
 

 

令和４年７月 袖ケ浦市定例記者会見 
 

 

 

 

 

≪発表事項≫ 

1 
～災害に強い新市庁舎の整備工事～ 

「北庁舎及び設備棟」完成 
【資産管理課】 

2 
～夏休みの楽しい思い出作りに～ 

「百目木公園プール」オープン 
【都市整備課】 

3 
～いつでもどこでも読書を楽しめる～ 

袖ケ浦市立図書館「袖ケ浦市電子図書館」開始 
【中央図書館】 

４ 
～トショロと夏を楽しもう！～ 

袖ケ浦市立図書館「夏のトショロ月間」開催 
【長浦おかのうえ図書館】 

５ 
～シンプルライフ研究家が教える！幸せを呼ぶ家事～ 

「袖ケ浦市男女共同参画セミナー」開催 
【市民協働推進課】 

６ 
～女性消防職員の活躍推進へ向けた取り組み～ 

「消防マタニティ制服」導入 
【消防総務課】 

７ 
～まちをきれいに～ 

「袖ケ浦駅周辺ポイ捨て防止啓発活動」実施 
【環境管理課】 

日時 令和４年７月８日（金） 

午前１０時から 

場所 市役所 旧館３階大会議室 



 

 

８ 

～若者発、地域で起こす多世代交流からの人材・地域づくり！～ 

「令和４年度ねがたオープンキャンパス 

（愛称：ねこまろ）」開催 

【根形公民館】 

※ 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。 
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１  要旨及び経緯  

耐震性の不足と老朽化が進む市庁舎について、「安全・安心な庁舎」「使

いやすく市民に開かれた庁舎」「環境にやさしい庁舎」を整備方針として、

旧庁舎及び議会棟を解体し、新たに北庁舎（計画時：１期棟）、南庁舎（計画

時：２期棟）及び設備棟の新築並びに中庁舎（７階建て既存棟）の耐震補強及

び大規模改修工事を実施しています。  

この度、第一段階として、昨年５月より着手していた北庁舎及び設備棟が完

成します。  

 北庁舎は、免震構造を採用し、防災拠点としての安全性と防災機能を強化

しました。また、５階は、市民に開かれた明るい議場フロアとして、展望ロビ

ーや回廊に囲まれた開放的な空間としています。  

 設備棟は、災害時の浸水に備え、受変電設備、非常用発電機、中央監視装

置等の主要な設備機器を２階に配置しています。  

 ８月からは庁舎整備工事の第二段階となる７階建て既存棟の耐震補強と大

規模改修工事に着手します。  

 

２  建物の概要  

 別添資料参照  

（１）北庁舎  

構  造：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、免振構造  

建築面積：１，４６１.６０㎡ 

延床面積：４，９８２.７４㎡ 

高  さ：２５．１９ｍ 

階  数：地上５階 

（２）設備棟  

   構  造：鉄筋コンクリート造  

建築面積：６０５．７７㎡ 

延床面積：１，０３９.４３㎡ 

～災害に強い新庁舎の整備工事～  

「北庁舎及び設備棟」完成  
１ 
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   高  さ：１３．７４m 

   階  数：地上２階 

 

３  整備概要  

（１）事 業 名 袖ケ浦市庁舎整備工事（設計・施工一括発注方式）  

（２）事業期間  令和元年１２月１７日～令和６年９月３０日 

（３）請負業者  大成建設株式会社 千葉支店  

（４）請負金額  ６，４２７，６３０，０００円  

（５）全体スケジュール  

 第一段階 

令和３年５月～令和４年７月  北庁舎建設工事、設備棟建設工事  

  第二段階  

令和４年８月～令和５年５月  中庁舎耐震補強及び大規模改修工事  

  第三段階  

令和５年６月～令和５年１１月  ３階建て旧庁舎及び議場解体工事  

  第四段階  

令和５年１２月～令和６年９月  南庁舎建設工事  

 

４  事務室移転スケジュール及び通行規制について  

北庁舎建設工事の完了に伴い、庁内各課事務室を移転します。移転は休日

を利用して順次行うため、すべての部署が移転するまで約１カ月を予定して

います。すでに「健康推進課」「子育て支援課」「保育幼稚園課」「子育て

総合支援センター」は、７月４日（月）から保健センター１階にて業務を行

っています。  

なお、７階建て既存棟の改修工事期間中は、工事エリア内の通行ができま

せん。来庁者の皆さんにはご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協

力をお願いします。  
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（１）  移転スケジュール及び移転後の配置について  
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（２）  通行規制について  

  ※８月８日（月）以降に、既存７階建て庁舎の仮囲い作業に着手します。  
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５  完成見学会の実施について  

この記者会見後、北庁舎の完成見学会を実施いたします。  

（１）見学コース  

 ５階（議場、展望ロビー）→ ３階（災害対策諸室）  

 →２階（市長室、応接室他）→ １階（福祉部窓口）  

（２）その他  

   見学時のスリッパは用意させていただきます。  

 

６  問合せ先  

  財政部資産管理課  担当：嘉茂、笹原  電話：０４３８（５３）８７４４  
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袖ケ浦市庁舎整備工事
2021年10月26日交付

国土交通省告示に基づく第三者認証
（ 般財団法人ベタ リビング）

袖ケ浦市役所 北庁舎
Sodegaura City Hall North Building

工事スケジュール

整備概要

施設概要

主要用途：庁舎（事務所）、車庫

所在地：千葉県袖ケ浦市坂戸市場 1 番地１

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造

階数：地下 1 階 地上 7 階 塔屋 2 階

建物高さ：30.69m

敷地面積：19,373.44 ㎡

延床面積：14,221.36 ㎡

2021(令和3年） 2022（令和4年） 2023(令和5年） 2024（令和6年）

中庁舎

構造：鉄骨鉄筋コンクリート造

建築面積：1,750.73㎡

延床面積：6,469.28㎡

高さ：30.69ｍ

階数：地上７階・塔屋2階

地下1階

建物概要

北庁舎

構造：鉄筋コンクリート造、

一部鉄骨造、免震構造

建築面積：1,461.60㎡

延床面積：4,982.74㎡

高さ：25.19ｍ

階数：地上5階

南庁舎

構造：鉄筋コンクリート造、

一部鉄骨造

建築面積：1,005.14㎡

延床面積：1,405.99㎡

高さ：11.14m

階数：地上2階

設備棟

構造：鉄筋コンクリート造

建築面積：605.77㎡

延床面積：1,039.43㎡

高さ：13.74m

階数：地上2階

5 月 7 月

中庁舎工事

旧庁舎解体

南庁舎工事

5 月

12 月

9 月

北庁舎（西側より撮影）

設計・監理・施工

基本設計・監理：株式会社榎本建築設計事務所

基本設計・実施設計：大成建設株式会社一級建築士事務所

施工：大成建設株式会社千葉支店

ZEB Ready 認証取得

ZEB Ready とは？

国土交通省が主導する建築物の省エネルギー性能に特化した、第三者による認証制度、BELS（建築物省エネルギー性能表示制

度）があります。国が定める計算方法に則り BEI（省エネルギー性能指標）値を算出し、その値によって 5 段階で☆の数が決定し

ます。最高ランクの☆5 の中でもさらに省エネルギー性能に優れた建物が ZEB として認証されます。ZEB は 4 段階に判定され、

ZEB Ready は一般の建物に比べ一次エネルギー消費量の 50％以上の削減を達成しているものとなります。

庁舎整備においては、屋根・壁の高断熱化や複層ガラス（Low-E）の採用による建物の断熱性能の向上、LED照明や人検知に

よる照明自動制御、高効率エアコンの採用などにより省エネルギーを図っています。延べ床面積10,000㎡を超える建物で床面積

の約半分を占める既存建物の改修を含めてのZEB Ready 取得は、全国でも先進的な事例となります。

CASBEE A クラス認証取得

CASBEEとは？

CASBEE（建築環境総合性能評価システム）は、省エネや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、 室内

