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秋の袖団
ウィークエンド

2021

秋の袖団
ウィークエンド

2021

袖ヶ浦団地

ショッピングショッピング
センターセンター

集会所集会所Join SpotJoin Spot
袖ヶ浦袖ヶ浦

管理サービス管理サービス
事務所前事務所前

広場広場

日時日時

場所場所

主催：千葉工業大学創造工学部主催：千葉工業大学創造工学部（田島研究室、鎌田研究室、磯野研究室）（田島研究室、鎌田研究室、磯野研究室）

　　　独立行政法人都市再生機構　　　独立行政法人都市再生機構

後援：袖ヶ浦団地自治会、袖ヶ浦団地ショッピングセンター後援：袖ヶ浦団地自治会、袖ヶ浦団地ショッピングセンター

お問合せ：お問合せ：03-5323-453703-5323-4537　10:00 ～ 17:00　※12:00 ～ 13:00、土日祝日除く10:00 ～ 17:00　※12:00 ～ 13:00、土日祝日除く

 UR 都市機構 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業第４課 UR 都市機構 東日本賃貸住宅本部 ストック事業推進部 事業第４課

〇 荒天や、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、中止・延期となる可能性があります。
〇 ご来場の際はマスクの着用に加え、検温・手指の消毒へのご協力をお願いします。
〇 荒天や、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、中止・延期となる可能性があります。〇 荒天や、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、中止・延期となる可能性があります。
〇 ご来場の際はマスクの着用に加え、検温・手指の消毒へのご協力をお願いします。〇 ご来場の際はマスクの着用に加え、検温・手指の消毒へのご協力をお願いします。

協賛：協賛：

協力：協力：

今年は例年以上にパワーアップ！
袖ヶ浦団地の魅力を見つけてみませんか？

今年は例年以上にパワーアップ！
袖ヶ浦団地の魅力を見つけてみませんか？

団地の魅力を発見しよう

～ Discover My SodegaURa ～
団地の魅力を発見しよう

～ Discover My SodegaURa ～
団地の魅力を発見しよう

～ Discover My SodegaURa ～

令和３年 11 月 13 日（土）、14 日（日）令和３年 11 月 13 日（土）、14 日（日）
10:00 ～ 15:0010:00 ～ 15:00（最終受付 14:30）（最終受付 14:30）

※13日（土）の～団地コミュニティシンポジウム～のみ16：00まで※13日（土）の～団地コミュニティシンポジウム～のみ16：00まで



Contents
開催期間中 Join Spot 袖ヶ浦を特別無料開放！

13日
（土）
13日13日
（土）（土）

キッチンカー・販売会以外は無料キッチンカー・販売会以外は無料

日付・時間の記載が無いものは 13 日 14 日の 10日付・時間の記載が無いものは 13 日 14 日の 10:00 ～ 1500 ～ 15:00 で実施00 で実施

Join Spot 袖ヶ浦

管理サービス事務所前広場

ショッピングセンター集会所

アウトドアフィットネス
デンマークメーカーの器具で体験！

アウトドアフィットネスアウトドアフィットネス
デンマークメーカーの器具で体験！デンマークメーカーの器具で体験！

かんてんネンドワークショップ
 ※2 歳～大人まで参加可
 ※当日受付でお申込みください

かんてんネンドワークショップかんてんネンドワークショップ
 ※2 歳～大人まで参加可 ※2 歳～大人まで参加可
 ※当日受付でお申込みください ※当日受付でお申込みください

