
♦大会会場♦ 千葉沼南グラウンド、手賀の丘グラウンド、柏の葉公園野球場

♦大会期日♦ 開会式　 2023年2月19日（日）

予選　 2023年2月25日（土）、2月26日（日）

本戦・決勝　2023年3月4日（土）、3月5日（日）

♦共催♦　 Yazawa Baseball Community Kashiwa

Nature ホールディングス株式会社

オール沼南ベースボールクラブ

ドリームアカデミープロジェクト実行委員会

♦主管♦　　 オール沼南ベースボールクラブ

♦協賛♦　　 TSUTAYA（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）、

森永乳業株式会社、JAちば東葛、キリンビバレッジ (予定・変更の場合有）

谷沢旗・千葉沼南旗

関東軟式少年野球大会
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1.大会名称　 谷沢旗・千葉沼南旗　関東軟式少年野球大会

2.大会の目的 ・野球（大会）を通じてスポーツをすることの楽しさを伝えていく。

・6年生という小学生最後のイベントとして、今まで頑張ってきたことの

集大成や仲間との最後の思い出作りをする。

・教育の場とした様々なイベントを行い、親子で参加し体験をすることで

親子の絆を深め、子供は「親への感謝の気持ち」を大切にする事、

親は「食育」など未来の子供たちへの成長の一助を行っていく。

・他チームとの交流で人の輪を広めながらフェアプレーの精神の気持ちを

大切にし、将来健全な社会人として成長できるよう心の強さを育むこと

を目的とする。

3.共催　 Yazawa Baseball Community Kashiwa

Nature ホールディングス株式会社

オール沼南ベースボールクラブ

ドリームアカデミープロジェクト実行委員会

4.主管 オール沼南ベースボールクラブ

5.協賛 TSUTAYA（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）、

森永乳業株式会社、JAちば東葛、キリンビバレッジ

(予定・変更の場合有）

6.開催期間　 2023年2月25日（土）、2月26日（日）

※千葉沼南グラウンド、手賀の丘グラウンド

2023年3月4日（土）、3月5日（日）　柏の葉公園野球場

7.参加者 小学生700名

保護者・チームスタッフ・一般観覧者2000名（予想）

運営スタッフ100名（予定）

8.駐車場 300台収容可能。

駐車場は予約制となっております。予約が上限に達した場合は抽選とな

ります。抽選に外れてしまった方は、公共交通機関でのご来場をお願い

いたします。

谷沢旗・千葉沼南旗　関東軟式少年野球大会　実施要項
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9.表彰・景品 【優勝】金メダル、トロフィー、東京ドーム観戦チケット、

谷沢さんのステッカー付ヘルメット15個、ボール3ダース、スポーツ飲

料20ケース、祝勝会飲み食べ放題

(SUZUKI MARK (有)鈴木徽章工芸様提供）

【準優勝】銀メダル、ボール2ダース、スポーツ飲料10ケース

(SUZUKI MARK (有)鈴木徽章工芸様提供）

【3位/2チーム）】銅メダル、ボール1ダース、スポーツ飲料5ケース

(SUZUKI MARK (有)鈴木徽章工芸様提供）

【ベスト9】要検討

【参加賞】全員（コーチ、監督含む）お米5㎏。

2023年2月19日（日） 二松学舎大学附属柏高等学校にて開会式を行います。

9：00～10：00 （二松学舎大学附属柏高等学校が借りられなかった場合、

10.開会式 千葉県立手賀の丘青少年自然の家を使用します。）

1）選手入場（多目的グラウンド）　

（酒井根中学校 *　吹奏楽部による演奏・選手家族によるジェット風船）

2）選手宣誓

3）主催者代表挨拶　（谷沢健一様）

4）来賓挨拶

5）優勝旗返還

6）イベントプログラム説明

7）子供達全員でジェット風船回収

8）選手退場　（酒井根中学校*　吹奏楽部による演奏）

開会式終了後、イベント実施。 *酒井根中学校　別紙参照
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11.野球規則　 本大会は2021年公認野球規則書、並びに大会特別競技規則を適用する。