の快適性や景観への配慮なども含めた建築物の品質を総合的に評価するシステムです。S ランクから C ランクの 5  段階で評価

を行います。

中庁舎（改修）

（令和５年５月完成予定）

昭和55 年に建設した既存 7 階建て

庁舎は耐震補強と併せて大規模改修

を行い、長寿命化を図る。

南庁舎（新築）

（令和 6 年 9 月完成予定）

昭和 45 年に建設した 3 階建て

庁舎と議場を解体後、新たに

2 階建て庁舎を建設。

設備棟（新築）

（令和 4 年 7 月完成）

既設車庫棟解体跡地に 2階建て設備棟

を建設。電気室などは災害に備え、2階

に配置。

北庁舎（新築）

（令和 4 年 7 月完成）

7 階建て庁舎の北側に、新たに耐震

性能の高い 5 階建て庁舎を建設。

庁舎整備工事は令和６年 9 月まで行います。

工事期間中は大変ご迷惑をおかけしますが、

ご理解とご協力をいただきますようお願いします。

袖ケ浦市
〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場 1 番地１

URL：https://www.city.sodegaura.lg.jp/

北庁舎・設備棟工事

南庁舎 中庁舎 北庁舎

設備棟駐車場保健センター

駐車場

（令和 4 年 7 月完成）
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連絡通路

議会
会議室

議会
図書室

議会
事務局

談話室

会派室

会派室

会派室

会派室

会派室
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ELV

ELVホール

連絡通路

※中庁舎工事中は事務スペースとして

利用します。1F 3F2F

防災拠点としての庁舎

北庁舎は防災拠点として免震構造を採用し、高い耐震性能と地震直後からの業務の継続が可能な建物と

しています。また、3階に災害対策室を配置し、停電時においても非常用発電機からの電気供給により拠

点として活動できるよう計画しています（中庁舎の完成までは事務スペースとなります）。

浸水災害に備え、設備棟の2階に受変電設備、非常用発電機、給水設備、消防設備など設置しています。

また、受電は本線、予備線の2回線による受電方式とし、トイレに使用する水には井戸水も使えるよう計

画しています。

庁舎の特徴

１. 安心・安全な庁舎

・高い耐震性能を確保し、地震直後からの事務事業継続が可能

（北庁舎には免震構造を採用）

・被災後７日間、庁舎機能を維持（電気・上下水）

・浸水災害に備え、受変電設備や非常用発電機など、主要な設備を

2階に配置。

・止水板による屋内浸水対策。

２. 使いやすい庁舎

・市民の利用が多い窓口を1階に集約

・北庁舎の各階に庇を設置し、メンテナンス性を向上

・北庁舎5階に、富士山や東京湾が一望できる展望スペースを配置

・事務スペースはOAフロア化により将来のレイアウト変更に対応

３. 環境にやさしい庁舎

・建物の断熱性能の向上を図り、LED 照明・人感センサー・高効率空調機などの採用

・自然エネルギーの活用（太陽光発電）

・「ZEB Ready」認証を取得

富士山や東京湾が一望できる5階展望ロビー 眺望が楽しめる明るい5階回廊、建物の外壁面は全て
複層ガラス（Low-E）を使用している

1階 エントランス(中庁舎完成時） 視線の先に自然光
を 取り込んだ、明るくシンプルな空間を構成

設備棟

東側道路から庁舎を見る（完成予想イメージ）

北庁舎

中庁舎

南庁舎

東側歩道 ( 完成予想イメージ）

議場の壁には時間と共に熟成していく自然素材を、高天井には立体感の
ある多孔質材を使用して、やさしく包む親しみのある空間とし、市政の
様子を身近に感じられるよう壁の2 面をガラスで構成（扉やブラインド
によりガラス面を閉じることもできる）

屋上に設置された高効率エアコン室外機

40 年以上にわたり、地域の風景の一部としてあり続けた袖ケ浦の

継承としての市庁舎を残しながら周辺の環境と調和し、施設全体

で統一感のある地域から親しまれる庁舎を目指しました。

南庁舎
( 令和6 年 9 月完成予定)

北庁舎
（令和 4 年 7 月1９日供用開始）

中庁舎
（令和 5 年 5 月完成予定）

袖ケ浦の明るい空や雲に溶け込む色彩を外装に取り入れ、

周囲の環境に調和した新庁舎

ピット

市民ゾーン

吹抜

福祉ゾーン

市長室

連絡通路

連絡通路

連絡通路

執務スペース

執務スペース

執務スペース

議場
議会ゾーン

防災ゾーン

窓口エリア

市民協働ゾーン

執務スペース

執務スペース

議会諸室議会諸室

免震ピット

税ゾーン子育て健康ゾーン

市民交流
スペース

4F 5F

第二
応接室

関係機関
調整室

災害対策室

応接室局長室
議長
副議長室

相談室

ELV

相談室 相談室

相談室

エントランスホール

会議室 会議室

休憩室

休憩室

高齢者
支援課

介護
保険課

地域
福祉課

障がい者
支援課

執務スペース

執務スペース

免震装置

(北庁舎免震ﾋﾟｯﾄ)

使いやすい庁舎、環境にやさしい庁舎

災害対策室（北庁舎3階）

市民利用の多い、福祉などを担当する課の窓口を１階に集約し、明確なゾーン構成により、入り口から目的の課の窓口まで、容易に誘導する配置としています。

また、議場のある5階には富士山や東京湾が一望できる展望ロビーがあります。内装は、袖ケ浦市に由縁のある望陀布（もうだぬの）をモチーフに布の要素を取りいれ

た袖ケ浦市ならではの計画としています。

外壁面のガラスは全て複層ガラス（Low-E）を使用し、LED照明や高効率エアコンなどの採用により省エネルギーを図っています。

1階 福祉などの担当課を集約した窓口 照明はLED
照明を採用し、人感センサーによる照明制御を行う

非常用発電機

(設備棟2階)

5階 議場
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百目木公園プールを開園します。  

公園プールには、自然の渓谷で泳いでいるかのように感じさせる滝のある

プールやスピード感あふれる全長５０ｍの大型スライダーもあり、子供から大

人まで楽しめる施設となっています。  

 

１  開園期間  

  ７月１０日（日）～８月３１日（水）  

  ※気候不順、水温２２度以下の場合は休園となります。天候が悪い日や気温

の低い日などは、百目木公園管理組合までお問い合わせください。  

 

２  開園時間  

午前の部   ９時００分～１２時３０分 

午後の部  １４時００分～１７時００分 

※午前、午後それぞれ３５０人の入場制限をします。  

午前、午後の入替制で実施します。  

 

３  入場料金  ※３歳以下は無料      

  【個人】       （市内在住、在勤）   （市外）  

４歳～中学生     ２８０円       ４２０円 

      一般        ５６０円       ８４０円  

  【団体（２５名以上）】  

４歳～中学生      ２２０円        ３３０円 

      一般        ４４０円        ６６０円  

 

４  年齢制限  

  年齢制限はありませんが、幼児はおむつの取れたお子様に限らせていただ

きます。  

 

～夏休みの楽しい思い出作りに～  

「百目木公園プール」オープン 
２ 
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５  新型コロナウイルス感染拡大防止対策（お願い）  

 ・入場時に氏名、住所、連絡先等の記入及び検温にご協力ください。  

 ・更衣室及びトイレに利用数制限をいたします。  

・他のお客様との距離を空けて並んでください。  

 ※新型コロナウイルス感染症の感染状況や緊急事態宣言により制限等変更す

る場合があります。  

 

６  問合せ先  

百目木公園管理組合  

電話：０４３８（７５）７２７７ 

新生ビルテクノ（株）千葉支店（プール指定管理者）  

電話：０４３（２３８）２２７７ 

 

滝のあるプール  

 

全長５０ｍの大型スライダー  
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～いつでもどこでも読書を楽しめる～  

袖ケ浦市立図書館「袖ケ浦市電子図書館」開始 

 

 

 

 

 

袖ケ浦市立図書館では新たに「袖ケ浦市電子図書館」を開始し、インター

ネットを利用できる環境があれば、図書館に来館することなく、いつでもど

こでも読書を楽しめる機会を提供します。  

 

