
 

 

令和４年６月 袖ケ浦市定例記者会見 
 

 

 

 

 

≪発表事項≫ 

1 
～袖ケ浦の祭が生まれ変わる～ 

「そでがうらまつり～アレワイサノサ～」開催 
【商工観光課】 

2 
～ふるさと納税に新たな返礼品～ 

ふるさと納税返礼品に氣志團万博入場券を追加 
【財政課】 

3 
～あなたの知っている袖ケ浦の魅力を教えてください～ 

「袖ケ浦市 動画・写真コンテスト」 

（＃そでむび ＃そでふぉと）開催 

【秘書広報課】 

４ 
～安心・安全、五感で楽しむ新しい旅行のカタチ～ 

「袖ケ浦バーチャル体験旅行」開始 
【商工観光課】 

５ 

コロナに負けない チャレンジの夏！ 

～そでがうら文化・歴史再発見！～ 

第２７回 そでがうらわんぱくクエスト 開催 

【生涯学習課】 

６ 
～子どもの才能の見つけ方、伸ばし方に関する講演～ 

令和４年度袖ケ浦市青少年健全育成推進大会 

及び記念講演（市民三学大学講座）開催 

【生涯学習課】 

７ 
～死亡後の手続の負担を軽減～ 

袖ケ浦市おくやみ窓口を設置 
【市民課】 

日時 令和４年６月３日（金） 

午前１０時から 

場所 市役所 旧館３階大会議室 



 

 

８ 

～そでがうらまつり アレワイサノサの開催を支援～ 

株式会社シミズオクトから袖ケ浦ふるさとまつり 

実行委員会へ「応援募金箱」寄贈 

【商工観光課】 

９ 
～ごみの減量化・資源化のために～ 

株式会社シミズオクトからステージの廃材を再利用した

「ハンガー、雑がみ回収ボックス」寄贈 

【廃棄物対策課】 

※ 新型コロナウイルス感染症対策等により、内容に変更が生じる場合があります。 

情報提供済 

情報提供済 
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今年度、「袖ケ浦市民夏まつり」を大幅にリニューアルし、本市に対する愛

着心の醸成及びにぎわいあふれる地域づくりを掲げ、市内外問わず多くの

方々が集い楽しめる、市の総力を結集したイベントとして「そでがうらまつ

り～アレワイサノサ～」を開催します。  

なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況等の社会情勢により、イベン

トの開催日程や内容が変更となる場合があります。 

 

 ※アレワイサノサとは  

 昭和４８年に作成された袖ケ浦音頭の歌詞中にある掛け声。江戸時代に日

本橋から京都に向かう大名行列が自分たちを鼓舞するために使っていたと

され「袖ケ浦を元気に」という思いが込められています。  

 

１  日時  

令和４年１０月８日（土）  予備日：１０月９日（日）  

 

２  場所（予定）  

  袖ケ浦駅海側地区近隣公園、同公園前通り、袖ケ浦駅北口広場  

 

３  実施内容  

  「踊り」を取り入れた参加型の企画とし、市内外問わず幅広い世代の方が

楽しめ、交流できる内容とし、併せて、市内事業者による出店や市内各団体

によるパフォーマンス等のイベントを開催します。  

  今後、企画・運営に参画する市民等のアイデアを基に、「袖ケ浦ふるさと

まつり応援団」で具体的な内容を構成していきます。  

 

４  実行委員会の設立  

  「そでがうらまつり～アレワイサノサ～」を、本市を代表するイベントと

して確立させていくためには、地域内の連携が必要不可欠であることから、

市民や市内各種団体の皆様が主役となるよう、令和４年５月６日（金）に、市

～袖ケ浦の祭が生まれ変わる～  

「そでがうらまつり～アレワイサノサ～」開催 
１ 
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長や自治連絡協議会会長等、全１４名で構成される「袖ケ浦ふるさとまつり実

行委員会」を設立しました。 

 

 

５  プロジェクトチーム「袖ケ浦ふるさとまつり応援団」の結成  

  これまで以上に楽しく魅力的な、新しい袖ケ浦のまつりを、市民の皆様と

一緒につくり上げ、盛り上げていくため、公募により集まった市民等全２３名

による、イベントの企画・運営を行うプロジェクトチーム「袖ケ浦ふるさと

まつり応援団」を結成しました。  

  今後、市民メンバーの皆様のアイデアや想いをもとに、応援団においてイ

ベントの具体的な企画立案や運営を行います。  

 