参加
無料

参加
無料

京成バラ園販売会京成バラ園販売会

提供提供：京成バラ園芸株式会社：京成バラ園芸株式会社

雑貨や食品を販売します。雑貨や食品を販売します。

団地のスペースハンティング団地のスペースハンティング

提供：千葉工業大学 田島研究室提供：千葉工業大学 田島研究室

団地で撮影した写真の展示を行い、こ団地で撮影した写真の展示を行い、こ

れからの団地の未来や今の団地のさまれからの団地の未来や今の団地のさま

ざまな一面について考えます。ざまな一面について考えます。

バラ香る紅茶バラ香る紅茶シフォンケーキシフォンケーキ

参加
無料

参加
無料

参加
無料

参加
無料

ストリートファニチャーストリートファニチャー

提供：千葉工業大学 田島研究室提供：千葉工業大学 田島研究室

制作したストリートファニチャーを体制作したストリートファニチャーを体

験していただき、今後の可能性を探り験していただき、今後の可能性を探り

ます。ます。

アクティビティ調査報告アクティビティ調査報告

提供：千葉工業大学 鎌田研究室提供：千葉工業大学 鎌田研究室

袖ヶ浦団地で行った、アクティビティ袖ヶ浦団地で行った、アクティビティ

調査の報告を行います。調査の報告を行います。

団地再生を目指して団地再生を目指して
～団地コミュニティ～団地コミュニティシンポジウム～シンポジウム～

提供：千葉工業大学 田島研究室提供：千葉工業大学 田島研究室
日付：13 日（土）日付：13 日（土）
時間：14:00 ～ 16:00時間：14:00 ～ 16:00

ゲストをお迎えし、地域コミュニティゲストをお迎えし、地域コミュニティ

の活性化について意見交換を行います。の活性化について意見交換を行います。

【ゲストパネラー】【ゲストパネラー】

河野 直氏河野 直氏（合同会社つみき設計施工社代表）（合同会社つみき設計施工社代表）

森田 芳朗氏森田 芳朗氏（東京工芸大学教授）（東京工芸大学教授）

【モデレーター】【モデレーター】

田島 則行田島 則行（千葉工業大学准教授）（千葉工業大学准教授）

参加型コミュニティ参加型コミュニティ
ライブラリーライブラリー ( 本棚 )

提供：千葉工業大学 田島研究室提供：千葉工業大学 田島研究室

11/4 から JoinSpot で皆様おすすめ11/4 から JoinSpot で皆様おすすめ

の本を集めます。 の本を集めます。 

学生が作成した本棚に、集めた本を並学生が作成した本棚に、集めた本を並

べてライブラリーが完成します。べてライブラリーが完成します。

晴れていれば Joinspot 入口前の屋外晴れていれば Joinspot 入口前の屋外

で開催します。で開催します。

    
お問合せ先 : 千葉工業大学田島研究室  お問合せ先 : 千葉工業大学田島研究室  

MAL：info@tajima-lab.jpMAL：info@tajima-lab.jp

手芸手芸ワークショップワークショップ

提供：千葉工業大学提供：千葉工業大学
　　　手芸倶楽部　　　手芸倶楽部
日付：13 日（土）日付：13 日（土）

ボーネルンド　PLAY BUSボーネルンド　PLAY BUS

提供：株式会社ボーネルンド提供：株式会社ボーネルンド

世界各国の遊具を使って、屋内外であ世界各国の遊具を使って、屋内外であ

そびを体験！そびを体験！

子どもから大人まで楽しめるさまざま子どもから大人まで楽しめるさまざま

なあそびを、プレイリーダーがご紹介なあそびを、プレイリーダーがご紹介

します。します。

ex. ・はずむエアマット「エアトラック」ex. ・はずむエアマット「エアトラック」

 ・全身で組み立てる大型ブロック ・全身で組み立てる大型ブロック

 ・6 ヶ月から遊べる「赤ちゃん広場」 ・6 ヶ月から遊べる「赤ちゃん広場」

・管理サービス事務所前広場の他、集会室やショッ・管理サービス事務所前広場の他、集会室やショッ
ピングセンターでも実施します。ピングセンターでも実施します。

・一部コンテンツは雨天の場合中止させていただ・一部コンテンツは雨天の場合中止させていただ
きます。きます。

キッチンカーキッチンカー
“J Smile WAGON”“J Smile WAGON”

提供：日本総合住生活株式会社提供：日本総合住生活株式会社
時間：11:30 ～ 14:30時間：11:30 ～ 14:30

切バラを切バラを
長く楽しむ説明長く楽しむ説明会

提供：京成バラ園芸株式会社提供：京成バラ園芸株式会社
日付：14 日（日） 日付：14 日（日） 
時間：午前の部 11:00 ～ 11:20時間：午前の部 11:00 ～ 11:20
　　　午後の部 13:00 ～ 13:20　　　午後の部 13:00 ～ 13:20

おもちゃでおもちゃで
ボールすくいゲームボールすくいゲーム

提供提供：京成建設株式会社：京成建設株式会社

時間：時間：午前の部午前の部 10:00 ～ 12:0010:00 ～ 12:00

　　　午後の部 13:00 ～ 15:00　　　午後の部 13:00 ～ 15:00

14日
（日）
14日
（日）

13日
（土）
13日13日
（土）（土）