１  概要  

  学業や仕事などで余暇時間が少なく、図書館へ来館することが難しい方も

多いことから、２４時間好きな時に図書を借りることができる「電子図書館」

を実施することで、市民の読書環境の充実と、図書館の利用機会の拡大を図

ります。  

提供する電子書籍は、株式会社図書館流通センターが提供するクラウド型

電子図書館サービス＆コンテンツ「ＬｉｂｒａｒｉＥ
ラ イ ブ ラ リ エ

＆Ｔ Ｒ Ｃ
ティーアールシー

－ＤＬ
ディーエル

」を採

用します。  

 

２  名称  

  袖ケ浦市電子図書館  

 

３  開始日時  

  令和４年８月２日（火）午前９時３０分  

 

４  利用対象者  

袖ケ浦市に在住又は在勤若しくは在学中で、袖ケ浦市立図書館の利用登録

をしている個人  

 

５  利用方法  

 電子書籍の閲覧にあたっては専用のアプリ等は不要です。利用者個人が使

用しているインターネットブラウザで閲覧ができます。  

利用者は個人のＰＣやタブレット端末、スマートフォンで電子図書館プラ

ットフォームにログインし、図書を借りることができます。  

３ 
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電子図書館開始時点で、図書館で利用登録済みの市内在住・在勤・在学の

利用者には、ＩＤと初期パスワードを付与し、手続き不要で利用可能としま

す。 

 ※初期パスワードは、初回ログイン時に任意のパスワードに変更していた

だきます。 

 

６  貸出冊数  

２冊まで ※図書館の貸出上限１５点には含みません。  

 

７  貸出期間  

２週間（予約が入っていない場合は、１回延長可）  

※返却期限がきたら、自動的に返却されます。  

  

８  予約冊数  

２冊まで 

 

９  予約本の取り置き期間  

１週間 

 

10 提供資料冊数  

約２２５冊を予定（令和４年度）  

（サービス開始当初は１５０冊程度の提供を予定）  

 

11 提供資料内容  

若者向けや広い世代に人気の作家の小説を中心に、学業や仕事の参考にな

る資料、育児や料理、趣味など暮らしに役立つ資料も選定し提供する予定で

す。 

提供予定資料の一例    

「かがみの孤城
こじょう

」 辻村
つ じ む ら

深
み

月
づ き

 

「わたしの美しい庭」  凪
な ぎ

良
ら

ゆう  

「異世界薬局」  高山
た か や ま

理図
り ず

 

           「遅く帰った日の晩ごはん」  ぐっち夫婦   
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「忙しい人専用！掃除・洗濯  

魔法の家事ワザ  完全保存版 電子版」  

 

12 問合せ先  

教育部中央図書館  担当：堀野  電話：０４３８(６３)４６４６ 



参考資料：
「袖ケ浦市電子図書館」 トップページ（イメージ）



検索結果（イメージ）

本を借りる（イメージ）
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袖ケ浦市教育委員会は、第四次袖ケ浦市子ども読書活動推進計画を策定し、

“読書のまち  そでがうら”としての取組を推進しています。  

図書館では毎年、子どもの知的好奇心を刺激する企画、親子で読書に親し

むことのできる様々な事業を、夏休み期間の１か月にわたって行う「夏のトシ

ョロ月間」を開催し、今年度が９回目になります。子どもたちが読書を身近に

感じ、図書館や公民館図書室を利用するきっかけとしていただくことが期待

されます。  

なお、「トショロ」とは、公募により平成４年１０月に決定した袖ケ浦市立図

書館のイメージキャラクターで、本の森にすむ妖精です。  

 

１  期間  

  令和４年７月１５日（金）～８月１６日（火）  

  ※休館日：７月１８日を除く月曜日、７月２９日（金）  

 

２  場所  

袖ケ浦市内の図書館・公民館図書室  

 

３  主な内容 （詳細は別紙参照）  

〇平川図書館、公民館図書室を主に、来館したときに誰でも気軽に参加で

きる、子ども向けの楽しい企画を行います。  

 ・全館共通：「おしえて！きみの好きな本」  

・平川図書館：「お題の本  ＤＥ
デ

 ＢＩＮＧＯ
ビ ン ゴ

！！」  

・根形・平岡公民館図書室：「トショロからの挑戦状」  

〇おはなし会やブックスタートなど定例の催しに加えて、乳幼児向けの

事業も再開するほか、様々な年齢に応じて趣向を凝らしたイベントを

開催します。  

・中央図書館：「おひざにだっこのおはなし会」（対象：０歳からの乳幼

児と保護者）、「えほんのひろば」（ ３歳から小学 ６年生まで）、「ちょっ

ぴりながいおはなし会」（小学 ３年生から大人まで）  

～トショロと夏を楽しもう！～  

袖ケ浦市立図書館「夏のトショロ月間」開催  
４ 

トショロ  
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・長浦おかのうえ図書館：「英語でおはなし会！」、「ちょっぴりこわい

おはなし会」（ ４歳から小学 ６年生まで）  

・平川図書館：「みんなでたのしいぬりえ教室」（ ４歳から小学 ６年生ま

で）  

・根形公民館図書室：「すきすき絵本タイム」（ ０歳から ６歳までの子ど

もと保護者）  

〇袖ケ浦市立図書館では、学校との連携事業に意欲的に取り組んでいます。

「夏のトショロ月間」においても、以下のような、市内の学校と連携し

た企画を行います。  

・中央図書館：昭和中学校図書委員会による児童室の飾りつけとおすす

め図書の展示、昭和小学校 ２年生の作品展示  

・長浦おかのうえ図書館：「袖高とコラボ！親子いっしょのおはなし会

（袖ヶ浦高校生徒による絵本の読み聞かせ）、蔵波中学校美術部の作

品展示  

〇集会事業については事前予約制とするなど、新型コロナウイルス感染症拡

大防止の対策を講じて開催します。 

 

４  問合せ先  

教育部長浦おかのうえ図書館  担当：小倉  電話：０４３８（６４）１０４６ 

 

 