６  氣志團による楽曲制作  

  本市内にある袖ケ浦海浜公園で、２０１２年から音楽フェスティバル「氣志團

万博」を実施している氣志團様が、「そでがうらまつり～アレワイサノサ～」

での踊り用に、袖ケ浦市完全オリジナルの楽曲を制作します。  

  氣志團万博１０周年のアニバーサリーイヤーに、地域を盛り上げるため、元

気にするためのコラボ企画として実現したものです。  

  楽曲や踊りの振付の詳細は、今後改めて発表します。  

 

７  問合せ先  

袖ケ浦ふるさとまつり実行委員会事務局  

（環境経済部商工観光課内）  

担当：鈴木、長井  

電話：０４３８（６２）３４６５ 



 

  

袖ケ浦市 

令和４年６月 記者会見資料 Sodegaura City 

 

 

 

 

 

「氣志團万博２０２２‐房総魂‐」が、袖ケ浦海浜公園において、令和４年９月

１７日（土）から９月１９日（月）の３日間の予定で開催されます。 

袖ケ浦市では開催地として、新たにふるさと納税返礼品に氣志團万博１日

入場券を追加しました。この返礼品については、袖ケ浦市のみの取扱いとな

ります。  

また、寄附の受付については、チケットぴあのＷＥＢサイトで行っています。 

  

１  取扱期間  

  令和４年６月１日（水）～８月３１日（水）  

 

２  ふるさと納税返礼品  

寄附額４８,０００円に対し「氣志團万博２０２２‐房総魂‐」１日入場券を１枚 

  ※予定数量  各日１,０００枚 

 

３  ふるさと納税取扱いＷＥＢサイト  

  チケットぴあ  

  ＨP：ｈｔｔｐｓ：//ｗ.ｐｉａ.ｊｐ/ｔ/ｋｉｓｈｉｄａｎｂａｎｐａｋｕ２２‐ｆｎ/ 

 

４  問合せ先  

財政部財政課  担当：吉田  電話：０４３８（６２）２４０４ 

 

～ふるさと納税に新たな返礼品～  

ふるさと納税返礼品に氣志團万博入場券を追加 
２ 

チケットぴあＨＰ  
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応募フォーム  

 

 

 

 

 

市では、まちへの愛着や誇り（シビックプライド）の醸成及び、市外への

認知度向上を目的に、（一社）袖ケ浦市観光協会との共催により、「市の多彩

な魅力」をＰＲする動画・写真を募集し、特に優れたものを表彰する「袖ケ浦

市 動画・写真コンテスト」（愛称：＃そでむび  ＃そでふぉと）を開催しま

す。 

なお、当該コンテストは、市が行ってきた「景観まちづくり賞」及び（一

社）袖ケ浦市観光協会による「観光写真コンクール」を包含した事業として

実施します。  

 

１  募集内容  

（１）テーマ  

 「袖ケ浦市の魅力」  

（２）動画部門 

 ・３分以内の映像作品  

 ・表現方法（実写、ＣＧ、アニメ、スライドショー等）は問いません。  

 ・ファイル形式はＭＰ４またはＭＯＶ 

 ・ＹｏｕＴｕｂｅへのアップロードに適したアスペクト比、解像度等を推奨  

（３）写真部門  

 ・撮影方法は問いません。  

 ・電子データで市役所に提出できるものとします。 

 ・ファイル形式は ＪＰＥＧ形式、ＰＮＧ形式、ＧＩＦ形式、ＴＩＦＦ形式を推奨  

 

２  応募期間  

令和４年６月３日（金）～１０月３１日（月）必着  

 

３  応募方法  

（１）インターネットからの応募  

 ギガファイル便等の大容量データ送信サービスに応募作品を

アップロードし、ダウンロード用のＵＲＬ及び、必要事項を下記サ

～あなたの知っている袖ケ浦の魅力を教えてください～  

「袖ケ浦市 動画・写真コンテスト」 

          （＃そでむび ＃そでふぉと）開催 

３ 

応募フォーム  
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イトへ記入し応募してください。  

   応募フォーム  ｈｔｔｐｓ：//ｌｏｇｏｆｏｒｍ.ｊｐ/ｆｏｒｍ/ｔＳＸａ/１００９２８ 

（２）郵送・持参での応募  

 応募作品をＣＤ又はＤＶＤに保存し、必要事項を記入した応募用紙を添付

のうえ、袖ケ浦市秘書広報課宛に郵送または持参してください。  

 なお、送付いただいたＣＤ等は返却いたしません。  

 

