
問い合わせ
（電話番号）

資料
番号

総務課
0183-56-8133 1

⽣涯学習課
0183-55-8193 2

⽣涯学習課
0183-73-2163 3

⽉ ⽇ 曜
⽇ 時間 ⾏事名 場所 問い合わせ

（電話番号）
資料
番号

3 ⽔ 8:30 雄勝郡会議事堂記念館企画展「ゆざわの⽂化財展」（31⽇まで） 雄勝郡会議事堂記念館 ⽣涯学習課
0183-55-8193 ー

4 ⽊ 14:00 株式会社スペースマーケットとの連携協定締結式 市役所本庁舎3階
庁議室

まちづくり協働課
0183-56-8386 4

ー 七⼣絵どうろうまつり（7⽇まで） 湯沢市街
（柳町、⼤町ほか）

湯沢市観光物産協会
0183-73-0415 ー

19:00 七⼣絵どうろうまつり プロジェクションマッピング（7⽇まで） 雄勝郡会議事堂記念館 ⽣涯学習課
0183-55-8193 2

6 ⼟ 9:00 夜の図書館（午後8時まで） 湯沢図書館 湯沢図書館
0183-73-4030 チラシ

6 ⼟ 18:30 ⾳楽のまち“ゆざわ”プレサマーミュージックフェスティバル2022
〜七⼣コンサート〜

市役所本庁舎1階
市⺠ロビー

7 ⽇ 13:30 ⾳楽のまち“ゆざわ”サマーミュージックフェスティバル2022 湯沢⽂化会館
⼤ホール

8 ⽉ 19:30 雄勝⼤花⽕⼤会 役内川河川敷
新万⽯橋上流

雄勝⼤花⽕⼤会実⾏委員会
0183-52-2200 ー

10:00 戦没者追悼献花式 市役所本庁舎2階
会議室25・26

11:00 戦没者追悼平和祈念献花 市役所本庁舎1階
市⺠ロビー

13:00 ⼆⼗歳を祝う会 湯沢⽂化会館
⼤ホール

⽣涯学習課
0183-73-2163 3

21 ⽇ 13:30 ⾳楽のまち"ゆざわ"8⽉の⽉イチ♪コンサート
納涼コンサート

市役所本庁舎1階
市⺠ロビー

⾳楽のまちゆざわ推進協議会
0183-73-2163 チラシ

問い合わせ
（電話番号）

資料
番号

情報政策課
0183-56-8387 7

湯沢市⽣活応援商品券2022
市⺠の皆さまに1⼈当たり5,000円分の商品券をお配りします
展⽰施設活性化事業「七⼣絵どうろうまつり プロジェクションマッピング」開催︕
県指定⽂化財「旧雄勝郡会議事堂」から時空を超えた湯沢市の歴史⽂化を紹介

PRESS INFORMATION

定例記者会⾒資料
秋⽥県湯沢市

令和4年7⽉25⽇

項⽬

◆トピックス

報道関係者各位

次回の定例記者会⾒は、8⽉25⽇(⽊) 午前11時、本庁舎2階　会議室25・26で開催します。
問い合わせ／情報政策課 元気・魅⼒発信班　電話︓0183-56-8387　FAX︓0183-73-2117

あなただけの広報ゆざわコネクト
表紙を差し替えした世界に⼀つだけの広報ゆざわをプレゼントします

項　⽬

8⽉15⽇ 令和4年度⼆⼗歳を祝う会開催
「成⼈式」の名称を改め、「⼆⼗歳を祝う会」として開催します

◆⾏事予定

◆その他情報提供

5湯沢⽂化会館
0183-72-2121

福祉課
0183-73-212215 ⽉

6

⾦5

8



【報道発表資料】 

令和4年7⽉25⽇ 
 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

総務部総務課 湯沢市⽣活応援商品券2022担当 

Tel︓0183-56-8133  Mail︓syouhinken2022@city.yuzawa.lg.jp 

湯沢市⽣活応援商品券2022 

市⺠の皆さまに1⼈当たり5,000円分の商品券をお配りします 

 新型コロナウイルス感染症の影響による物価の⾼騰が続いている現状を受け、市では市⺠の皆さま
の負担を軽減し、⽣活を応援するために、1⼈当たり5,000円分の「湯沢市⽣活応援商品券2022」を
市⺠全員にお配りします。 
 商品券は8⽉下旬から9⽉上旬にかけて各世帯に郵送します。令和4年9⽉1⽇から令和5年1⽉31⽇
まで利⽤することができます。 