夏のトショロ月間催しもの一覧　7/15（金）～8/16（火）

催し名 期間・日時 講師・演者 内容
対象・定員・
予約開始時期

会場

※要予約
夏休みおはなし会

①7月19日（火）
②8月2日（火）
10：30～11：00

職員
ボランティア

昔話などの語りや絵本の読み
聞かせを行います。

４歳から小学６年生のマ
スクをして一人で座れる
子どもとその保護者
12名（申込先着順）
①6/15～予約開始
②7/1～予約開始

中央図書館2階第
１会議室

※要予約
すきすき絵本タイム

7月21日（木）
10：00～12：00
30分ごとに４枠

職員
ボランティア

ボランティアが１組ずつ絵本の
読み聞かせをします。

０歳から６歳までの子ども
とその保護者
※保護者はマスク着用
8組（各2組）（申込先着
順）
7/1～予約開始
中央図書館で申込受付

根形公民館図書
室ふれあい読書
コーナー

※要予約
夏休みおはなし会

7月22日（金）
10：30～11：00

職員
ボランティア

昔話などの語りや絵本の読み
聞かせを行います。

４歳から小学６年生のマ
スクをして一人で座れる
子どもとその保護者
12名（申込先着順）
6/15～予約開始

長浦おかのうえ図
書館3階大会議室

※要予約
みんなでたのしいぬ
りえ教室

7月24日（日）
13：30～13：55

ボランティア

トショロやお花の絵などのぬり
絵をします。
※ペンや色鉛筆などの筆記用
具は各自でご用意ください。

４歳から小学６年生の子
ども
8名（申込先着順）
6/15～予約開始

平川図書館児童
コーナー

※要予約
ちょっぴりながいお
はなし会

7月26日（火）
10：20～11：00

職員
ボランティア

小学３年生から大人まで楽し
めるおはなしをいつもより長く
たっぷりお届けします。

小学３年生から大人まで
20名（申込先着順）
6/15～予約開始

中央図書館2階視
聴覚ホール

※要予約
おひざにだっこのお
はなし会

8月4日（木）
10：30～10：50

職員
ボランティア

手遊びと絵本の読み聞かせ

０歳からの乳幼児とその
保護者
12名（申込先着順）
7/1～予約開始

中央図書館2階第
１会議室

※要予約
【なつやすみとしょか
んであそぼう】
子ども映画会

8月5日（金）
9：50～10：20

職員
ボランティア

「ぼくはおうさまシリーズ」より、
「おしゃべりなたまごやき」と
「おうさまタクシー」を上映しま
す。

4歳から小学６年生のマス
クをして一人で座れる子
どもとその保護者
50名（申込先着順）
7/1～予約開始

長浦おかのうえ図
書館3階視聴覚室

※要予約
【なつやすみとしょか
んであそぼう】
袖高とコラボ！親子
いっしょのおはなし会

8月5日（金）
10：30～11：00

袖ヶ浦高校
図書委員
ボランティア

おはなしと袖高生による絵本
の読み聞かせ

4歳から小学６年生のマス
クをして一人で座れる子
どもとその保護者
12名（申込先着順）
7/1～予約開始

長浦おかのうえ図
書館3階大会議室

※要予約
【なつやすみとしょか
んであそぼう】
英語でおはなし会！

8月5日（金）
14：00～14：40

社会教育推
進員

英語の手遊びと絵本の読み聞
かせ

4歳から小学６年生のマス
クをして一人で座れる子
どもとその保護者
12名（申込先着順）
7/1～予約開始

長浦おかのうえ図
書館3階大会議室

※要予約
えほんのひろば

8月9日（木）
10：30～11：00

職員
ボランティア

絵本の読み聞かせ

３歳から小学６年生のマ
スクをして一人で座れる
子どもとその保護者
20名（申込先着順）
7/1～予約開始

中央図書館2階視
聴覚ホール

※要予約
子ども映画会

8月9日（木）
11：05～11：30

職員
ボランティア

「ピーターラビットとベンジャミ
ンバニーのおはなし」を上映し
ます。

３歳からのマスクをして一
人で座れる子どもとその
保護者
20名（申込先着順）
7/1～予約開始

中央図書館2階視
聴覚ホール



催し名 期間・日時 講師・演者 内容
対象・定員・
予約開始時期

会場

※要予約
ちょっぴりこわいおは
なし会

8月12日（金）
10：30～11：00

職員 ちょっぴりこわいおはなしと絵
本の読み聞かせ

４歳から小学６年生のマ
スクをして一人で座れる
子どもとその保護者
12名（申込先着順）
7/15～予約開始

長浦おかのうえ図
書館3階大会議室

宿題おたすけコー
ナー

7月1日（金）～8月30日
（火）

夏休みの宿題に役立つ工作、
調べ学習、読書感想文につい
ての本を集めたコーナーを設
置します。

小学生
全ての図書館・
公民館図書室

おしえて！きみのす
きな本

募集期間
7月15日（金）～8月16日
（火）
掲示期間
7月15日（金）～8月30日
（火）

備え付けの用紙におすすめす
る本のことを書いて箱に入れ
てください。図書館内に掲示し
ます。

0歳からの子どもとその保
護者

全ての図書館・
公民館図書室

お題の本　ＤＥ　ＢＩＮ
ＧＯ！！

7月15日（金）～8月16日
（火）

本の内容のビンゴゲームで
す。借りた本の内容がビンゴ
のマスに書いてあったら、本を
返す時にスタンプを押します。
（スタンプは１日３つまで）。ビ
ンゴができたら記念品を差し
上げます。

中学生まで 平川図書館



催し名 期間・日時 講師・演者 内容
対象・定員・
予約開始時期

会場

トショロからの挑戦状
7月15日（金）～8月16日
（火）

カウンターに「今日のミッショ
ン」（例：おばけの本３冊をさが
せ！）を掲示します。図書室内
でミッションを行ってください。
できた人には記念品を差し上
げます。ひとり1日1回参加でき
ます。
※各図書室専任職員が在室
の日に限ります。

