
団体活動への参加 要申込

発見サイトを見てね!!
各企画の詳細は市民力

船橋市 市民生活部 市民協働課　お問合せ：047-436-3201
（主催）第13回ふなばし市民活動フェア実行委員会
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特設ページ
上でもパネルの
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ができます

市民活動に関するオンライン講座
（withコロナにおける市民活動）

要申込特別企画

パフォーマンス動画

オンライン交流会 要申込

（柳家権之助・柳家さん光）
特別企画 落語 要申込

一般の方も
視聴・質問
できます

特設
ページで

公開します

特設
ページで

公開します

至東京

東武アーバン
パークライン

至千葉

国道14号線

フェイスビル
5F・6F

フェイスビル地図

団体名 普段の活動内容
特定非営利活動法人千葉な
のはな SITA

「情報弱者を無くそう」を理念とし、中
高年を対象にパソコン教室の実施

ふなばし女性会議 女性の地位向上・男女の共生を推進
GCI外国人支援ネットワー
ク船橋（GCIふなばし）

違いを乗り越え、誰もが人として尊
重される社会の実現

近隣市民をつなぐ会 地域共生社会を住民自身の手に
よって実現するための活動

『手と手の会』 施設等での楽しい一時の支援
フィールドミュージアム・
三番瀬の会

三番瀬のフィールドで観察会によ
る自然保護

団体名 普段の活動内容
養生健身法 天地の会 拍手ヨガダンスで皆さんの健康づ

くりの支援

エコマインドの会 未来社会へ繋がる身近な活動の大
切さを学び伝える活動

脱原発船橋（仮） 白クマのロックマくんと「原発も戦
争もいらない」とアピール活動

とんとんはうす 物作りで仲間作り SDGs 活動で社
会貢献

居場所づくりの会 みんなの夢を形にする「居場所」づ
くり

Webex（オンライン会議ツール）を使って、「日々の活動におけるWith コロナ、After コロナ」をテーマに団体
同士で近況報告や交流をします。一般の方も、交流会の様子を見学したり参加団体に直接話を聞いたり出来ますの
で、ぜひご参加ください。

希望者は市民協働課へお申込ください。（申込締切：11月 26日（金））
TEL：047-436-3201　E-mail：shiminkyodo@city.funabashi.lg.jp

団体活動の体験（9 団体） 事前予約制

オンライン交流会（11 団体） 開催日：12月4日（土）13時30分～15時00分

特別企画（落語・講座） 事前予約制

団体名 体験内容・日時 申込方法（締切） 申込先
特定非営利活動法人
千葉なのはな SITA

内容：シニア向けパソコン講習の補助講師体験
日時：12月11日（土）9時00分～12時00分 メール（締切：11月30日（火）） 押賀cns_jimukyoku@yahoo.co.jp

goto 投票キャンペーン
企画チーム

内容：リアルタイムの企画書作成や提案・打ち合わせ体験
日時：12月1日（水）～12日（日）のうち、事前に調整できた日

電話
（締切：参加希望日の1週間前）羽田　080-1856-3480

GCI外国人支援ネットワーク
船橋（GCIふなばし）

内容：外国人の労働問題を支援するボランティア
日時：�12月1日（水）～12日（日）のうち、事前に調整できた日時
　　　（平日夜間or 週末午後）

メール
（締切：参加希望日の1週間前）

小林・皇・李
gci@live.jp

NPO 法人船橋市時活村
内容、日時：「船橋市時活村」主催の行事の体験
1．�道草ディスク、12月1日（水）10時00分～12時00分
2．�いち・にい・さんぽ船橋、12月2日（木）13時30分～15時30分
3．自遊農園、12月4日（土）10時00分～12時00分

FAXまたは電話
（締切：11月17日（水））
※�電話での受付時間は、平日
10時00分～15時00分

事務局
FAX　047-402-2415
電話番号　047-402-2414

行々林せせらぎの森 内容：Zoom説明会 /船橋市の里山ライフは、せせらぎの森で！
日時：12月4日（土）19時00分～19時40分 メール（締切：11月26日（金）） 原戸juntaro.h@lapis.plala.or.jp