故意四球の申告制を採用する。野球規則5.05（ｂ）（1）細則参照

但し、公認野球場以外の会場で試合を行う場合、ローカルルールを適用する。

12.使用球場 千葉沼南グラウンド・手賀の丘グラウンド・柏の葉公園野球場

13.チーム編成　 1）大会登録名簿登録している選手に限る。

2）現小学生4年生から現6年生までとする。

3）単独チーム・地区選抜チーム・合同チームでの構成とする。

4）代表1名・監督・コーチ3名以内（マネージャーを含む）まで登録可

能とする。

5）試合出場メンバーは9名とし、DH制は適用しない。

14.試合時間 試合時間が試合開始後1時間30分を通過した場合は時間コールドとする。

決勝戦は点差コールドを適用しないが時間コールドを適用する。

15.延長戦 最終回が同点かつ試合開始後1時間30分以内である場合に限り最大1回の

延長戦とする。

16.コールドゲーム 1）試合開始後１時間30分が経過した場合は、新しいイニングに入らず

コールドゲームとする。

2）得点差によるコールドゲームは、3回終了時10点差とし、5回以降は

7点差とする。

3）決勝戦に限り、得点差コールドゲームは採用しないが時間による

コールドゲームは適用する。

17.特別延長戦　 １）延長1回あるいは試合開始から1時間30分を越え（いずれか早い方）

〈タイブレイク〉 両チームの得点が等しいとき､以降の回の攻撃は一死走者満塁の状態から

行うものとする。

２）打者は､前回正規に打撃を完了した打者の次の打順の者とする。 

３）この場合の走者は､前項による打者の前の打順の者が一塁走者 

一塁走者の前の打順の者が二塁走者､そして､二塁走者の前の打順の者が

三塁走者となる。

４） この場合､代打及び代走は認めないものとする。

５） 特別延長戦(1回)を行い、勝敗が決定しない場合は抽選とする。

18.先行／後攻 ジャンケンで先攻／後攻を決定する。 但し､メンバー表は前の試合の3回

｢後攻｣が終了した直後､または前の試合開始1時間経過後､ 本部席へ主将

が提出するものとする。
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19.審査　 審査はそのチームの所属するリーグの規定に準拠する。

20.背番号　 大会参加申込書に記入した同じ番号を付して出場するものとする。

21.大会試合球　 大会試合球はナガセケンコーボールＪ号とする。主催者側より提供

22.投球回数 投手の連投は認めるが、1試合の投球回数は 5回 まで。 1日、 10回 まで

とする。(タイブレイクも含める。)

23.タイムの回数 試合をスピーディのするために次の通り実施する。(ヤングリーグ大会規

定に則る。) 監督・コーチの指示伝達は一試合（7回）で、守備・攻撃の

タイムを各2回迄とする。

延長戦・タイブレークに入った場合は、それ以前の回数に関係なく1イニ

ングに1回とする。

 ※　選手の交替及びプレイの確認についてのタイムは計測しない。

 ※　指示伝達は審判員が「タイム」を宣告してから30秒以内とする。

Ａ）守備側のタイムの制限 　

① 監督・コーチが守備の作戦のため（投手を含む）タイムを要求した場合。 　

② 野手（捕手を含む）が、二人以上マウンド付近に集まった場合は1回

カウントする。 　

③ 捕手は、一試合に投手のもとへ行くのは3回迄として、投手交代・延

長戦・タイブレークは各1回とする。

Ｂ）攻撃側のタイムの制限 　

① 打者及び走者に対してタイムを要求した場合。

② 守備側のタイム要求中に協議するのは認められるが、守備側のタイム

が終了するまでに行う。（守備側のタイムが終了しても、なお継続する

場合は1回カウントする） 　

③ 攻撃側に責任なく試合が中断（選手の突発的な怪我など）した場合は

計測しない。

Ｃ）タイムの回数（内容）の統一 

① 監督・コーチからタイムの要求があれば全て1回の計測をする 

② 監督が選手を集めた中に投手も含んでいれば「作戦タイム」＋「投手

に指示 5・10の対象」となります。

Ｄ）監督・コーチが投手に指示する回数（選手の伝令も含む）

規則書5.10【原注】

監督又はコーチが投手に対して指示を与える目的を持ってタイムを要求

する場合直接、間接を問わず一イニングにつき2回目に自動的に交代と

なる。 
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その投手は他の守備位置につくことはできるが、同一イニングでは再び