４  表彰部門・賞品  

（１）動画部門  

 ①シティプロモーション賞  １作品  

  市内の多彩な魅力を被写体とした、袖ケ浦市の認知度向上、市への愛情や

誇り（シビックプライド）の醸成に効果のある作品  

 ②観光賞 １作品  

  市内の観光スポットや郷土の風景、伝統行事などの観光資源を被写体とし

た、観光宣伝に効果のある作品  

 ③景観賞 １作品  

  市内の良好な景観形成に寄与している取組みやスポット等を被写体とした、

景観まちづくりに効果のある作品  

 ◎賞品（３賞共通）  

  ゆりの里商品券１０，０００円分、市内特産品５，０００円分  

 

（２）写真部門  

 ①ガウラ賞  １作品  

  他市に誇れる袖ケ浦市の魅力を的確に捉え、広く市内外に発信されること

が望まれる作品  

 ②ソデリー賞  １作品  

  市民目線のリアルに共感できる魅力（観光・グルメなど）を捉え、まちへ

の愛情が感じられる作品 

 ③ウラリー賞  １作品  

  市がこれまでに積み上げてきた魅力（地域のお祭り・眺望風景など）であ

り、次世代に残すべき魅力を捉えた作品  

 ◎賞品（３賞共通）  

  ゆりの里商品券５，０００円分  
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５  スケジュール  

（１）募集期間        令和４年  ６月３日(金)～１０月３１日 (月)    

（２）一次審査        令和４年１１月１日(火)～１１月上旬       

（３）二次審査（一般審査）  令和４年１１月中旬   ～１１月下旬      

（４）最終審査        令和４年１２月中旬   ～令和５年１月上旬  

（５）受賞者決定・表彰式   令和５年２月中旬  

 

６  審査方法  

（１）一次審査（両部門共通）  

 主催者にて審査を行い、二次審査へ進む作品を決定します。  

（２）二次審査（一般審査） 

 ①動画部門  

  作品を市公式ＹｏｕＴｕｂｅにアップロードし、再生数・いいね数を基に最終審

査に進む作品を決定します。  

 ②写真部門  

  作品を市ＨＰにアップロードし、閲覧者による投票を実施します。  

  投票結果を基に最終審査に進む作品を決定します。  

（３）最終審査  

 ①シティプロモーション賞（動画部門）・ガウラ賞（写真部門）  

  シティプロモーション戦略プロジェクトチーム、秘書広報課にて審査を行

い、決定します。  

 ②観光賞（動画部門）・ソデリー賞（写真部門）  

  （一社）袖ケ浦市観光協会・商工観光課にて審査を行い、決定します。  

 ③景観賞（動画部門）・ウラリー賞（写真部門）  

  袖ケ浦市景観審議会、袖ケ浦市都市整備基本方針等策定委員会、都市整備

課にて審査を行い、決定します。  

 

７  注意事項  

  別紙「募集要項」をご確認ください。  

 

８  応募作品の活用について  

  応募いただいた作品については、コンテスト終了後、市がホームページや

ＳＮＳ等に掲載、袖ケ浦駅・長浦駅モニターなどで放映する場合が  

  ありますが、応募者は市に対し、動画・写真の活用に係る一切の  
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 見返りを求めることができません。無償での二次利用にご承諾いただける方

のみ、応募をお願いします。  

 

９  主催・共催  

  主催：袖ケ浦市 

共催：（一社）袖ケ浦市観光協会  

 

 10 問合せ先 

企画政策部秘書広報課  担当：柿本  電話：０４３８（５３）７５２２ 



袖ケ浦市動画・写真コンテスト 
（＃そでむび ＃そでふぉと）募集要項 

 

１ 趣旨 

袖ケ浦市への愛情や誇り（シビックプライド）の醸成及び、市外への認知度向上を目的に、

都市整備課で実施している「景観まちづくり賞」、商工観光課・（一社）袖ケ浦市観光協会

で実施している「観光写真コンクール」とコラボし、「市の多彩な魅力」を PR する動画・

写真を募集し、特に優れたものを表彰する「袖ケ浦市 動画・写真コンテスト」 

（愛称：＃そでむび ＃そでふぉと）を実施します。 

 

２ 応募資格 

 プロ・アマ、個人・団体及び居住地は問わず、誰でも応募可能です。 

 ※未成年の場合、保護者の同意が必要となります。 

 

３ 募集内容 

（１）テーマ 

  「袖ケ浦市の魅力」 

（２）動画部門 

  ・３分以内の映像作品 

・表現方法（実写、CG、アニメ、スライドショー等）は問いません。 

・ファイル形式は MP4 または MOV 

  ・YouTube へのアップロードに適したアスペクト比、解像度等を推奨 

（３）写真部門 

  ・撮影方法は問いません。 

  ・電子データで市役所に提出できるものとします。 

  ・ファイル形式は JPEG 形式、PNG 形式、GIF 形式、TIFF 形式を推奨 

 