0歳から小学6年生の子ど
もとその保護者

根形・平岡公民館
図書室

〔昭和小学校展示〕
昭和小学校2年生作
品展示

7月20日（水）～8月16日
（火）

「すみれとあり」をヒントに、植
物の本を読んで作った紙芝居
を展示します。

中央図書館ラウ
ンジ

〔昭和中学校展示〕
昭和中学校図書委
員会　おすすめ図書
展示

7月15日（金）～8月30日
（火）

昭和中学校図書委員会の生
徒が児童室の飾りつけと、お
すすめ図書の展示を行いま
す。

中央図書館児童
室

〔蔵波中学校展示〕
蔵波中学校美術部
の作品展示

7月30日（土）13：00～8
月13日（土）15：00

蔵波中学校美術部の生徒の
作品展示を行います。

長浦おかのうえ図
書館１階市民ギャ
ラリー

「夏のトショロ月間」期間中の定例の催し

催し名 期間・日時 講師 内容
対象・定員・
予約開始時期

会場

※要予約
図書館でブックス
タート

①7月17日（日）
②8月16日（火）
10：30～12：00
15分ごと5枠

職員
ボランティア

絵本の読み聞かせの後ブック
スタートパックをプレゼントしま
す。
※パック配布は1人１回限り。

市内在住の１歳未満の子
どもとその保護者
15組（申込先着順）
①7/1～予約開始
②8/2～予約開始

中央図書館2階第
１会議室

※要予約
おはなし会

①7月16日（土）
②8月13日（土）
14：00～14：30

職員
ボランティア

昔話などの語りや絵本の読み
聞かせを行います。

4歳から小学６年生のマス
クをして一人で座れる子
どもとその保護者
12名（申込先着順）
①6/15～予約開始
②7/15～予約開始

中央図書館2階第
１会議室

※要予約
おはなし会

①7月30日（土）
②8月7日（日）
14：00～14：30

職員
ボランティア

昔話などの語りや絵本の読み
聞かせを行います。

4歳から小学６年生のマス
クをして一人で座れる子
どもとその保護者
12名（申込先着順）
①7/1～予約開始
②7/1～予約開始

長浦おかのうえ図
書館3階大会議室

※要予約
おはなし会

7月24日（日）
14：00～14：30

職員
ボランティア

昔話などの語りや絵本の読み
聞かせを行います。

4歳から小学６年生のマス
クをして一人で座れる子
どもとその保護者
8名（申込先着順）
6/15～予約開始

平川図書館おは
なしのへや



令和４年度 袖ケ浦市立図書館 

夏のトショロ月間 イベント一覧 

ホームページの 

QRコード 

メールマガジンの 

QRコード 

ツイッターの 

QRコード 

新型コロナウイルスの感染状況によっては、 

                      中止・延期になる場合があります。 

最新の情報は図書館のホームページやツイッターで確認してください。 

7月16日 土  中央 14：00～14：30 おはなし会★                           （予約 6/15～） 

7月17日 日 中央  10：30～12：00 図書館でブックスタート               （予約 7/1～） 

7月19日 火 中央 10：30～11：00 夏休みおはなし会★          （予約 6/15～） 

７月21日 木 根形 10：00～12：00 すきすき絵本タイム         （予約 7/1～） 

7月22日 金 長浦 10：30～11：00 夏休みおはなし会★                 （予約 6/15～） 

7月24日 日 平川 
13：30～13：55 みんなでたのしいぬりえ教室   （予約 6/15～）                 

14：00～14：30 おはなし会★                        （予約6/15～） 

7月26日 火 中央 10：20～11：00 ちょっぴりながいおはなし会 ★   （予約 6/15～） 

7月30日 土 長浦 14：00～14：30 おはなし会★                 （予約 7/1～） 

8月2日 火 中央 10：30～11：00 夏休みおはなし会★              （予約 7/1～） 

8月4日 木 中央 10：30～10：50 おひざにだっこのおはなし会     （予約 7/1～）  

8月5日 金 長浦 

なつやすみとしょかんであそぼう                  （予約 7/1～）                           

9：50～10：20 子ども映画会「おしゃべりなたまごやき・おうさまタクシー」 ★                        

10：30～11：00 袖高とコラボ！親子いっしょのおはなし会★                  

14：00～14：40 英語でおはなし会！★   

8月7日 日 長浦 14：00～14：30 おはなし会★                         （予約 7/1～） 

8月9日 火 中央 
10：30～11：00 えほんのひろば★                   （予約 7/1～）                        

11：05～11：30 子ども映画会★             （予約 7/1～）                         

8月12日 金 長浦 10：30～11：00 ちょっぴりこわいおはなし会★    （予約 7/15～） 

8月13日 土 中央 14：00～14：30 おはなし会★                         （予約 7/15～） 

8月16日 火 中央 10：30～12：00 図書館でブックスタート             （予約 8/2～） 

来館される皆様への願い 

イベント一覧に掲載されているイベントは 

すべて事前に申込みが必要です！  

★…「トショロカード」がもらえるイベントです。５枚集めるとプレゼントがあります。 
※当日、定員に空きがある場合は、予約していない方や保護者の方も参加できます。 

37.5度以上の発熱がある 軽

度であっても咳の症状がある

など、体調がすぐれない場合

は来館をご遠慮ください。 

来館の際は 

マスクの着用を

お願いします。 

石けんやアルコー

ル消毒液を使用し

てのこまめな手洗

をお願いします 

感染防止のため

間隔を空けて並

んでください。 



 

 

中央図書館 袖ケ浦市坂戸市場1393－2（昭和小学校となり）     0438（63）4646 

長浦おかのうえ図書館 袖ケ浦市蔵波634-1（長浦公民館となり） 0438（64）1046  

平川図書館 袖ケ浦市横田115-1（平川公民館３階）                0438（75）7392 

７月１６日(金)～８月１７日(火) 

  トショロと夏を楽しもう！ 
イ ベ ン ト す べ て 

参加無料！ 

令和４年度 

袖ケ浦市立図書館 

 

 

 

夏のトショロ月間 

 

 

 

全館 

宿題おたすけコーナー 

夏休みの宿題に役立つ工作、調べ学習、読書 

感想文についての本を集めたコーナーを設置します。 

期間 7/1（金）～8/30（火） 

◆市内図書館・図書室 

全館 

トショロからの挑戦状  
 

カウンターに「今日のミッション」（例：おばけの本３冊を

探せ！）を掲示します。図書室内でミッションを行って

ください。できた人には記念品を差し上げます。       

ひとり1日1回参加できます。 

期間 7/15(金)～8/16(火) 

◆０歳～小学６年生の子どもと               

 その保護者 

◆根形・平岡公民館図書室 

※図書室専任職員在室日のみ実施 

根形・平岡 

昭和中学校図書委員会 

      おすすめ図書展示 
昭和中学校図書委員会の生徒が児童室の 

飾りつけと、おすすめ図書の展示を行います。 

期間 7/15（金）～8/30（火） 

◆中央図書館 児童室 

昭和小学校２年生作品展示 
「すみれとあり」をヒントに、植物の本を読んで     

紙芝居を作りました。 

期間 7/20（水）～8/16（火） 

◆中央図書館 ラウンジ  

蔵波中学校美術部の作品展示 

蔵波中学校美術部の生徒の作品展示を 

行います。 
期間 7/30（土）13：00～8/13（土）15：00 

◆長浦おかのうえ図書館 １階 市民ギャラリー  

長浦 

中央 

中央

おしえて！きみのすきな本 

備え付けの用紙におすすめする本の事を書いて箱

に入れてください。図書館内に掲示します。 

募集期間 7/15（金）～8/16（火） 

掲示期間 7/15（金）～8/30（火） 

◆0歳からの子どもとその保護者               

◆市内図書館・図書室 

７月１５日(金)～８月１６日(火) 

すきすき絵本タイム 

ボランティアが１組ずつ                  

絵本の読みきかせをします。 

7/21（木） 10：00～12：00 30分ごとに4枠 

◆０～６歳の子どもとその保護者               

◆定員  ８組（各２組）                      

当日空席があれば予約していない方も参

加できます。  

◆ふれあい読書コーナー 

7/1～受付 

根形 



 

おひざにだっこのおはなし会 

手遊びと絵本の読み聞かせ 

8/4（木） 10:30～10：50 

◆０歳からの乳幼児とその保護者 

◆定員 １２名   

◆２階第１会議室 

おはなし会 

昔話などの語りと絵本の読み聞かせ  

◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者 

◆定員 １２名                         ◆２

◆２階第１会議室 

 時間 14：00～14：30 
 

 

 

〇各イベントの定員は保護者を含む申し込み

先着順です。 

〇予約は開催館で受付開始日の 9時30分より

受付を開始します。 
 
〇申込は、原則電話での受付です。 
 
〇受付時に氏名・電話番号・２週間以内の 

 渡航歴の有無をお伺いします。（開催日の 

 ２週間以内に渡航歴 がある方はご参加いただけ 

 ません） 
 
〇予約時に取得した個人情報は、感染症拡大  

 の予防のため、必要最小限の範囲で保健所 

 等の公的機関へ提供する場合があります。 

 また、各イベント終了後2か月経過を目途に 

 廃棄します。 

〇参加時はマスクの着用をお願いします。   
 ただし、３歳未満は必須ではありません。  

  …トショロカードがもらえるイベントです 

図書館でブックスタート 

ボランティアによる絵本の読み聞かせの後、         

ブックスタートパックをプレゼントします。 

◆市内在住の１歳未満の子どもと 

 その保護者  

※対象の方はどなたでも参加できますが、 

  パックの配布は一人一回限りです。 

◆持ち物 母子手帳             

◆定員 １５組 （各３組）          

◆２階第１会議室                          

時間 10：30～12：00 15分ごとに5枠 

 

 

 

 

7/1～受付 

ちょっぴりながいおはなし会 

小学３年生から大人まで楽しめるおはなしを、     

いつもより長くたっぷりお届けします。  

7/26（火） 10：20～11：00 

◆小学３年生～大人 

◆定員 ２０名  

◆２階視聴覚ホール 
子ども映画会 

「ピーターラビットとベンジャミンバニーの         お

おはなし」を上映します。 

8/9（火） 11:05～11:30      
◆３歳～小学６年生の子どもとその保護者 

◆定員 ２０名 

◆２階視聴覚ホール 

 

夏休みおはなし会 

昔話などの語りと絵本の読み聞かせ  

◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者 

◆定員 １２名  

◆２階第１会議室 

時間 10：30～11：00 
 

 

中央 

6/15～受付 

中央 

中央 

7/1～受付 

開催日 予約受付 

７/１７(日) ７/1(金)～ 

8/1６(火) 8/2(火)～ 

中央 

中央 

中央 

開催日 予約受付 

７/１６(土) 6/15(水)～ 

8/1３(土) 7/15(金)～ 

えほんのひろば 

絵本の読み聞かせ 

8/9（火） 10:30～11：00          

◆３歳～小学６年生の子どもとその保護者 

◆定員 ２0名   

◆２階視聴覚ホール 

 

開催日 予約受付 

７/１９(火) ６/15(水)～ 

8/２(火) 7/１(金)～ 7/1～受付 中央 

同日開催 



 

 

おはなし会 

昔話などの語りと絵本の読み聞かせ 

◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者        ◆

定員 １２名                         

◆３階大会議室                        

時間 14：00～14：30 

 

 

 

長浦

ちょっぴりこわいおはなし会 

ちょっぴりこわいおはなしと絵本の読み聞かせ  

8/12（金） 10：30～11：00 

◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者 

◆定員 １２名                          

◆３階大会議室 

なつやすみとしょかんであそぼう 

英語絵本の読み聞かせにおはなし、子ども        

映画会など。子どもから大人まで一日楽しめます。 

8/5（金）                       
◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者              

※それぞれのイベントに予約が必要です。 

子ども映画会 

「ぼくはおうさまシリーズ」より、「おしゃべりなたまごやき」と 

「おうさまタクシー」の２本を上映します。 

9：50～10：20      
◆定員 ５０名                          

◆３階視聴覚室 

袖高とコラボ！ 

親子いっしょのおはなし会 

おはなしと袖高生による絵本の読み聞かせ  

10：30～11：00                  

◆定員 １２名                   

◆３階大会議室 

英語でおはなし会！ 

英語の手遊びと絵本の読み聞かせ  

14：00～14：40                 

◆定員 １２名                   

◆３階大会議室 

7/1～受付 

 

