡協議会共催。加盟団体を中心とした市内民
俗芸能団体の発表

9月

12
市内小中学校科学工夫論文
作品展

小・中学校科学工夫論文審査会の優秀作品を展示 9月

13
調べる学習コンクール作品
展

市調べる学習コンクール審査会の優秀作品を展示 10月

14
特別展「かつて見た袖ケ浦
の海」

袖ケ浦市周辺の「海」をテーマとした内容の特別展示 10月～12月

15 市民会館まつり 市民会館利用者による作品の展示、催し物の開催 11月6日（土）、7日（日）

16 根形公民館まつり 各種催し物、サークル発表会、サークル・講座作品展示 11月6日（土）、7日（日）

17
平岡公民館文化・スポーツま
つり

平岡公民館利用者等による作品の展示、催し物の開催等 11月6日（土）、7日（日）

18 平川公民館まつり 各種催し物、サークル発表会、サークル・一般作品展示
11月13日（土）、14日
（日）

19 長浦公民館まつり 各種催し物、サークル発表会、サークル・講座作品展示
11月13日（土）、14日
（日）

20 市内小中学校音楽発表会 各小・中学校の合唱や中学校音楽部の演奏を発表 11月

21
人権・男女共同参画フォーラ
ム（仮）

人権、男女共同参画の意識啓発イベント 12月19日（日）

22 市内小中学校造形作品展 小・中学校造形審査会の優秀作品を展示 12月



23 芸能文化まつり 文化協会加入団体による芸能発表会 1月23日（日）

24
企画展Ⅲ「アクアラインとなる
ほど館の軌跡（仮）」

アクアライン開通と共に変化した袖ケ浦のこれまでとアクアラインな
るほど館の功績を振り返る展示

1月～3月

25 生涯学習推進大会 生涯学習奨励賞授与、社会教育功労感謝状贈呈、実践発表を実施 2月12日（土）

26
NHKおかあさんといっしょ宅
配便「ガラピコぷ～」小劇場

NHKおかあさんといっしょ「ガラピコぷ～」によるキャラクターショー。
※NHK千葉放送局との共催、テレビ放送はなし

2月19日（土）

27
ウォーキングフェスタ2022ｉｎ
袖ケ浦

市内外問わず参加者を募集し、自然豊かな散策コースを歩く。 3月

28 根形公民館サークル作品展 公民館サークル等の作品展示 3月中旬

（エ）市民等主催の市民提案事業（協働事業）

Ｎｏ 事業名 事業内容
実施予定

時期
主催者

1
美しい自然と、笑顔あふれる
プロジェクト

農村公園ひらおかの里を中心に、環境や農業に関連したイベント
「みんなの里まつり」を定期的に開催。

通年
SODEGAURA’s　結びと
守りの会

2
ファミリー人形劇「はこ
BOXES～じいちゃんのオル
ゴール」

ろう者と聴者で創る人形劇団「デフ・パペットシアター」の人形とマイ
ムによる新しい人形劇公演。

12月12日（日）
NPO法人子どもるーぷ
袖ケ浦

3
ガウラkid’s　～袖ケ浦の職
業体験～（仮）

商工会青年部が取り組む地域の事業者による子どもたちの職業体
験イベント。※メインイベントと同時開催予定

10月23日（土）
※荒天の場合は10月24
日（日）

袖ケ浦市商工会青年部

（オ）市民等主催の冠事業の案　※今後の申請により正式に決定

Ｎｏ 事業名 事業内容
実施予定

時期
主催者

1 まちとSDGｓ
今よりさらにいいまちにするために自分に出来ることを考え、主に環
境問題に取り組む。

通年
ガールスカウト千葉県
第87団育成会

2 袖ケ浦写友会第6回写真展
袖ケ浦写友会会員による、袖ケ浦市内、近隣市、県外等で撮影した
風景写真の展示

5月2日（日）～5月15日
（土）