商品券を利⽤できる店舗は、商品券に同封する取扱店舗⼀覧のほか、湯沢市商品券事業協議会ホー
ムページに最新の情報を随時掲載しますので、加盟店の募集と併せてご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜「湯沢市⽣活応援商品券2022」概要＞ 

商品券額 1セット5,000円（500円券×10枚つづり） 

送付対象 
8⽉1⽇時点において、市の住⺠基本台帳に登録されている⽅ 
※8⽉1⽇以降に出⽣した⼦どもについては、12⽉31⽇までに出⽣届が提出され
た⼦ども 

送付時期 8⽉下旬から9⽉上旬に郵送 

利⽤期間 令和4年9⽉1⽇（⽊）から令和5年1⽉31⽇（⽕）まで 

ホームページ 

・市「湯沢市⽣活応援商品券2022」 
 https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/101/4839.html 

・湯沢市商品券事業協議会 
 https://shouhinken.yuzawacci.or.jp 

 

資料 1 

【お配りする商品券】

【加盟店⽤ステッカー】 



【報道発表資料】 

令和4年7⽉25⽇ 
 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

教育部⽣涯学習課 ⽂化財保護室 担当︓⾼橋 

Tel︓0183-55-8193  Mail︓k-bunkazai@city.yuzawa.lg.jp 

展⽰施設活性化事業 

「七⼣絵どうろうまつり プロジェクションマッピング」開催︕ 

県指定⽂化財「旧雄勝郡会議事堂」から時空を超えた市の歴史⽂化を紹介 

 湯沢市⽂化遺産活性化実⾏委員会は、8⽉5⽇（⾦）、6⽇（⼟）、7⽇（⽇）の3⽇間、雄勝郡会議
事堂記念館において、市に伝わる歴史⽂化をテーマにしたプロジェクションマッピングを上映します。 

市の⽂化財展⽰施設の1つである県指定⽂化財「旧雄勝郡会議事堂」を活⽤して、夏の伝統⾏事「七
⼣絵どうろうまつり」に合わせ、市⺠や観光客の皆さまに、他の⽂化財展⽰施設（院内銀⼭異⼈館、
ジオスタ☆ゆざわ、稲庭城）や市の歴史⽂化をより知っていただくことを⽬的として⽂化庁の⽂化芸
術振興費補助⾦を受けて開催します。 

プロジェクションマッピングは、四季折々の湯沢を彩る歴史⽂化をストーリー仕⽴てで紹介するも
ので、市内外に住む⽅、⽼若男⼥問わず楽しめる内容になっています。 

また館内では関連事業として⽂化財展⽰施設と、その展⽰品を紹介する企画展や「秋⽥の美しい⼈
推し活︕プロジェクト」と題した、地域⽂化財の再発⾒を⽬的とするワークショップなどの開催を予
定しています。 

築130年を迎える明治期の建物に投影される幻想的な時空
と き

を、ぜひお楽しみください。 
 
＜「七⼣絵どうろうまつり プロジェクションマッピング」概要＞ 

期⽇ 8⽉5⽇（⾦）、6⽇（⼟）、7⽇（⽇） 

上映時間 
午後7時、午後7時30分、午後8時、午後8時30分  それぞれ10分間 
3⽇間同じ時間で上映  （計12回） 

場所 雄勝郡会議事堂記念館（北荒町2-20） 

主催 湯沢市⽂化遺産活性化実⾏委員会 (会⻑ 佐藤隆康) 

⼊場料 無料 

 