みんなでたのしいぬりえ教室 

7/24（日） 13：30～13：55 

トショロやお花の絵などのぬり絵をします。 

◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者           

◆定員  ８名   

◆児童コーナー                 

◆講師 神田一彦さん 

(かみはなボランティア)             

※ペンや色鉛筆など筆記用具はご持参ください。 

 

おはなし会 

昔話などの語りと絵本の読みきかせをします。 

7/24（日） 14：00～14：30 

◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者                       

◆定員  ８名                           

◆おはなしのへや 

   

平川 

6/15～受付 

長浦

平川 

同日開催 

開催日 予約受付 

７/30(土) ７/1(金)～ 

8/7(日) 7/１(金)～ 

 夏休みおはなし会 

昔話などの語りと絵本の読み聞かせ 

7/22（金） 10：30～11：00 

◆４歳～小学６年生の子どもとその保護者         

◆定員 １２名                          

◆３階大会議室 

長浦

7/15～受付 

6/15～受付 

長浦 6/15～受付 

お題の本 ＤＥ ＢＩＮＧＯ！！ 
本の内容のビンゴゲームです。借りた本の 

内容がビンゴのマスに書いてあったら、本を返す時に 

スタンプを押します。（スタンプは１日３つまで）。 

一列そろったら、記念品を差し上げます。  
 

期間 7/15（金）～8/16（火） 

◆中学生まで  ◆平川図書館 

平川 

予約不要 
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令和４年度第１回男女共同参画セミナーを開催します。  

Instagram のフォロワー約２万８千人を誇る、現在、メディアや雑誌等で話

題のシンプルライフ研究家  マキ氏をお招きし、ワーク・ライフ・バランス

や家事のコツなどについて語っていただきます。  

 

１  日時  

  令和４年８月７日（日）午後１時から午後２時３０分まで  

 

２  場所  

平岡公民館 多目的ホール 

 

３  主催  

袖ケ浦市、袖ケ浦市男女共同参画推進員  

 

４  講師  

  シンプルライフ研究家  マキ氏  

夫と２人の娘と暮らす広告代理店勤務のワーキングマザーであり、不要

なものは持たないシンプルな暮らしを綴ったサイト「エコナセイカツ」や

自身のオンラインサロンで、シンプルに心地よく生きるための家事のコツ

や、暮らしが楽になるヒントを発信しています。  

   その他にも、全国各地での講演、ブランドとのコラボ企画や住宅プロデ

ュースも手掛けるなど、マルチに活躍されています。  

   

演題：シンプルライフ研究家が教える！  

『幸せを呼ぶ家事』  

 

５  対象  

  市内在住・在勤・在学の方（参加費無料）  

５ 
～シンプルライフ研究家が教える！幸せを呼ぶ家事～  

「袖ケ浦市男女共同参画セミナー」開催 



 

  

袖ケ浦市 
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６  定員  

  ５０名（申込多数の場合は抽選）  

 

７  申込期間  

  令和４年７月１日（金）から８月２日（火）まで  

 

８  申込方法  

 ・申込フォーム（二次元コード参照）  

 ・市民協働推進課へ電話、ＦＡＸ、Ｅメール  

  （氏名、住所、電話番号、メールアドレス、在学・在勤の方は勤務先又は

通学先の名称、保育の有無を記載してください）  

 ・市民協働推進課窓口にて申込み  

 ※予約フォームアドレス  

  https://logoform.jp/form/tSXa/88946 

 ※Ｅメールアドレス  

  sode03@city.sodegaura.chiba.jp 

 ※ＦＡＸ番号  

  ０４３８（６２）３８７７ 

 

９  注意事項  

 ・室内履きをご持参ください。  

 ・保育があります。申込時にお申しつけください。  

（利用料２００円／子ども 1 人） 

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、開催方法及び内容を変更する可

能性があります。  

 

10 問合せ先  

企画政策部市民協働推進課 担当：安松  電話：０４３８（６２）３１０２  

申込フォーム  

 

https://logoform.jp/form/tSXa/88946
mailto:sode03@city.sodegaura.chiba.jp


  

  日   時 ： 令和４年８月７日（日）１３：００～１４：３０ 

 場   所 ： 平岡公民館 多目的ホール（野里１５６３） 

 講   師 ： シンプルライフ研究家 マキ氏 

 対   象 ： 市内在住・在勤・在学の方（参加費無料） 

 定   員 ： ５０名（申込多数の場合は抽選） 

 申込期間 ： 令和４年７月１日（金）～８月２日（火） 

 申込方法 ： 右の申込フォームからお申込みいただくか、 

 電話・ＦＡＸ・Ｅメール又は窓口で「住所・氏名・電話番号」をお知らせください。 

 注意事項 ： ※室内履きをご持参ください。 

  ※保育も受け付けます。申込時にお申しつけください。(利用料２００円) 

  ※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催方法及び内容を変更する可能性 

 があります。 

 

 シンプルライフ研究家が教える！ 
 

 『幸せを呼ぶ家事』 
 みんなが知りたかった！ 

家事って誰がするもの？？ 

＊シンプルライフ研究家 マキ 氏＊ 

 夫と２人の娘と暮らす広告代理店勤務のワーキン

グマザーでInstagramのフォロワーは約２万８千人！ 

 不要なものは持たないシンプルな暮らしを綴った

サイト「エコナセイカツ」や自身のオンラインサロンで

シンプルに心地よく生きるための家事のコツや暮ら

しが楽になるヒントを発信！ 

 他にも、全国各地での講演、ブランドとのコラボ企

画や住宅プロデュースも手掛けるなど、マルチに活

躍！ 

 
メディアや雑誌で話題！！ 

申込フォーム 

  【 問合せ 】 

    袖ケ浦市 企画政策部 市民協働推進課  （坂戸市場１－１） 

    電話：0438-62-3102 ＦＡＸ：0438-62-3877 Ｅメール：sode03@city.sodegaura.chiba.jp 
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袖ケ浦市では、女性消防職員の活躍推進へ向けた取組の一環として、消防

マタニティ制服を導入しました。  

 

１  導入の経緯  

消防職員は、勤務中制服を着用しなければなりませんが、職員が妊娠した

場合、制服では腹部が圧迫されるため、胎児及び母体への悪影響が懸念され

ます。  

そこで、マタニティ制服を導入することで、妊娠中でも働きやすく、また

来庁者にも一目で消防職員であるという認識をもっていただく事ができます。 

  マタニティ制服を着用する女性職員の意見を参考にして、おなか周りがゆ

ったりとした濃紺色のワンピースで、中にシャツを着用し、胸元に階級章を

付けられるつくりの制服を採用しました。  

 

２  導入開始  

令和４年６月 

 

３  その他  

 ・現在、本市では１名の職員が利用しています。 

 ・県内消防本部で、マタニティ制服を導入したのは本市で３例目となります。  

 

４  問合せ先  

消防本部総務課 担当：岩﨑 電話：０４３８(６２)０１１９ 

 

 

 

 

 

 

～女性消防職員の活躍推進へ向けた取組～  

「消防マタニティ制服」導入 
６ 
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マタニティ制服を着た  

本市消防職員とガウラ  
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「～まちをきれいに～袖ケ浦駅周辺ポイ捨て防止啓発活動」は、地域の環境

美化を推進することで、市民等のモラルの向上を図り、清潔で美しいまちづく

りを目指すことを目的として、平成２８年度から始めた活動です。また、翌平成

２９年度からは、袖ヶ浦高校の生徒たちも参加しています。  

本年度は、７月１２日に袖ケ浦駅周辺地域にて、市長を先頭に、市民ボランテ

ィア、市内各事業所職員、市環境美化推進員、袖ヶ浦高校の生徒達が、声かけ

をしながら啓発物資（ポケットティッシュ）の配布とゴミ拾いを行います。  

 