４ 応募期間 

 令和４年６月３日（金）～１０月３１日（月）必着 

 

５ 応募方法 

下記のいずれかの方法で応募を行ってください。 

①インターネットからの応募 

ギガファイル便等の大容量データ送信サービスに応募作品をアップロードし、ダウ

ンロード用の URL 及び、必要事項を下記サイトへ記入し応募してください。 

  （応募フォーム） https://logoform.jp/form/tSXa/100928 

 

 

https://logoform.jp/form/tSXa/100928


 ②郵送・持参での応募 

応募作品を CD 又は DVD に保存し、必要事項を記入した応募用紙を添付のうえ、袖

ケ浦市秘書広報課宛に郵送または持参してください。 

なお、送付いただいた CD 等は返却いたしません。 

 

６ 表彰・賞品 

（１）動画部門 

①シティプロモーション賞  １作品  

   市内の多彩な魅力を被写体とした、袖ケ浦市の認知度向上、市への愛情や誇り（シビ

ックプライド）の醸成に効果のある作品 

②観光賞 １作品 

   市内の観光スポットや郷土の風景、伝統行事などの観光資源を被写体とした、観光宣

伝に効果のある作品 

  ③景観賞 １作品 

   市内の良好な景観形成に寄与している取組みやスポット等を被写体とした、景観ま

ちづくりに効果のある作品 

  ●賞品 

   ゆりの里商品券 10,000 円分＋市内特産品 5,000 円分（３賞共通） 

 

（２）写真部門 

①ガウラ賞  １作品  

   他市に誇れる袖ケ浦市の魅力を的確に捉え、広く市内外に発信されることが望まれ

る作品 

  ②ソデリー賞 １作品 

   市民目線のリアルに共感できる魅力（観光・グルメなど）を捉え、まちへの愛情が感

じられる作品 

③ウラリー賞 １作品 

   市がこれまでに積み上げてきた魅力（地域のお祭り・眺望風景など）であり、次世代

に残すべき魅力を捉えた作品 

  ●賞品 

   ゆりの里商品券 5,000 円分（３賞共通） 

 

７ スケジュール（予定） 

 令和４年 ６月３日（金） ～ １０月３１日（月） 募集期間 

 令和４年１１月１日(火)  ～ １１月上旬 一次審査 

 令和４年１１月中旬    ～ １１月下旬 二次審査（一般審査） 

 令和４年１２月中旬    ～ 令和５年１月上旬 最終審査 

 令和５年２月中旬 受賞者決定・表彰式 



８ 審査方法 

 （１）一次審査 

主催者にて審査を行い、二次審査へ進む作品を決定します。（両部門共通） 

 （２）二次審査（一般審査） 

   ①動画部門 

    作品を市公式 YouTube にアップロードし、再生数・いいね数を基に最終審査に進

む作品を決定します。 

   ②写真部門 

    作品を市 HP にアップロードし、閲覧者による投票を実施します。 

    投票結果を基に最終審査に進む作品を決定します。 

 （３）最終審査 

   ①シティプロモーション賞（動画部門）・ガウラ賞（写真部門） 

    シティプロモーション戦略プロジェクトチーム、秘書広報課にて審査を行い、決定

します。 

   ②観光賞（動画部門）・ソデリー賞（写真部門） 

    （一社）袖ケ浦市観光協会・商工観光課にて審査を行い、決定します。 

   ③景観賞（動画部門）・ウラリー賞（写真部門） 

    景観審議会、袖ケ浦市都市整備基本方針等策定委員会、都市整備課にて審査を行い、

決定します。 

 

