市民活動
フェスティバル2018
１０月１４日(日) １０:００～１６:００

日時：

２０１８年

会場：

浦安市民プラザ Ｗａｖｅ１０１
（浦安市入船１-４-１イオン新浦安店４階）

展示・ミニ体験

ステージパフォーマンス

ワークショップ・その他

（ギャラリー・通路）

（大ホール）

（小/中ホール・練習室・サロン）

活動紹介/写真展

映画上映会/交流カフェ
朗読/読み聞かせ
講演会/セミナー
小物作りワークショップ
＜体験会＞

スクエアステップエクササイズ

舞踊/フラダンス
社交ダンス/民舞
ジャズダンス/ドラムサークル
ギター弾き語り/音楽劇
子どもたちの楽器演奏
ピアノ弾き語り

気質タイプ診断

少林寺拳法演武

活動関連商品の販売
フードドライブ（不要食品の回収）
＜ミニ体験＞
さをり織り・人力発電機

まちづくりゲーム・護身術・ドローン

＜相談会＞
障害年金・女性の起業
都市ボランティア（通路）

【協賛】 ■三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ■オリエンタルホテル東京ベイ■ホテルエミオン東京ベイ■大江戸温泉物語浦安万華郷
■ (株)ウエスタンコーポレーション ■ レストランニューマリンズ ■ J:COM浦安 ■ ASA浦安中部 ■ ASA浦安北部 ■ 東京ベイ東急ホテル
【参加団体】 ■当世風紙芝居 ■エコフレンド浦安 ■うらやす第二湾岸道路予定地の活用を進める会 ■浦安お茶っこ会 ■タイの子供たちを支援する会「コープ
クン・マーク」 ■ 浦安介護予防アカデミア ■ 浦安ネットラジオちょあへよ.com ■海楽公園四季の花クラブ ■ 温暖化防止うらやす ■ 市民防災フェア実行委員会
■ スマイル♡こども食堂浦安 ■ 写真サークル「四季彩」 ■ 浦安子どもミュージカル ■ チーム530 ■ 特定非営利活動法人あいらんど ■ 浦安手をつなぐ親の会
■うらやす景観まちづくりフォーラム ■障害年金サポートうらやす ■ 浦安ハーブコミュニティ ■Prism!プリズム■浦安想い出語りの会 ■ 芝桜de花のまちづくりin浦安
■特定非営利活動法人Medical G link■特定非営利活動法人千楽chi-raku■浦安市少林寺拳法連盟■MAMA DANCE in 銀木犀■よみきかせサークル ルフ
ラン■浦安カルテット！■浦安市ダンス協会■ベイシニア浦安（浦安市老人クラブ連合会）■NPOキラキラ応援隊■浦安ドキュメンタリーオフィス ■浦安ドローンラ
ボラトリー ■ 朗読ボランティア はまゆう ■ 劇団えんとつ町 ■ チームURA-CIMA ■ N/U浦安梛の会 ■ 浦安パソコンサークル遊ねっと ■ 浦安ユースオーケストラ

市民活動フェスティバル2018実行委員会
TEL：047-305-1721

FAX：047-305-1722

事務局：浦安市市民活動センター
E-mail：shiminkc@jcom.home.ne.jp

展

示（ギャラリー・通路）

販売有

当世風紙芝居
エコフレンド浦安
うらやす第二湾岸道路予定地の活用を進める会
浦安お茶っこ会
タイの子供たちを支援する会「コープクン・マーク」
浦安介護予防アカデミア
浦安ネットラジオちょあへよ.com
海楽公園四季の花クラブ
温暖化防止うらやす
市民防災フェア実行委員会
スマイル♡こども食堂浦安
写真サークル「四季彩」

ミニ体験有

浦安子どもミュージカル
チーム５３０
特定非営利活動法人あいらんど
浦安手をつなぐ親の会
うらやす景観まちづくりフォーラム
障害年金サポートうらやす
浦安ハーブコミュニティ
Prism!プリズム
浦安想い出語りの会
芝桜 de 花のまちづくり in 浦安
NPO 法人 Medical G Link
浦安パソコンサークル遊ねっと