投手として登板することはできないが、新しいイニングに入れば、再び

投手として登板することができる。

24.球場集合　 柏の葉公園野球場の場合・当該試合開始時刻の60分前迄に集合

（沼南球場の場合・室内練習場に60分前に集合） 到着時に必ず本部席

へ到着の報告をするものとする。

25.ベンチ  試合の組合表番号の若いチームが一塁側のベンチを使用する。

26.シートノック 後攻チームより順次始めて各々5分以内とする。

但し、同一球場でダブルの試合の場合はシートノックをしないものとする｡ 

27.采配 大会本部に登録された､監督､コーチ､並びに選手は1塁側､3塁側コーチャ

ーズ ボックスに立ち､試合の采配をすることができるものとする。

 選手の場合はヘルメット着用とする。 

28.抗議権 監督など(選手を含む)による審判員によるジャッジに対しての抗議は

厳禁とする。

29.捕手 捕手は練習､試合に係わらずフル装備を着用する。

ブルペンでも同様とする。

30.補足事項  合同チームの場合、監督・コーチ・選手のユニホーム、背番号も統一し

なくても良い。 冬季期間の大会につき、審判及び役員が認めた場合に限

りジャンバー、グランドコート着用でのプレイを許可する。

 ＊試合中の病気やケガについては、原則当該チームで応急処置・対処す

ること。
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31.イベント内容 開会式終了後、イベントを開催する。

子供達の運動会 ・チーム対抗戦及び一般参加も可能とします。

10：00～13:00 ・運動会では本戦に出場出来ない子ども(ベンチ、補欠選手)が積極的に

　参加出来るイベントにします。

1）キャッチボールリレー　

・1チーム9人ずつ出場し9人が一列に並ぶ。

・先頭の選手からスタートしどんどん後ろの選手にボールを送っていく。

・後ろの選手までボールが届いたら最後の選手は前の選手へボールを送る。

　先頭へ送り返し先頭の選手がボールをキャッチする。これで1周とします。

・これを2周します。2周目の最後に先頭の選手が

　ボールをキャッチした時点でチーム全員がしゃがむ。

・全員がしゃがんだ時点で終了とし、早かったチームの勝利とする。

2）スポーツチャンバラ　

・代表者10人ずつ出場。

・1試合３分間。1対1の個人戦。(但し紙風船が割れた時点で終了)

・コートはあらかじめラインなどを引き用意しておく。

・コートから出てしまった場合失格(但し1度のみ許される)

・相手の身体についている紙風船を割ることが出来たら1本。

3）9人10脚　

・横一列に並んだ9人1 チームが二人三脚の要領で足を紐で結び

　ゴールするまでのタイムを競う。

・タイム測定は最後の1人(全員がゴールした時点)が入った所で測定。

個人ブースは参加者自由。（優勝者豪華賞品プレゼント）

・ストラックアウト

・大声コンテスト

・スピードガンコンテスト

・その他アトラクション　　を楽しんでいただきます。

（得点） 1位：10点 6位：5点 ・個人ブース優勝者 10点

2位：9点 7位：4点 2位 8点

3位：8点 8位：3点 3位 5点

4位：7点 9位：2点

5位：6点 10位：1点

 (景品） 柏市内500店舗で使える商品券（商品総額100万円）
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昼食 小学生、コーチ、監督：Natureホールディングス株式会社から提供

13：00～14：00 親御さん：Natureホールディングス株式会社のSNSフォローorイイネ

にてお弁当無料（Twitter・Instagram）

※昼食メニュー一覧(詳細)※

#おにぎり2つ

(柏市名産ふりかけを使用した混ぜご飯、肉巻きおにぎり)

肉巻きおにぎり：ご飯ににんにく、コチュジャン、ニラを混ぜ、食中毒

防止、及び食欲を促進する効果があり、運動している子どもでも満足

できるボリューム満点なおにぎり。

・お米が運動を行う子どもにとって最も適しているエネルギー補給源

だと知り、家庭でのお米の消費量の向上を目的とする。

＃おからのおかず(おから入り鷄つくね)

・おからの食品ロスを減らす為、おからの簡単で栄養豊富な料理法を

知ってもらうことを目的とする。
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#冬が旬の野菜を使用したおかず