資料 2 







【報道発表資料】 

令和4年7⽉25⽇ 
 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

教育部⽣涯学習課 社会教育班 担当︓平⼭ 

Tel︓0183-73-2163  Mail︓y-hatachi@city.yuzawa.lg.jp 

8⽉15⽇ 令和4年度⼆⼗歳を祝う会開催 

「成⼈式」の名称を改め、「⼆⼗歳を祝う会」として開催します 

成年年齢引き下げに伴い「成⼈式」の名称を改め、「⼆⼗歳を祝う会」として、⼆⼗歳になられた
皆さまを祝福します。 

コロナ禍での開催にあたり、昨年に引き続き事前申込制とするほか、式典当⽇7⽇前からの体調管
理のお願いや来場時の検温、消毒など、新型コロナウイルス感染症感染拡⼤防⽌に努めます。 

また、「来場参加」に加え、当⽇来場できない⽅にも参加いただける「ライブ動画配信の視聴によ
る参加」を提供すると共に、式典の様⼦などを撮影した記念動画を後⽇、対象者限定で配信します。 

式典後の記念⾏事では、⾳楽のまち“ゆざわ”を感じていただけるよう⾳楽ライブを開催します。 
オフコースのドラマーをはじめ⻑年にわたり⽇本の⾳楽シーンをリードしてきた⼤間ジローさん（⼩
坂町出⾝）率いる「⼤間ジローとWHO愉快な仲間たち」によるロックなコンサートで、若者の⾨出
を祝福します。 
 今年度は、湯沢翔北⾼等学校⽣から先輩へのメッセージや地元の特産品を使⽤した「ミッチェリー
サワーの素」の紹介をします。また、市出⾝のイラストレーター凪さんから動画メッセージをお寄せ
いただくほか、作品の使⽤についてもご協⼒をいただいています。市に縁のあるたくさんの⽅々から
の暖かい応援が盛りだくさんです。これからの社会を担う責任と⾃覚を促すよう、若者にエールを送
ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 3 

【市⻑式辞】 【記念⾏事】 



【報道発表資料】 

令和4年7⽉25⽇ 
 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

教育部⽣涯学習課 社会教育班 担当︓平⼭ 

Tel︓0183-73-2163  Mail︓y-hatachi@city.yuzawa.lg.jp 

＜「令和4年度湯沢市⼆⼗歳を祝う会」概要＞ 

対象者 

平成13年4⽉2⽇から平成14年4⽉1⽇までの間に⽣まれた⽅のうち、次のいずれか
に該当する435⼈（男性236⼈、⼥性199⼈）※6⽉30⽇現在 
1.市に在住している⽅ 
2.平成29年3⽉時点において市に住んでいた⽅ 
3.平成29年3⽉に市内の中学校を卒業した⽅ 

期⽇ 8⽉15⽇（⽉） 

⽇程 

午後1時    対象者受付 
午後1時50分 各校動画撮影 
午後3時    式典 （市⻑式辞・来賓祝辞・代表「⼆⼗歳の誓い」・祝電披露） 
午後3時15分 イラストレーター「凪」動画メッセージ 
午後3時20分 湯沢翔北⾼等学校⽣「ミッチェリーサワーの素」PR 
午後3時45分 記念⾏事「⼤間ジローとWHO愉快な仲間たち」 

記念品 
当⽇の様⼦などを収めた記念動画を後⽇配信します。 
（対象者向け限定公開）

場所 湯沢⽂化会館 ⼤ホール 

主催 湯沢市 

 
＜新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤状況に応じた対応について＞ 

現時点では、地域による来場制限を設けずに開催する予定ですが、次のいずれかに該当する場合は、
参集形式での開催を中⽌または参集範囲を限定して開催しますのでご理解とご協⼒をお願いします。 

①市に、緊急事態宣⾔またはまん延防⽌等重点措置が発令もしくは⼀定数以上の⼈が集まるイベン
トの⾃粛要請などがあった場合 

②対象者の居住地に緊急事態宣⾔またはまん延防⽌等重点措置が発令された場合 
③各地域での感染状況や国などからの要請により必要と認められる場合 

※市内における新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤状況によっては、やむを得ず中⽌する場合があ
ります。 