１  日 時  

  令和４年７月１２日（火）午後４時から１時間程度、予備日７月１４日（木）  

 

２  場 所  

ＪＲ袖ケ浦駅周辺  

 

３  内 容  

  啓発物資（ポケットティッシュ）の配布・ゴミ拾い  

 

 

４  参加者  

袖ケ浦市長  

  袖ケ浦環境連絡会  

  袖ケ浦ワークスリサイクル会  

袖ケ浦市商工会  

～まちをきれいに～  

「袖ケ浦駅周辺ポイ捨て防止啓発活動」実施  
７ 
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  袖ケ浦市環境美化推進員  

  市民ボランティア  

  袖ヶ浦高校生徒  

 

４  問合せ先  

環境経済部環境管理課  担当：注連野 電話：０４３８(６２)３４１３ 

  

昨年度の活動の様子  

 

ゴミ拾い  

 

 

啓発物資の配布  
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根形公民館は、袖ケ浦市成人式等をとおして、根形地区の若者と親交を

深めてきました。その若者たちが平成２６年度に企画・立案した「ねがたオ

ープンキャンパス（愛称：ねこまろ）」を今年度も実施します。  

  今年度は、和凧保存会のご協力をいただき、竹の水でっぽう作りなどの

体験事業を提供します。また、インディアカやグラウンドゴルフなどのス

ポーツレクリエーションも行います。  

なお、８月２０日、２１日の特別版については、昨年に引き続き子どもたち

がより安全で楽しく参加できるよう、かつ、「ねこまろ」が根形地区に根づ

いて欲しいとの願いから、青少年育成地区住民会議「根っ子の会」から支

援をいただき、共催事業とします。  

 

１ 日 時 ※詳細は、別紙「ねこまろのじかんわり」をご参照ください  

  【通常版】  

令和４年８月  １日（月）午前９時００分～午後４時頃まで  

    ８月  ２日（火）午前９時００分～午後４時頃まで  

【特別版】  

８月２０日（土）午後１時００分～午後６時頃まで  

         ８月２１日（日）午後１時００分～午後６時頃まで  

 

２ 場 所  

  根形公民館  

 

３ 内 容  

【通常版】  

  ・学習の支援  

・絵画・工作体験（公民館登録サークル）  

・レクリエーション（レクリエーション協会  他）  

 

 

～若者発、地域で起こす多世代交流からの人材・地域づくり！～ 

「令和４年度ねがたオープンキャンパス 

          （愛称：ねこまろ）」を開催  

８ 
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【特別版】  

・体験活動（竹の水でっぽう作り：和凧保存会）   【８月２０日（土）】  

・スポーツ体験（インディアカ・グラウンドゴルフ）【８月２１日（日）】  

 

４ 対 象  

  根形小学校３年生～６年生（特別版は４年生～６年生）  

    

５ 共 催  

根形公民館  

N.O.C 

根形地区にゆかりのある若者で構成されたグループ。NEGATA OPEN 

CAMPUS の頭文字から命名  

  地区住民会議「根っ子の会」  

   平成１４年度に、全市をあげて青少年健全育成に取り組むため、青少年

育成袖ケ浦市民会議の下部団体として「地区住民会議」が地区ごとに設

立されました。  

根っ子の会は、「学校・家庭・地域の連携を深めて、地域の教育力の向

上を図り、未来を担う青少年の健全育成に努める」ことを目的に活動し

ています。  

 

６ 事業協力  

  袖ケ浦市レクリエーション協会  袖ケ浦市和凧保存会 根形公民館登録

サークル  他  

 

７ 「ねこまろ」について  

「ねこまろ」という愛称は、「ねがたこうみんかんにあつまろう」をテー

マにしており、根形地区の子どもたちに親しみを持ってもらいたいという

思いが込められています。  

子どもたちは、ねこまろでの体験をとおして、若者や公民館利用者、地

域の大人と多世代交流を図っています。  

また、N.O.C の若者たちは、自分自身の成長の場になっており、自身の

就職活動や仕事に活かしているようです。  

企画当初は、地域の若者と子どもたちとの交流を念頭にしていましたが、 

 



 

  

袖ケ浦市 

令和４年６月 記者会見資料 Sodegaura City 

地域の大人たちが「ねこまろ応援団」として参加したことで、地域の子ど  

もから大人まで交流する場となり、今では「多世代交流」の場と位置付けら

れています。  

 

８  問合せ先  

 教育部根形公民館 担当：小倉  電話：０４３８（６２）６１６１  

 



1 ねこまろとは

「ねがた　こうみんかんに　あつまろう！」

2 共催

　根形公民館とN.O.C（※1）、根っ子の会（※2）

3 事業協力
　袖ケ浦市レクリエーション協会、根形公民館登録サークル

　袖ケ浦市和凧保存会　他

4 日時及び会場
（１）ねこまろ通常版

令和４年８月１（月）、８月２日（火） 　両日とも9：30～16：00　
　根形公民館　※受付は９：２０までにお願いします。

（２）ねこまろ特別版

令和４年８月２０日（土）、８月２１日（日） 　両日とも13：30～18：00　
　根形公民館及び多目的広場（グラウンド）、袖ケ浦公園　※受付は１３：２０までにお願いします。