袖ケ浦写友会

3 市民「クッブ」大会
小学生以上の市民を対象に行う、スウェーデン生まれのスポーツの
講習会・大会。

5月15日（土）or
10月以降

袖ケ浦市レクリエーショ
ン協会

4 ボーイスカウト体験イベント 主に市内の小学生を対象に体験集会を開催する。 5月
ボーイスカウト袖ケ浦第
1団育成会

5
ちびっ子「プラズマカーレー
ス」大会

小学3年生以下を対象に行うプラズマカーレース。
6月6日（日）or
10月以降

袖ケ浦市レクリエーショ
ン協会

6
市民「インドア・ローンボウル
ズ」大会

小学生以上を対象に行うカーリングに似たゲームの講習会・大会。
6月12日（土）、
10月16日（土）

袖ケ浦市レクリエーショ
ン協会

7 子どもるーぷまつり
地域の親子や子育てに関わる団体の交流を目的としたお祭りを開
催

6月27日（日）
NPO法人子どもるーぷ
袖ケ浦

8 青少年健全育成推進大会 青少年育成者感謝状贈呈、実践発表を実施 7月3日（土）
青少年育成袖ケ浦市民会議、青
少年健全育成推進大会実行委
員会

9 子どもスポーツ大会 市内小学生を対象に行うスポーツ大会 8月7日（土）
袖ケ浦市子ども会育成会連絡協
議会、袖ケ浦市青少年相談員連
絡協議会

10 第30回袖ケ浦市民剣道大会
臨海スポーツセンターにて、袖ケ浦市在住・在勤者を対象に、団体
戦・個人戦を実施する。

8月
袖ケ浦市体育協会
剣道専門部

11 房総子どもかるた大会
市内子ども会会員が一同に集い「房総子どもかるた」を使用して競
技を行う

9月26日（日）
袖ケ浦市子ども会育成
会連絡協議会

12
市民「レクリエーション・ダン
ス」まつり

市民を対象に行うダンスまつり。 10月21日（木）
袖ケ浦市レクリエーショ
ン協会

13 地域福祉フェスタ
市内の社会福祉向上に功労のあった方々への表彰や、保育園児に
よる演奏、小学校児童による合唱発表会

10月
地域福祉フェスタ実行委員会、
袖ケ浦市社会福祉協議会

14 サッカー交流会
小中学校に対してのサッカースクール。中高生との交流試合。観光
協会とコラボして出店（コロナの状況次第で）。

10月～11月
袖ケ浦市体育協会サッ
カー専門部

15 袖ケ浦美術展
袖ケ浦市及び近隣市にゆかりのある美術作品を鑑賞する機会を提
供する。

11月中旬～下旬
袖ケ浦美術展実行委員
会

16
市民芸術劇場「にんげん日
記」

市民に優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供する。 11月21日（日） 袖ケ浦市文化協会

17
ひらおかの里農村公園
収穫祭

餅投げ、そば打ち体験などの催し物の他、田んぼの学校生が作成し
た、案山子の人気投票、表彰式等

11月
袖ケ浦市農村公園管理
組合

18 ガウラフェスタ 農業、商業、工業、観光業の連携によるイベント。 11月 袖ケ浦市商工会

19 市民弓道大会 市内在住・在勤者を対象に大会を実施する。 11月
袖ケ浦市体育協会
弓道専門部

20
第24回袖ケ浦市TBG交流大
会

レクリエーションスポーツとしての普及と振興を図る。 11月
袖ケ浦市ターゲットバー
ドゴルフ協会

21
農畜産物直売所
「ゆりの里」年末感謝祭

生産者などによる市内農畜産物のＰＲ販売等 12月18日（土）
指定管理者
JAきみつ

22 新春マラソン 小学生以上を対象に行うマラソン大会 1月8日（土） 袖ケ浦市体育協会

23 ふれあいフェスティバル 市内小中学生を対象にウォーク＆トライを行う 2月20日（日）
袖ケ浦市青少年相談員
連絡協議会