※参加申し込みをした⽅には、8⽉上旬に、メールで開催⽅法などのご案内をいたします。 



【報道発表資料】 

令和4年7⽉25⽇ 
 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

まちづくり協働課 未来づくり推進班 担当︓⾼根 

Tel︓0183-56-8386  Mail︓mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp 

公共施設のオンライン予約 10⽉より試験実施︕ 

8⽉4⽇ 株式会社スペースマーケットと連携協定を締結 

 市では、⼈⼝減少社会における様々な社会課題の解決や、持続可能な社会の実現に向けてシェアリ
ングエコノミーを推進し、⾏政や企業によるサービスを維持、補完するツールとして取り組みを進め
てきました。 
 今般、シェアリングエコノミーの先駆者であるスペースマーケットとの共同により、同社が有する
技術や知識を活⽤した公共施設予約のオンライン化を検討し、10⽉からの試験実施を進めながら市
⺠サービスの向上、関連事務の改善を図ることとしております。 
 令和4年度は「湯沢市ふるさとふれあいセンター」、「三関地区センター」の2施設のオンライン予
約を試験導⼊し、令和5年度から本格運⽤を開始する予定です。 
 施設予約のオンライン化により、これまでの紙ベースによる申請⼿続きがすべて⾒直しされ、時間
を問わず施設の予約が可能となります。 
 なお、事業実施にあたっては共同開発先となる株式会社スペースマーケット（代表取締役社⻑ 重
松⼤輔）との間で連携協定を締結し、今回の公共施設オンライン予約によるサービス向上・事務改善
のほか、地域資源の活⽤などに取り組むこととしております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ＜株式会社スペースマーケットとの連携協定締結式＞ 

⽇時 8⽉4⽇（⽊） 午後2時 

場所 市役所本庁舎 3階庁議室 

 

資料 4 

【三関地区センター】 【湯沢市ふるさとふれあいセンター】 



【報道発表資料】 

令和4年7⽉25⽇ 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

⾳楽のまち“ゆざわ”サマーミュージックフェスティバル実⾏委員会 

事務局︓湯沢⽂化会館内  担当︓村上・鈴⽊ 

Tel︓0183-72-2121  Mail︓y-bunka@city.yuzawa.lg.jp 

⾳楽のまち“ゆざわ”サマーミュージックフェスティバル2022 

オリタノボッタさんをゲストに迎え、8⽉7⽇（⽇）開催 

⾳楽のまち“ゆざわ”の中⼼的イベントであるサマフェスが8⽉7⽇（⽇）に湯沢⽂化会館を会場に
開催されます。今夏は「笑って笑ってエヴリバディ︕」をテーマに⾳楽愛好家が⼀堂に会します。 

サマーミュージックフェスティバルは、⾳楽のまち“ゆざわ”を全国に発信し、市⺠とともに⾳楽の
まちづくりの意識を⾼めていくことを⽬的に2008年から実施しています。 
 今年のゲストは秋⽥南⾼等学校吹奏楽部の皆さまと、昨年に引き続きサクソフォン奏者のオリタノ
ボッタ（織⽥

お り た
浩司
こ う じ

）さんです。織⽥さんにはソロ・指揮でのご出演に加えて、若い演奏家や吹奏楽団
の育成指導も⾏っていただきます。 
 なお、プレイベントとして、七⼣絵どうろうまつり期間中の8⽉6⽇（⼟）午後6時30分から、市
役所本庁舎において「⾳楽のまち“ゆざわ”プレサマーミュージックフェスティバル七⼣コンサート」
が開催されます。こちらは⼊場無料ですので誰でも気軽に⾳楽を楽しんでいただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜「⾳楽のまち“ゆざわ”サマーミュージックフェスティバル2022」概要＞ 