具にかぼちゃ、ほうれん草、チーズを使用してボリュームがある

子どもが好きな味付けのもの。

#粕汁(味噌味)

・日本酒の副産物である酒粕の需要が少なく廃棄されることが多い現状。

さらに粕汁として食べることにより酒粕の使用法や味を知り、酒粕を

身近に感じてもらう。よって酒粕の消費を向上させるとともに

フードロスを減らす。

#牛乳を使ったドリンク(牛乳＋プロテイン＋果実酢)

・牛乳離れにより牛乳の消費量が低下し、廃棄されている現状を改善

する為に手軽で栄養のある牛乳の美味しい飲み方を提案する。

・プロテインは成長期、運動している子どもにとって大切なたんぱく質

を取ることができる。(成長期の筋肉や骨の形成に必要)

・牛乳にプロテインを混ぜることによりカルシウムだけではなく

たんぱく質も効率よく摂取することができる。

そこに果実酢をプラスすることにより果物味の飲むヨーグルトのような

味になり、牛乳が苦手な子でも飲めるようになる。

・果実酢に含まれるクエン酸は疲労回復効果があり、さらにクエン酸は

体内で蓄積されにくく毎日摂取することが必要とされている。

・このことを知ってもらい家庭での牛乳の消費量の向上を目指すことを

目的とする。
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※当イベントでは特別に谷沢ミュージアムが開催されます。※

「柏市民特別功労賞」の最初の受賞者となった谷沢さんが現役時に頂い

たトロフィーや盾を特別に展示する事が決定いたしました。

他に展示している場所は無く、ごくわずかな方しか貰えない最高峰の賞

やトロフィーを展示いたします。

数々の栄光は普段見る事ができません。この機会に子供達や一般参加者

の方まで、自由にご覧いただけます。

ワークショップイベント 1）元プロ野球選手によるコーチング指導

14：00～16：00 希望する子供達を集めバッティングやピッチングの指導をします。

今後の活躍に生かせる技術を伝える場となっております。

　松沼博久 　上川誠二

　石毛宏典 　鈴木　健

　定詰雅彦 　村田兆治

　小林　至　　　　　　　　　　　（予定、変更の可能性あり）

2）料理研究家大瀬由生子先生による料理体験、食育講座

・ワークショップでは子供も大人も参加できる味噌作り体験を行う。

・味噌作りを体験することにより日本古来の調味料である「味噌」に

ついて親近感を持ち、味噌汁を飲む生活を始めるきっかけをつくる。

味噌を毎日の暮らしに取り入れ、味噌の消費の向上を促す。

・味噌は作った後1年ほど熟成させから食べられるようなる為、

ここでは食べられる状態の味噌を使用し、粕汁として提供する。

親子で手作り味噌の完成の味を味わうことにより、作った日から食べら

れる日までの親子での共有の楽しみとなる。またいつもはスーパーで

買うだけの味噌だが、出来上がるまでの大変さを知り、食べ物への感謝

の気持ちを育む。

・当日は親子の食育になるような手軽に作ることのできる料理の提供を

予定している。提供するメニュー1つ1つの意義を知り興味を持ち、ママ

の負担にならないレシピを紹介し食べてみるなどの体験を行い、和食あ

る食生活をおくるきっかけをつくる。

・米を食べ味噌汁を飲むというシンプルな行動が、日本の農業を守る

ことにもつながる。よって、昔から食べてきた日本人の和食（ご飯と

味噌汁がある食事）を普及させていく。

・味噌作り体験で作った味噌は1年熟成期間があるためすぐには食べ

られず、この場で味噌を使った粕汁を食べることにより、自分たちで

作った味噌の完成を心待ちするようになる。
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3）医者及び専門トレーナーによるトレーニング理論について