９ 注意事項 ※必ずお読みください。 

 ・応募者が作品を応募した時点で本注意事項に同意したものとします。 

 ・未成年の方が応募する場合、親権者の同意の上、応募してください。応募があった場合

は、親権者の同意があったものとみなします。 

・応募作品の著作権は応募者に帰属しますが、袖ケ浦市及び市が許可した団体等は、応募

者の許諾なく無償で、作品を利用（複製、編集、上映、配布等）できるものとします。 

・応募作品はオリジナル作品で、他のコンテストに応募していないものに限ります。 

・制作、応募などにかかる費用は、応募者の負担とします。 

・応募作品に使用する映像・音楽・音声・素材等は、著作権の知的財産権の処理が必要な

いものを使用するか、必要な手続きが済んだものを使用してください。また、特定の企

業名や商品名が分かるものは使用する場合は、各権利者に許可を得てから使用してく

ださい。 

・応募作品に関し、肖像権や著作権等の第三者への権利侵害、事故、その他のトラブルが

あった場合、主催者、共催者は一切責任を負いません。 

・作品中に通行人の顔が映っているなど、個人が容易に特定しうる場合は、その個人から

了承を得るか、個人が特定できないよう加工してから応募ください。 

・応募にあたり、虚偽や法令違反が認められた場合、審査の対象外とします。また、入賞

作品の発表後でも入賞を取り消し、賞品の返還を求めることがあります。 



・一人何回でも応募可能ですが、同じ作品を複数回応募することができません。 

 また、受賞は１人１賞までとします。 

・その他、主催者、共催者が不適切と判断したものについては、応募者に通知することな

く失格とします。 

 

１０ 応募作品の活用について 

 応募いただいた作品については、コンテスト終了後、市がホームページや SNS 等に掲載、

袖ケ浦駅・長浦駅モニターなどで放映する場合がありますが、応募者は市に対し、動画・

写真の活用に係る一切の見返りを求めることができません。無償での二次利用にご承諾

いただける方のみ、応募をお願いします。 

 

１１ 主催・共催 

 主催：袖ケ浦市 

共催：（一社）袖ケ浦市観光協会 

 

１２ 応募・お問い合わせ先 

 袖ケ浦市 企画政策部 秘書広報課 シティプロモーション担当 

 〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場 1-1 

 （電話） 0438-53-7522   

（メール）    koho@city.sodegaura.chiba.jp 

mailto:koho@city.sodegaura.chiba.jp
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【テーマ】袖ケ浦市の魅力 【募集期間】6月3日～10月31日

【問い合わせ】袖ケ浦市役所 秘書広報課 (TEL)0438-53-7522 (MAIL)koho@city.sodegaura.chiba.jp

【主催】袖ケ浦市 【共催】（一社）袖ケ浦市観光協会

袖ケ浦市 動画・写真コンテスト

☆シティプロモーション賞 1作品
☆観光賞 1作品
☆景観賞 1作品
(賞品)ゆりの里商品券10,000円

+市内特産品5,000円分
（３賞共通）

【動画部門】

☆ガウラ賞 1作品
☆ソデリー賞 1作品
☆ウラリー賞 1作品
(賞品)ゆりの里商品券5,000円分

（３賞共通）

【写真部門】



袖ケ浦市動画・写真コンテスト 
＃そでむび ＃そでふぉと 応募用紙 

応募者氏名・団体名 

ふりがな 

 

代表者名 

※団体の場合 
 

住所・所在地  

電話番号  

メールアドレス  

年齢  

氏名の掲載希望 □応募者氏名・団体名  □ハンドルネーム 

ハンドルネール 

※ハンドルネーム希望の場合 
 

応募部門 □動画部門（＃そでむび） □写真部門（＃そでふぉと） 

撮影方法 
□スマートフォン □一眼レフ等のカメラ 

□その他（             ） 

作品タイトル 

動画・写真の内容やアピールポイントを記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作品説明  

主な撮影地・イベント  

募集要項の確認 □募集要項にすべて承諾し、応募します。 

※太枠内の情報は、HP・SNS・YouTube 等で公開する場合があります。 
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新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、「以前のように旅行に行きたく

ても行けない」そのような方々へ向けて、（一社）袖ケ浦市観光協会ではｗｉｔｈコ

ロナへの新たな取組みとして、観光地の映像を見ながら観光案内を受け、また、

本市で体験できる「たたき染め」を実際に体験することで、袖ケ浦市の魅力を

感じていただける、「袖ケ浦バーチャル体験旅行」を始めました。  

これまでの現地に行く旅行ではなく、集会場や施設、職場や教室など、いつ

もの場所で、ベテラン添乗員が袖ケ浦版バーチャル観光とリアル製作体験を案

内・指導する、安全で安心な旅行です。  

更に旅行気分を味わっていただくため、ご予算に応じて袖ケ浦のお土産をお

付けすることもできます。  

 

１  袖ケ浦バーチャル体験旅行の特徴  

（１）コロナ禍においても、リモート活用で安全・安心な旅行を提供  

 実際に添乗員が出向いて実施するだけでなく、オンライン上で案内や製作

体験ができます。 

（２）コロナ禍における新たな観光の取組み  

 現地まで足を運んでもらわなくても、袖ケ浦の魅力を発信することができ、

新たな観光セールス手法として期待できます。 

（３）学校の教育・授業としての利用が可能  

 タブレット学習が導入されつつある教育環境を活用し、コロナ禍において

も条件に縛られることなく実施が可能です。  

 