⽇時 8⽉7⽇（⽇）午後1時30分（開場︓午後0時30分） 

場所 湯沢⽂化会館 ⼤ホール 

出演 

① 市出⾝若⼿演奏家 
② フェスティバルキッズ 
③ 秋⽥県⽴秋⽥南⾼等学校ゲスト演奏 
④ フェスティバルバンド（中学⽣、⾼校⽣、⼀般による吹奏楽団） 

ゲスト︓オリタノボッタさん（サクソフォン奏者） 
指揮︓⼤滝 慎さん

⼊場料 500円（⼩学⽣以下は無料） 

主催 ⾳楽のまち“ゆざわ”サマーミュージックフェスティバル実⾏委員会 
 

資料 5 

【ゲストの織⽥浩司さん】 【昨年のフェスティバルキッズ】 



【報道発表資料】 

令和4年7⽉25⽇ 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

⾳楽のまち“ゆざわ”サマーミュージックフェスティバル実⾏委員会 

事務局︓湯沢⽂化会館内  担当︓村上・鈴⽊ 

Tel︓0183-72-2121  Mail︓y-bunka@city.yuzawa.lg.jp 

 
＜「⾳楽のまち“ゆざわ”プレサマーミュージックフェスティバル2022〜七⼣コンサート〜」概要＞ 

⽇時 8⽉6⽇（⼟）午後6時30分 

場所 市役所本庁舎 1階市⺠ロビー 

出演 福⼭光晴⽒（株式会社セガミュージッククリエーター）ほか 

内容 

1部 
 ・ゲーム⾳楽とは︖ゲーム⾳楽の概要 

  ・ゲーム⾳楽制作の現場とプロセス 
2部 
  ・制作の実演 
  ・ミニジャズライブ

⼊場料 無料 
 





 

音楽のまち“ゆざわ”８月の月イチ♪ 

サマーミュージックフェスティバルプレコンサート 

２０２２年８月６日(土)  １８：３０～２０：００ 

湯沢市役所本庁舎 市民ロビー 入場無料 

 

主催：音楽のまちゆざわ推進協議会 

湯沢市教育委員会事務局教育部生涯学習課内 

☎0183-73-2163 Mail:otomachi.yuzawa@gmail.com 

ホームページ フェイスブック 

新型コロナウイルス感染症拡大防止策（マスク・検温・座席数・予定変更）へのご協力をお願いいたします。 

 

 



【報道発表資料】 

令和4年7⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

福祉保健部福祉課 地域福祉班 担当︓茂⽊ 

Tel︓0183-73-2122  Mail︓chiiki-fukushi-gr@city.yuzawa.lg.jp 

令和4年度湯沢市戦没者追悼献花式 8⽉15⽇開催 
「戦没者を追悼し平和を祈念する⽇」に 

 例年、湯沢市戦没者追悼式は、7⽉下旬から8⽉上旬頃に湯沢⽂化会館で⾏っています。今年
度は、名称を「湯沢市戦没者追悼献花式」とし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け昨年度
と同様に規模を縮⼩（関係者のみ）して開催します。 

昨今、国際情勢の緊張の度合いが⾼まりを⾒せています。こういった世界情勢であることに、
これまで以上に市全体で戦争（市の戦没者2,375柱余）について考え、平和を祈念する契機と捉
え、開催⽇を「戦没者を追悼し平和を祈念する⽇」である8⽉15⽇に変更し、開催場所も市役所
本庁舎に変更するなど、市⺠の皆さまが参加しやすい形として、式終了後に市役所本庁舎1階ロ
ビーに⾃由献花台を設置いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜湯沢市戦没者追悼献花式概要＞ 

⽇時 
8⽉15⽇（⽉） 
 戦没者追悼献花式    ︓ 午前10時から 
 戦没者追悼平和祈念献花 ︓ 午前11時から午後3時まで 

場所 
 戦没者追悼献花式    ︓ 市役所本庁舎 2階会議室25･26 
 戦没者追悼平和祈念献花 ︓ 市役所本庁舎 1階市⺠ロビー 

主催  湯沢市 

参集範囲  戦没者追悼献花式 ︓ 戦没者遺族（遺族会役員）、来賓 ほか 約25⼈ 

その他  戦没者追悼平和祈念献花 ︓ 献花は市が準備します。 

 