＜スポーツに基づいた怪我の予防。＞

スポーツをしていると外傷（ケガ）や障害（故障）がつきものです。

ケガや、痛めてしまった箇所のケア方法や予防方法について教えて頂く。

未来ある子供達が大人のトレーニングをそのまま当てはめて真似をする

だけでは、身体を壊してしまう結果となってしまうため成長に合った

トレーニング方法を親御さん・監督・コーチにお伝えし、ケガをしない

トレーニング方法を紹介します。

4）歯磨きによる歯の健康の重要性、歯磨き講習

＜子供にとって歯の重要性。＞

歯並びやかみ合わせが悪いと、体の重心をずらしてバランスを取ろうと

する為、歯並びやかみ合わせがいい人と比べると体のバランスやフォ

ームが崩れ、最大限に実力や技術を発揮する事ができません。歯並びや

かみ合わせは運動能力にもとても影響を与えます。問題があると安定

した姿勢調整が困難となり運動能力が低下してしまう原因になります。

「大きな筋力を発揮するには、歯を食いしばる必要がある」という

印象ですが、そうではなく「顎を適切な位置に固定する事」が重要です。

もともと歯並びやかみ合わせが悪ければ顎の位置もずれている為、

日頃から、親御さん・監督・コーチで見てあげて顎の位置を戻して

あげる事が重要です。

5）救命救急師によるAED講習、怪我の応急処置の仕方

＜子供達が倒れてしまったときなどのAED使用方法。＞

平成24年度～28年度、全国の公立学校では、726人にAEDのパッドが貼

られ、250人に電気ショックが行われております。児童生徒の心停止は、

まれではないとされており、学校では、26年度～30年度に、50人の

 児童生徒が心臓突然死している。一方、一般市民が心停止者を目撃

してもAEDを使用したのは4.9％で、使用できる者の増加が求められて

おります。万が一、子供達が倒れてしまったときに助けてあげられる

のは、親御さん・監督・コーチです。一人でも多くの子供達の命を

救えるように使用方法を体験して頂けたら幸いです。

6）防災に関して

万が一、災害にあってしまった場合、自分の命だけではなく子供の

安全も守らなければいけません。

実際に災害が起こると、大人でも冷静な判断ができないと言われています。

いざという時に備え、災害発生時にとるべき行動や避難所生活について

再度確認する事で子供達の安全を守ります。
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新聞紙で作るスリッパ、ごみ袋で作るレインコート等の簡単な作り方

などもしもに備えての知識を紹介します。

7）地域の犯罪防止について

現役の警察官の方に来ていただき、子供達が犯罪に巻き込まれない為の

護身術や、高齢者の方が詐欺被害に遭わないためのポイント等の講演を

行っていただきます。

①子供達の誘拐

小学校への進学を機に、子供がひとりで行動する機会は大幅に増加しま

す。子供達を誘拐・犯罪しようとしてくる人は、子供の興味を引くため

に言葉巧みに話しかけてきます。

今回を機に子供達に「自分で自分の身を守る」意識を持たせておくこと

は、非常に重要であるといえるでしょう。

一人でいる時が一番狙われやすい為、どのような対策をしたらいいのか、

もし、誘拐にあいそうになった際の対応方法などを知っていただきます。

大人（保護者・監督・コーチ）も対応方法を知ることで、子供達に分か

りやすく伝えて頂きたいです。

②オレオレ詐欺

柏市ではオレオレ詐欺の件数が比較的多い市です。令和2年中に柏市で

起きた振り込め詐欺事件の被害者の約70パーセントが女性であり、

年代別では80歳代が最も多くなっています。

柏駅周辺で呼びかけ、チラシ・ポスターの作成等で高齢者層に呼びかけ

る・認知していただく活動を行ってきましたが、被害件数は減っていな

い事が現状です。

自身の親や親戚の高齢者の方に「少しでもおかしいなと感じたら、すぐに

相談してね」と声掛けができる様に、詐欺に対しての注意点やポイントを

お伝えします。
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８）障害者就労支援施設で生産された様々な製品の販売