5 内 容

6 対象
（１）ねこまろ通常版：根形小学校３年生～６年生

（２）ねこまろ特別版：根形小学校４年生～６年生

7 持ち物
（1）通常版…勉強道具、上履き（※）、参加費100円（1日につき、保険代等として当日集金）

　　　　　 　お弁当、飲み物、おやつ、絵の具（図工等で使用する場合）　など

　　　　　たちのグループです。ねこまろの企画・運営を担っています。

　レクリエーションなどを行います。参加
さんか

希望
きぼう

の方
かた

は、資料
しりょう

を保護者
ほごしゃ

と確認
かくにん

し、お申込
もうしこ

みください。

令和４年度「ねこまろ」参加者募集！！

　　夏休
なつやす

みに「ねこまろ」を開催
かいさい

します！新型
しんがた

コロナウイルス感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

をしたうえで、勉強
べんきょう

や

　N.O.C（地域のお兄さん、お姉さん）や地域の大人が、勉強を教えたり、一緒に遊んだり、様々な

体験をします。ねこまろは「ねがたオープンキャンパス」の愛称で、次の意味が込められています。

　　※1：「NEGATA  OPEN  CAMPUS」の略で、主に高校生以上の根形地区に関係する若者

　　※2：特別版のみ（デイキャンプの共催として事業協力）

　別紙「じかんわり」をご参照ください。

袖ケ浦公園でウォークラリーボッチャ体験



（2）特別版…上履き（※）、飲み物、参加費100円（1日につき、保険代等として当日集金）

※多目的ホールでの活動で使用しますので、必ず持参してください。

　　加入する行事保険について、熱中症は、対象となりますが、新型コロナウイルス感染症

　　は、保険適用外です。（感染した場合、保健所と相談等していただくこととなります。）

8 参加申込方法及び締切日

9 ねこまろの約束　※必ずお読みください
① 別紙「令和４年度「ねこまろ」における新型コロナウイルス感染症対策」を必ずご確認のうえ

ご参加ください。

② お子様の送迎は、保護者の責任においてご対応ください。

③ 勉強で使用する筆記用具や上履き等は、各自でご持参ください。

④ 通常版でお弁当を持参される場合は、保冷材等を活用し、食中毒にご注意ください。

⑤

10 開催の有無について　【重要】

11 個人情報について

13 問い合わせ先

　根形公民館　担当　小倉　

　　FAX：0438-62-6162　　

　　E-mail：sode63@city.sodegaura.chiba.jp

　次の場合は、ねこまろを中止します。

（1）国の緊急事態宣言が発出している場合、または、根形公民館が休館している場合。

　　  遊ばない（使用禁止）、くつをそろえる、など。

　　※申込書には、ねこまろ当日の朝に中止の連絡ができる連絡先を必ず記入してください。

　　TEL：0438-62-6161

（3）その他（例：ねこまろ当日の朝に、震度４以上の地震が２回程度観測された場合　など）

（2）開催日に、台風の接近が見込まれた場合。

　ねこまろで得た個人情報は、新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合を除き、本事業以外

に使用しません。また、活動の様子をホームページ等に掲載します。ご了承ください。

　なお、中止と判断した場合は、公民館から参加者へ連絡（※）します。

　　  　ルールを守れないときは、スタッフが注意します。

　　※大きな声でおしゃべりをしない、家族と連絡を取るなどの場合以外は、スマホ及び携帯で

　7月1３日（水）までに学校または公民館へ申込書を提出してください。

　（当日参加は今回できません。）

　参加有無については、7月15日（金）に学校をとおしてお知らせします。

期間中は、ルール（※）を守り、楽しく過ごせるよう、子どもたちに声掛けをしてください。

　　　 感染防止対策を徹底しますが、保険対応について、ご理解・ご協力をお願いします。

参加の申し込みについては、インターネットでの受付も可能です。

右のQRコードを読み取っていただき質問にお答えください。

また、受け付けましたらメールにて返答させていただきます。

QRコード



9:00 ～ 9:20 受 付 9:00 ～ 9:20 受 付

9:30 ～ 9:45 はじめの会 9:30 ～ 9:45 はじめの会

9:55 ～ 10:35 勉 強 9:55 ～ 10:35 勉 強

10:35 ～ 10:45 10:35 ～ 10:45

10:45 ～ 11:25 勉 強 絵画・工作 10:45 ～ 11:25 勉 強 絵画・工作

11:25 ～ 11:35 11:25 ～ 11:35

11:35 ～ 12:15 勉 強 絵画・工作 11:35 ～ 12:15 勉 強 絵画・工作

12:25 ～ 13:05 12:25 ～ 13:05

13:15 ～ 13:50 13:15 ～ 13:50

13:50 ～ 14:05 13:50 ～ 14:05

14:05 ～ 14:40 14:05 ～ 14:40

14:40 ～ 14:55 14:40 ～ 14:55

14:55 ～ 15:30 14:55 ～ 15:30

15:30 ～ 15:45 15:30 ～ 15:45

15:45 ～ 16:00 かえりの会 15:45 ～ 16:00 かえりの会

【参加する「ねがたっ子」へ】　※参加する前にお家の方と確認しよう！

・ねこまろ参加中も、学校で教わった「新しい生活（行動）様式（手洗いの徹底など）」で過ごしましょう！

・受付の際に検温や体調検査を行います。また、受付は、９：２０までにすませましょう。

・１日過ごす場合は、お弁当と飲み物を持ってきてください。（自動販売機は、公民館にあります。）

・参加中は、大きな声でおしゃべりをしない、 家族と連絡を取るなどの場合以外は、スマホ及び携帯で遊ば

ない（使用禁止）、くつをそろえる、など、ルールを守りましょう。 状況によって、スタッフが注意します。

・本を読みたいときは、図書室に行って本を借りてみましょう。　

　なお、本を借りる場合は、利用登録が必要です。お家の方に登録がすんでいるか確認しましょう。

・困ったり、わからないことなどあったら、まわりのスタッフに相談してください！

多目的ホール その他

休 憩

　　　　　　場所
　時間

多目的ホール その他
　　　　　　場所
　時間

休 憩

片付け、かえりの準備

休 憩

レクリエーション等

令和４年度　ねこまろ通常版のじかんわり
日　程 ８月１日（月）【１日目】 ８月２日（火）【２日目】日　程

休 憩

休 憩

レクリエーション等

お昼ごはん＆自由時間
☆午後も参加する場合は、

　お弁当を持参してください☆

レクリエーション等

お昼ごはん＆自由時間
☆午後も参加する場合は、

　お弁当を持参してください☆

休 憩

休 憩休 憩

レクリエーション等

片付け、かえりの準備

レクリエーション等

レクリエーション等

【ねこまろ通常版に参加する際の持ち物】
勉強道具（※）、上履き、参加費１００円（１日につき、保険代等として当日集金します）、お弁当（１日過ごす

場合）、飲み物 など ※例年、勉強道具を忘れて来る事例がありますので、必ず、お子様に持たせてください。

【保護者の皆様へ（必ずお読みください）】
次の①～⑤の「ねこまろの約束」について、ご理解・ご協力をお願いします。

①別紙「令和４年度「ねこまろ」における新型コロナウイルス感染症対策」を必ずご確認のうえ、ご参加ください。

②お子様の送迎は、保護者の責任においてご対応ください。

➂勉強で使用する筆記用具や上履き等は、各自でご持参ください。

④通常版でお弁当を持参する場合は、保冷材等を活用し、食中毒にご注意ください。

⑤期間中は、ルール（※）を守り、楽しく過ごせるよう、子どもたちへ事前に声掛けをしてください。

※大きな声でおしゃべりをしない、家族と連絡を取るなどの場合以外は、スマホ及び携帯で遊ばない

（使用禁止）、くつをそろえる、など。ルールを守れないときは、スタッフが注意します。

【問い合わせ先】

根形公民館 担当 小倉

ＴＥＬ：0438-62-6161

ＦＡＸ：0438-62-6162

E-mail：sode63@city.sodegaura.chiba.jp

メールで問い合わせをする場合は、件名を

「ねこまろ問い合わせ」と記入のうえ、メール

してください。

受信後、電子データで回答いたします。

（右記ＱＲコードからメール送信できます。）
ＱＲコード



13:00 ～ 13:20 受 付 13:00 ～ 13:20 受 付

13:30 ～ 13:45 はじめの会 13:30 ～ 13:45 はじめの会

14:00 ～ 14:50 14:00 ～ 14:50 企画説明・練習 企画説明・練習

14:50 ～ 15:00 14:50 ～ 15:00 休憩・チーム分け 休憩・チーム分け

15:00 ～ 17:00 15:00 ～ 17:00 インディアカ大会
グラウンドゴルフ大
会

17:00 ～ 17:15 17:00 ～ 17:15

17:15 ～ 17:30 かえりの会 17:15 ～ 17:30 かえりの会

上記の「じかんわり」は目安です。

令和４年度　ねこまろ特別版のじかんわり（案）
日　程 ８月２０日（土）【１日目】 日　程 ８月２１日（日）【２日目】

多目的ホール その他

【重要なお知らせ】

　　　　　　場所
　時間

多目的ホール その他
　　　　　　場所
　時間

水でっぽう確認・休憩

企画説明・水でっぽう作り

水でっぽう遊び（水かけ合戦・的あて）

※企画中も熱中症予防のため、適宜休憩を行います。

片付け・かえる準備 片付け・かえる準備

なお、雨天の場合は内容が変わる可能性があります。

７月下旬に再度内容をお知らせします。

（パフォーマンスとワークショップ、ウォークラリーは実施予定です。）

【ねこまろ特別版に参加する際の持ち物】

上履き、飲み物、参加費１００円（１日につき、保険代等として当日集金します） など

【保護者の皆様へ（必ずお読みください）】 ※通常版と同様の文書です
次の①～④の「ねこまろの約束」について、ご理解・ご協力をお願いします。

①裏面の「令和４年度「ねこまろ」における新型コロナウイルス感染症対策」を必ずご確認のうえ、ご参加ください。

②お子様の送迎は、保護者の責任においてご対応ください。

③上履き等は、各自でご持参ください。

④期間中は、ルール（※）を守り、楽しく過ごせるよう、子どもたちへ事前に声掛けをしてください。

※大きな声でおしゃべりをしない、家族と連絡を取るなどの場合以外は、スマホ及び携帯で遊ばない

（使用禁止）、くつをそろえる、など。ルールを守れないときは、スタッフが注意します。

【問い合わせ先】

根形公民館 担当 小倉

ＴＥＬ：0438-62-6161

ＦＡＸ：0438-62-6162

E-mail：sode63@city.sodegaura.chiba.jp

メールで問い合わせをする場合は、件名を

「ねこまろ問い合わせ」と記入のうえ、メール

してください。

受信後、電子データで回答いたします。

（右記ＱＲコードからメール送信できます。） ＱＲコード