２  体験旅行概要  

（１）商品名  

  袖ケ浦バーチャル体験旅行  

（２）メニュー  

  映像による袖ケ浦観光案内及びたたき染めによるハンカチ製作体験  

（３）販売開始日  

～安全・安心、五感で楽しむ新しい旅行のカタチ～  

「袖ケ浦バーチャル体験旅行」開始 
４ 
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  令和４年６月３日（金）  

（４）販売価格  

  ・１名当たり１，８００円（税込）から予算に応じて対応できます。  

  ・料金に含まれるもの  

   観光案内、製作体験指導、製作体験材料費  

  ・オプション  

   袖ケ浦のお土産をお付けすることができます（別途料金がかかります。  

詳細はご相談ください）。  

（５）所要時間  

  約４５分  

（６）最小催行人数  

  ２０名（２０名以上でお申込みください）  

（７）取扱事業者  

  株式会社ホーユープラン  

 

３  申込先  

  株式会社ホーユープラン  

   電話：０４７（３４９）６２２２ 

   FAX：０４７（３４４）７７６６ 

   E-mail： fyplan@earth-m.com 

   ＨＰ： http://www.earth-m.com/virtual-travel/ 

 

４  問合せ先  

  （一社）袖ケ浦市観光協会：加藤 電話：０４３８（６２）３４３６ 

 

 

 

  

ホーユープランＨＰ  

mailto:fyplan@earth-m.com
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たたき染め体験の様子 

たたき染め完成イメージ  

← 小学校における  

  バーチャル体験旅行の様子  



 

  

袖ケ浦市 

令和４年６月 記者会見資料 Sodegaura City 

 

 

 

 

 

「わんぱくクエスト事業」は、新型コロナウイルス感染拡大等に伴い、令和

２年度と３年度、事業を中止しました。  

現在も、新型コロナウイルスの感染は終息していませんが、今年度は事業内

容を見直し、コロナ禍でも実施できるよう感染対策に配慮した内容で開催しま

す。 

参加者は、市内２泊３日のグループ活動を通して、袖ケ浦市の文化、歴史を肌

で感じながら、古民家などで寝泊まりしたり、かまどを使ってご飯を炊いたり、

普段体験できないことに挑戦します。  

学校、学年を超えた仲間と協力しながら、協調性、忍耐力、自ら考え行動す

る力を身につけることを目指します。  

 

１  実施日程  

 令和４年７月２８日（木）～７月３０日（土）  ２泊３日 

 

２  開会・閉会  

（１）はじめの会  

  日 時：７月２８日（木）午前９時３０分  

  場 所：根形公民館  多目的ホール   

（２）終わりの会  

  日 時：７月３０日（土）午前１１時  

  場 所：根形公民館  多目的ホール 

 

３  募集要項  

（１）対象者  

  市内小中学生  ４２名（小学５年生から中学３年生）  

  ※保護者の参加同意が得られる方  

  ※令和４年７月１６日（土）に予定している事前研修会に参加できる方  

  ※健康（大人の支援なし）で３日間の集団生活が可能な方  

コロナに負けない  チャレンジの夏！  

～そでがうら文化・歴史再発見！～ 

「第２７回 そでがうらわんぱくクエスト」開催 

５ 
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  ※薬の管理やアレルギー食品の除去が必要な方は事前にご相談ください。 

  ※災害等の諸事情、また新型コロナウイルス感染状況により、事業を中止  

   変更する場合があることを予めご了承いただける方  

（２）参加費  

  ５，０００円（活動費・保険代を含みます）  

（３）申込期間  

  令和４年６月１日（水）～６月１５日（水）  

（４）申込方法  

  学校配布のチラシよりお申し込みください  

  ※応募者多数の場合は抽選となります。  

 

３  その他  

 参加者累計：延べ１０３０人（今年度の参加者を含めると１０７２人）  

 

４  問合せ先  

教育部生涯学習課  担当：小川  電話：０４３８（６２）３７４３ 

 

 

 

第２４回そでがうらわんぱくクエストの様子  
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次代の担い手である青少年の健全育成が、真にその成果を発揮するためには、

地域における住民の日常的な育成活動が活発に行われることが必要です。  

このことから、市民各層の青少年健全育成運動に対する理解と自覚、積極的

参加を促進するため、青少年関係機関や団体等をはじめ一般市民の積極的な参

加を求め、青少年健全育成推進大会を開催します。  

また、併せて市民三学大学講座を記念講演として開催します。  

 