野菜を購入する障害者施設が生産している製品を販売していきます。

参加している方達にどのようなものを生産しているのかしっていただく

きっかけをつくります。

結果として、賃金があがり、イベントを体験してもらう事で達成感や

仕事のやり甲斐に繋がって頂ければと思います。 (予定・変更の場合有）

9）柏市内のハンドメイド作家さん達の作品展示及び販売

柏市内のハンドメイド作家さんを中心とした、ハンドメイド商品が一堂に

集まるブースを用意いたします。

今まで気付かなかったハンドメイド作家や、作品をしっていただくきっか

けをつくります。 (予定・変更の場合有）

（ワークショップイベントと並行して子供達が楽しめるイベント作りを

二松学舎大学附属柏高等学校に依頼しております。）

<イベント内容>

・縁日ブース ・軽音演奏ブース

・謎解き脱出ゲーム ・ソフトテニスブース

・宝探しゲーム ・バスケットボールブース

・実験ブース ・ハンドボールブース

32.酒井根中学校 酒井根中学校吹奏楽部による演奏会を行います。　　　　　

吹奏楽部による演奏 (予定・変更の場合有）

33.Passo a Passo 音を聴いて音楽を感じることで、ほんの少しでも顧客の心が動き、人生に

Concert 良い事が起こるきっかけになるようにコンサートを開催いたします。

講演時間 午前の部：【一歩を踏み出す、君たちへ。～卒業・夢・応援・教訓～】

～二松学舎大学附属柏高等学校生徒向け～

①テーマを軸に演出構成したプロによるコンサートで、心を動かし、

そこにしかない時間を体験する。

②地元出身アーティストによる、講演要素のあるトークを入れることで、

キャリア教育の一環となる。

音楽を通して、子供達の夢を聞いたり、応援したり今度の

アドバイスが出来る場を作ります。

トーク時間を設け、好きなことを仕事にするうえで必要だと

感じたことや、高校生の時にやっておいてよかったこと、

やればよかったこと等コミュニケーション能力などの非認知

能力についてお伝えしていきます。
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午後の部：【誰もが楽しめる、唯一無二のコンサート】

～子供達・保護者の方、障害のある方向け～

①未就学児から、誰でも楽しめるコンサート。プロによる本物の音楽に

触れることで上質な感動体験を提供する。

②親子・家族で一緒に楽しみながら、鑑賞することで、一つの時間を

共有しより良い思い出作りの手助けとなる。

③演目は、音楽を知らない子供・趣味が無い子・誰が観ても楽しむ事が

出来る、幅広いプログラム。

参加して頂く子供達が夢や希望を持つ時間を作っていきます。

来て頂いた方達が楽しんでいただけるように、野菜で演奏やコメディ要

素を取り入れながらコンサートを行います。

34.障害者支援 障害者施設で生産された食材を積極的に購入いたします。

今の世の中、地方財政は極めて厳しい現状であり、障害者サービスに

ついては地域差が大きい事が現状です。

福祉サービスのひとつに、就労継続支援というものがあります。

就労継続支援はA型・B型の二種類があり、その中でも目的や対象、

雇用契約、工賃(賃金)の有無などそれぞれに違いがあります。

また、一般労働者の賃金の月額と障害者の賃金とは差が生まれてしまいます。

差が生まれる原因としてB型は生産物に対する成果報酬が賃金ではなく

工賃として支払われると共に雇用契約を結ばないため、時間で割ると

工賃が低く、最低賃金額より下回ることが多いと言われています。

障害者施設は国からの補助金がでますが、人件費にお金がかかります。

更に、現状利益が上がりにくい為、賃金もなかなか上がりません。

しかし、当社が積極的に購入することで、施設側の売上になり、

障害者の方の賃金も上がる可能性があるかもしれません。

更に今回のイベントに障害者の方を招き、自分自身が作った食材がどの

ように使用されているのかを知ってもらう・体験してもらう・味わって

もらう事によって自分がやったことへの達成感がでて、皆さんが

「おいしい」と食べてくれれば喜びも感じられます。
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35.コロナ対策 イベント開催にあたり、新型コロナウイルス感染症対策を行います。

（別紙参照）

36.地域振興 コロナ禍、ロシアのウクライナ振興、急激な円安等により、地域経済

の冷え込みが顕著な昨今の情勢を鑑み、本イベントは地域経済の振興を

目的とした施策を行い、柏市における消費喚起の一助にしたいと考える。

①本イベントの来場者1000～2000名分のお弁当を柏市内の飲食店

※テイクアウト対応店舗のみ　から購入する(予算100万円）

②購入したお弁当内に各店舗の広告（チラシ等）を入れることにより、

多くの人に、柏市内の良いお店を告知して、柏市内での消費を喚起する

③イベント参加者への商品として、柏市内各店舗で使える商品券を

プレゼント（商品総額500万円）し、柏市内の様々なお店でのサービスを

体験してもらい、リピート客への掘り起こしを狙う

④イベントを通じて冷え込んだ経済に活気を取り戻し、消費マインドを

醸成する。醸成した消費マインドを柏市内で消費したいと思わせるように

柏市内のお店のPR活動の活性化及び体験を促進する

⑤ 参加者全員に柏市内の事業所(500軒)で使えるクーポン券500円分を

プレゼント。

※プレゼント条件

・防災、防犯、他1つ(合計3つ)の地域の安全、子供の健康に必要な公演

に参加する。　　　

防犯(柏警察署協力)