資料 6 

 
【昨年度の戦没者追悼式】 



【報道発表資料】 

令和4年7⽉25⽇ 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

ふるさと未来創造部情報政策課 元気・魅⼒発信班 担当︓佐藤 

Tel︓0183-56-8387  Mail︓miryoku-gr@city.yuzawa.lg.jp 

【表紙イメージ※実際にプレゼントするものです】 

あなただけの広報ゆざわコネクト 

表紙を差し替えした世界に⼀つだけの広報ゆざわをプレゼントします 

市では、お⼦さんの出⽣をお祝いする取り組みの⼀環として、表紙を⾚ちゃんの写真に差し替えし
た、永久保存版の世界に⼀つだけの広報ゆざわを作成し、プレゼントしています。 
 お宮参り、お⾷い初め、⽇常のふとした瞬間など、キュンとするさまざまな表情の写真が広報の表
紙を飾ります。 
 受け取った⽅からは以下の感想をいただいています。 
  ・出来映えに驚いた 
  ・とてもよい記念になった 

・⼦どもが⼤⼈になったらプレゼントしたい 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
【参考】 令和2年度実績︓19件／令和3年度実績︓27件／令和4年度︓11件（7⽉25⽇現在） 
 
 ＜「あなただけの広報ゆざわコネクト」概要＞ 

対象者 1歳になるまでの⾚ちゃん 

申込⽅法 
本⽂に「住所・保護者⽒名」「お⼦さんの名前・⽣年⽉⽇」・「メッセージ
（希望者のみ）」・「差し替えを希望する広報の発⾏号」などを⼊⼒の上、写
真を添付しメール送信 

申込料⾦ 無料 

周知⽅法 
・広報ゆざわ毎号に周知記事を掲載 
・チラシの設置（⼦育て⽀援総合センターなど） 

 
  また、百歳⻑寿のお祝い記事が掲載された⽅に対しては、当該発⾏号の表紙を広報掲載写真に差 

し替えしたものに市⻑のメッセージを添えてプレゼントしています。 

資料 7 

【申し込んだ理由】 
⼦どもの誕⽣、1歳を機に申し込みました。⼤きくなっ

たら⾃分が広報の表紙を飾ったことを喜んでほしいです。
また、親族へ記念として渡すことも考えています。 

 
【さらにリクエスト】 

1歳までに限らずできるようにしてもらえれば、⼦ども
の成⻑とともに記念として残すことができるので嬉しいで
す。 



メール本文に次の事項を入力し、写真を添付して送信！

▶件名：「あなただけの広報ゆざわコネクト」

▶氏名　▶住所　▶電話番号　▶お子さんの名前、生年月日

▶メッセージ（希望者のみ）　▶必要部数（10部以内）

▶希望する発行号
※写真データは１メガバイト以上のものを推奨します。

お子さんの写真（電子データ）をメールでお送りいただいた方に、表紙の

写真を差し替えた「広報ゆざわコネクト」を無料でプレゼントします。

問合せ ふるさと未来創造部 情報政策課 元気・魅力発信班 ☎56-8387

必要

事項 １
歳
ま
で

対象

と
す
る

広
報
紙
つ
く
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

キ
ュ

ン

koho@city.yuzawa.lg.jp送信先

※
写
真
は
実
際
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
も
の
で
す
。



 

 



 

音楽のまち“ゆざわ”８月の月イチ♪ 

 

２０２２年８月２１日(日) 13：30～15：00 

湯沢市役所本庁舎 市民ロビー 入場無料 

 

主催：音楽のまちゆざわ推進協議会 

湯沢市教育委員会事務局教育部生涯学習課内 

☎0183-73-2163 Mail:otomachi.yuzawa@gmail.com 

ホームページ フェイスブック 

新型コロナウイルス感染症拡大防止策（マスク・検温・座席数・予定変更）へのご協力をお願いいたします。 