１  主催  

  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  

 

２  日時  

  令和４年７月２日（土）午後１時から  

 

３  場所  

  市民会館大ホール  

 

４  大会概要  

（１）受付             【午後０時３０分～】  

（２）第一部             【午後１時００分～午後２時１５分】  

 ・青少年育成者感謝状贈呈  

 ・来賓挨拶  

 ・市民会議会員募集  

 ・大会宣言～袖ケ浦市子育ての提言～  

 ・実践発表＜代宿太鼓保存会＞  

（３）休憩・市民三学大学入場    【午後２時１５分～】  

（４）第二部    

 ・記念講演（市民三学大学講座）   【午後２時３０分～午後４時００分】  

～子どもの才能の見つけ方、伸ばし方に関する講演～  

令和４年度袖ケ浦市青少年健全育成推進大会 

      及び記念講演（市民三学大学講座）を開催 

６ 
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５  記念講演（市民三学大学講座：第４１期第１回（通算２８２回）） 

今回は、ピアニスト辻󠄀井伸行氏の母である辻󠄀井いつ子さんを講師にお迎え

します。子どもの可能性を信じ、よく見て、ほめる子育てで長男・伸行氏を

育てた辻󠄀井さんから、子どもの才能の見つけ方、伸ばし方について語ってい

ただきます。  

  講 師：辻󠄀井 いつ子 氏  

 演 題：「子どもの才能の見つけ方、伸ばし方  

     ～明るく、楽しく、あきらめない～」  

  

６  定員  

３００名（事前申込制・申込先着順・入場無料）  

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入場者数を制限します  

 

７  申込方法  

  下記のいずれかの方法でお申込みください。  

・申込みフォーム（二次元コード参照）  

・生涯学習課へ電話又はＦＡＸ 

・生涯学習課、市民会館又は各公民館にて申込み  

 

８  申込期限  

  ６月１７日（金）  

 

９  その他  

  手話通訳あり（市民三学大学講座のみ）  

保育あり（２００円／子ども１人）  

※令和４年６月２４日（金）までに電話にて生涯学習課へお申込みください。 

 

10 市民三学大学講座のオンライン配信（録画配信）  

  市民三学大学講座をオンライン（ＹｏｕＴｕｂｅ）で配信します。  

  ・配信期間  ７月１５日（金）～７月１９日（火）  

  ・事前申込制  

➀申込みフォーム（二次元コード参照）  

②生涯学習課へ電話又はＦＡＸ 

 

申込フォーム  
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③生涯学習課、市民会館又は公民館にて申込み  

  ・申込期限 ７月８日（金）  

  ・定員 なし  

 

11 問合せ・申込先  

  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事務局  

教育部生涯学習課内  

担当：川俣 電話：０４３８（６２）３７４３ FAX:０４３８（６２）９６８０  
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本市では、お亡くなりになった方の様々なお手続きについて、ワンストッ

プで対応する「おくやみ窓口」を設置しました。  

これまでは、死亡時の届出の際にガイドブックを配布し、故人の状況に応

じて必要とする手続きを確認できるようにしていましたが、実際にご遺族が

手続きをする際は、複数の部署を回る必要があり、負担が大きくなる要因と

なっていました。 

今後は、予約受付時に住所、氏名などの基本情報をお伺いし、必要とする

手続きの確認や各種申請書の準備をします。お手続きをされる方は、窓口を

訪れるだけで複数の申請ができ、負担が軽減されます。  

 

１  開設日  

  令和４年６月１日（水）  

 

２  場所  

（１）６／１～７月の既存棟改修前    市民課前の特設窓口  

（２）既存棟（中庁舎）改修期間    旧館１階統計室及び女子更衣室を改装  

（３）中庁舎完成後         中庁舎市民課窓口を予定  

 

３  取扱手続き  

  国民健康保険、国民年金及び介護保険等、最大１０課の担当部署に跨る手続

や案内を行います。（別添参照）  

 

４  開設日時  

 毎週火・水・木曜日（３日間／週）  

 午前、午後それぞれ２枠ずつ、計４枠の予約枠を設けます。  

 

５  予約方法  

 来庁、電話又は市ホームページに開設したおくやみ窓口予約フォームのい

～死亡後の手続の負担を軽減～  

「袖ケ浦市おくやみ窓口」設置 
７ 
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ずれかの方法で、来庁日の２日前までにご予約いただきます。  

 

 ※予約フォーム 

  ｈｔｔｐｓ：//ｌｏｇｏｆｏｒｍ.ｊｐ/ｆｏｒｍ/ｔＳＸａ/８３５７１ 

 