防災(柏消防局協力)

防犯、防災は安心、安全に生活する上で必須です。

通常の生活では気づかない点を防犯、防災の現場で働く現職の警察官、

消防士の経験に基づく講話を聞いてもらい、今後の意識の向上に努める

のが目的です。

参加者の全てに500円のクーポンを配る事により、消費の喚起に繋がり

ます。

1人500円は確かに少額ですが、先ず大事なのは柏市内のお店をフォーカ

スするきっかけを作り、足を運ばせるきっかけ作りになる事が重要です。

又500円の消費にとどまる事は少ないと考えられる事から最低5倍(1人

2500円)の経済効果を見込めます。

これをきっかけに柏市内にある様々なお店に興味を持ってもらう、

知ってもらえる事を考えると、経済効果は計り知れない。
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この様なイベントを開催するにあたり、開催地に困難いたしました。

近隣の松戸市には、松戸運動公園や、流山市には流山市総合運動公園が

あり、設備も充実しております。

しかし、現状の柏市では「総合スポーツセンター」がありません。

スポーツをしたい子供達や将来やりたい夢の実現のためにも、この

イベントを通じて、柏市に「総合スポーツセンター」の建設を目指して

頑張っております。

子供達に夢を持ってもらう環境を与えたい。

子供達の夢を応援する為に、「ドリームアカデミー」の設立を目指して

います。
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（収入の部） <単位：円>

科目 摘要 本年度予算 前年度予算 増減

寄付(寄付金) Natureホールディングス株式会社 17,000,000 17,000,000

参加者お弁当実費負担 1,000,000 1,000,000

収入合計 18,000,000 0 18,000,000

（支出の部） <単位：円>

科目 摘要 本年度予算 前年度予算 増減

トロフィー、メダル スズキマーク 170,000 170,000

お弁当（無料提供分） 製造・運搬費 1,000,000 1,000,000

森永乳業（牛乳、チーズ） 90,000 90,000

伊藤ハム（鶏肉、豚肉） 270,000 270,000

JA東葛(お米) 100,000 100,000

千葉大学(野菜) 260,000 260,000

障害者施設(野菜) 200,000 200,000

CJフーズ（果実酢・韓国のり） 200,000 200,000

その他(調味料、乾物、卵) 220,000 220,000

運営費 YBC柏 200,000 200,000

オール昭南ベースボールクラブ 200,000 200,000

ボランティア 200,000 200,000

（宣伝広告費）

ポスター制作 500,000 500,000

チラシ制作 1,000,000 1,000,000

SNS、動画制作、掲載 500,000 500,000

会場貸与費 500,000 500,000

イベント出演料 谷沢（プロ野球OB） 1,000,000 1,000,000

Pass a  Pass 400,000 400,000

大瀬　由生子 400,000 400,000

酒井根中 300,000 300,000

涌井（ボランティア） 10,000 10,000

歯科医 100,000 100,000

トレーナー 100,000 100,000

その他 500,000 500,000

参加賞、景品 柏市内の事業所で使用できるクーポン発行 8,000,000 8,000,000

来賓諸掛り 200,000 200,000

予備費 380,000 380,000

お弁当購入費（1000人強）柏市内の飲食店より購入 1,000,000 1,000,000

支出合計 18,000,000 0 18,000,000

・余剰金が発生した場合は、社会的に信頼のおける慈善団体等に寄附を行います。

　もしくは、次回の当該行事に使いたします。

・不足金が発生した場合は、Natureホールディングスが全額負担いたします。

谷沢旗・千葉沼南旗関東軟式少年野球大会　令和  5 年度 収支予算書
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