パフォーマンス（大ホール）
10：30～11：00
11：00～11：30
11：30～12：00
12：00～12：30
12：30～13：00
13：00～13：30
13：30～14：00
14：00～14：30
14：30～15：00
15：00～15：30
15：30～16：00

民舞
楽器演奏とリトミックダンス
新舞踊とフラ（hula）
ピアノ弾き語り

浦安介護予防アカデミア
特定非営利活動法人 千楽 chi-raku
ベイシニア浦安（浦安市老人クラブ連合会）
浦安ネットラジオちょあへよ.com

～30 分休憩～
ダンスの発表とダンス体験
子ども達の楽器演奏とよさこい演舞
少林寺拳法技法紹介、演武
ジャズダンスとドラムサークル
音楽劇「長靴をはいた猫」
弦楽アンサンブル

浦安市ダンス協会
浦安カルテット！
浦安市少林寺拳法連盟
MAMA DANCE in 銀木犀
よみきかせサークル ルフラン
浦安ユースオーケストラ

ワークショップ（小・中ホール・サロン・練習室）
10:00〜12:00
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「都市ボランティア講演会・説明会」
浦安市協働推進課
「性別はもう２つでは語れない⁉」
NPO 法人 Medical G Link
「“えんとつ町のプペル”読み聞かせ」
劇団えんとつ町
「浦安関連映画の上映会」
浦安ドキュメンタリーオフィス
「朗読はおもしろい！」
朗読ボランティアはまゆう
「まちづくりゲーム体験会」
チーム URA-CIMA
「女性の独立・起業相談会」
Prism! プリズム
「PRIDE CAFE」
NPO 法人 Medical G Link

「今日から始めるボランティア」をテーマに講演会を開催します。

「障害年金セミナー・相談会」
障害年金サポートうらやす

社会保険労務士が障害年金をわかりやすく説明、個別相談会も開催します。

「畳へりの小物作り」
N/U 浦安梛の会
「ベイシニア浦安喫茶」

畳の縁（へり）を使用した「和」の小物作りと販売。

ベイシニア浦安（浦安市老人クラブ連合会）

*参加費：無料

「“認知症カフェ”体験」
NPO キラキラ応援隊
「護身術体験」
浦安市少林寺拳法連盟
「小さなドローン体験会」
浦安ドローンラボラトリー

認知症への不安・相談に応えるカフェの体験。（コーヒーとお菓子付き）

*参加費：無料

*要申込：kyodosuishin@city.urayasu.lg.jp(高橋)

性同一性障害を乗り越えた、元女子ならではの体験談をお話しします。
*参加費：無料

*申込：不要

映像、音、演出を組み合わせた大人気絵本の新しい形の読み聞かせです。
*参加費：無料

*申込：不要

浦安の記録映画と昨年大好評だった『9 人の少年たち』の再上映。
*参加費：無料

*申込：不要 ただし入場は先着 60 名に限定

「読む楽しさ」をテーマに、朗読会と朗読の体験会を行います。
*参加費：無料

*申込：不要

浦安市に新たな観光資源や観光ツアーを作るカードゲームで遊びましょう！
*参加費：無料

*要申込：yngwie4613kazu@gmail.com （空きがあれば当日参加可）

仕事を始めたい、もっと活躍の場を広げたい方のご相談に応じます。
*参加費：無料

*要申込：prismyoyaku@gmail.com （空きがあれば当日参加可）

LGBT 相談窓口。当事者やご家族、興味のある方、どなたでも。
*参加費：無料

*申込：不要

セミナー（10:00～10:40）
相談会 （10:45～12:00）
*参加費：300 円

*参加費：無料
*参加費：無料

*申込：不要
*要申込：090-9680-7428（本多）

*申込：不要

シニア生活を豊かに、楽しくするために遊びに来てください。

*参加費：100 円

*申込：不要
*申込：不要

護身の武道「少林寺拳法」で、強く健康な心と身体をめざします。
*参加費：無料

*要申込：urayasushorinji@gmail.com（豊間根）

ドローンは簡単に操縦できる身近なツールです。体験してみませんか？
*参加費：無料

*申込：不要