６  問合せ・申込先  

市民子育て部市民課 担当：田中、加藤  電話：０４３８（６２）２９７０ 

 

 

予約フォーム  



令和４年６月３日現在

番号 担当課 主な業務

1 介護保険課 介護保険に関すること

市・県民税に関すること（相続人の代表者の指定　他）

固定資産に関すること（納税義務の承継の届出）

軽自動車税に関すること

火葬費の助成に関すること

市営墓地に関すること

ひとり親家庭等医療費等の助成に関すること

児童手当・児童扶養手当に関すること

子ども医療費に関すること

住民基本台帳法に関すること

外国籍の方への手続の案内

6 障がい者支援課 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者福祉手帳を所持する方の手続き

市営住宅に関すること

空き家等に関する制度の案内

農地法に関すること

農業者年金の手続の案内

国民健康保険に関すること

後期高齢者医療保険に関すること

国民年金に関すること

「袖ケ浦市おくやみ窓口」　取扱業務一覧

5

農業委員会

保険年金課

2

3

4

7

8

9

課税課 ・納税課

環境管理課

子育て支援課

市民課

都市整備課
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この度、株式会社シミズオクトから、１０月８日に開催する「そでがうら  

まつり～アレワイサノサ～」の開催に伴い、多くの皆様にご協賛をいただく  

ため、市内各所に設置する応援募金箱を袖ケ浦ふるさとまつり実行委員会に  

寄贈いただくこととなりましたので、以下のとおり贈呈式を行います。                                                                                          

 

１  日 時  

令和４年６月３日（金） 定例記者会見終了後  

 

２  場 所  

  袖ケ浦市役所 ３階 市長室 

 

３  寄贈品  

  そでがうらまつり  ～アレワイサノサ～  応援募金箱  １００個  

 

４  出席者  

（１）寄贈者  

   株式会社シミズオクト千葉スタジオ  

   執行役員  スタジオ長 丸山
まるやま

 逸
いつ

朗
ろう

 

   生産部  次長     問可
と が

 龍一
りゅういち

 

 

（２）袖ケ浦ふるさとまつり実行委員会  

   実行委員長  鈴木
す ず き

 英一
えいいち

 

 

（３）袖ケ浦市  

   市長     粕谷 智浩 

   副市長     花澤 一男 

   環境経済部長 高橋 広幸 

 

～そでがうらまつり アレワイサノサの開催を支援～ 

株式会社シミズオクトから袖ケ浦ふるさと 

まつり実行委員会へ「応援募金箱」寄贈 

８ 

 

そでがうらまつり 

アレワイサノサ 

応援募金箱  

情報提供済  
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５  問合せ先  

  環境経済部商工観光課  担当：山本  電話０４３８（６２）３４６５ 
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株式会社シミズオクトからハンガーと雑がみ回収ボックスを寄贈いただく

こととなりましたので、以下のとおり贈呈式を行います。  

このハンガーや雑がみ回収ボックスは、ライブなどのステージに使ってい

た廃材を利用して作ったもので、ハンガーについては、令和４年６月１３日から

２４日まで子ども服のリユースイベントとして期間限定でオープンする「ガウ

ラの古着屋さん」で使用します。  

また、雑がみ回収ボックスについては、３台目の寄贈となり、ごみの減量

化・資源化を推進するため、既に設置している市役所１階ロビー、平川公民館

に加え、長浦公民館に新たに設置します。ぜひ、ご活用ください。  

 

１  日 時  

令和４年６月３日（金） 定例記者会見終了後  

 

２  場 所  

  袖ケ浦市役所  ３階 市長室 

 

３  寄贈品  

  雑がみ回収ボックス  １台（３台目の寄贈）  

  ハンガー  ６０個 

 

４  出席者  

（１）寄贈者  

   株式会社シミズオクト千葉スタジオ  

   執行役員  スタジオ長 丸山
まるやま

 逸
いつ

朗
ろう

 

   生産部  次長     問可
と が

 龍一
りゅういち

 

（２）袖ケ浦市  

   市長      粕谷 智浩  

   副市長      花澤 一男  

～ごみの減量化・資源化のために～  

株式会社シミズオクトからステージの廃材を 

再利用した「ハンガー、雑がみ回収ボックス」寄贈  

９ 情報提供済  
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環境経済部長   高橋 広幸  

 

５  問合せ先  

環境経済部廃棄物対策課  担当：宮﨑、穂崎  電話：０４３８（６３）１８８１ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

雑がみ回収ボックス  ハンガー  