特定非営利活動法人
船橋ウォーキング・
ソサイエティ

2本のポールを使うウォーキング：
12月4日（土）・12月9日（木）�10時00分～11時30分
美・姿勢ウォーキング：12月7日（火）　10時00分～11時30分

電話（締切：12月3日（金）） 事務局�047-438-8818

NPO 法人シビルまちづくり
ステーション

内容：自然災害等の防災・減災に関する市民活動の支援
日時：12月1日（水）14時00分から2時間程度

メールまたは電話
（締切：11月24日（水））

廣田�メール：
samkun.hirota@gmail.com
電話番号：080-3411-1398

とんとんはうす 内容：物作りで社会貢献！プログラミング体験教室
日時：12月18日（土）　10時00分～14時00分 メール（締切：12月11日（土））野武ton21432@gmail.com

NPO 法人ふなばし地域
ねこ活動

内容：Let s̓ 地域ねこ活動！（あなたもできる♪）活動紹介
日時：�12月3日（金）20時00分～20時45分､
　　　12月5日（日）11時00分～11時45分

電話（締切：11月26日（金））
※�受付時間は、13時00分～
20時00分

清水　090-8568-6648

団体の活動を体験することが出来ます。事前に申込んで、一緒に活動を体験してみましょう！
※感染状況に応じて、内容が変更する可能性がありますので、フェア特設ページをご確認ください

落　語

市民活動をテーマに
講演していただきます。

12月11日㈯
9時30分 開場

10時00分 開演

市民活動に関するオンライン講座

1．コロナ禍による市民活動への影響
2．コミュニティやつながりの価値
3．with コロナ時代における活動の工夫
講師：特定非営利活動法人CRファクトリー� 阿部　剛

⃝�会場参加（申込多数
の場合は抽選）
　➡�きららホール� �
（フェイスビル6F）

⃝�オンライン
　➡ �Webex� �

（オンライン会議ツール）

⑴⑵いずれかの方法
（申込締切：11月14日（日））
⑴��「氏名」と「希望参加方法
（会場orオンライン）」を
市民協働課へメール

　�E-meil:shiminkyodo@
city.funabashi.lg.jp

⑵�受付会場（市民活動サポー
トセンター窓口（フェイ
スビル5F））で受付

企画企画
そのその11 企画企画

そのその22
話家

柳家権之助・柳家さん光

With コロナでの市民活動に関して
講義します

12月12日㈰10時00分～12時00分

参加方法

Webex
（オンライン
会議ツール）

市民協働課へメール
（申込締切：11月 26日㈮）
E-mail：shiminkyodo@city.funabashi.lg.jp

参加方法 申込方法

申込方法



パネル展示（フェイスビル5階）（41団体） 展示期間：3月18日（金）まで 団体PR動画（28団体） 12月1日（水）から特設ページで公開

パフォーマンス動画（11団体） 12月1日（水）から特設ページで公開

団体名 普段の活動

千葉介助犬協会 介助犬の育成、無償貸与と普及啓
発活動

ふなばしオストメイト
倶楽部

オストメイトについての相談会・
情報交換を実施

『手と手の会』 施設等での楽しい一時の支援

養生健身法 天地の会 拍手ヨガダンスで皆さんの健康
づくりの支援

NPO 法人発達障害支援
ネット「YELL」

講演会や学習会を通じた発達障
害の理解と支援の啓発活動

船橋笑いヨガクラブ 「笑いヨガ」で心も身体も健康
に！を目指して活動

goto 投票キャンペーン
企画チーム

国民目線の投票に関する情報を
発信し、持続的な投票率の向上の
推進

NPO 法人船橋市時活村 定例で 45の行事を開催し、定年
後の居場所を提供

令和大久保会 25 年前に始めた異業種交流と勉
強会の実施

エコマインドの会 未来社会へ繋がる身近な活動の
大切さを学び伝える活動

とんとんはうす 物作りで仲間作り SDGs 活動で
社会貢献

一般社団法人　千葉県
マンション管理士会

セミナー、相談会等を通じてマン
ション管理組合に対する各種支
援

近隣市民をつなぐ会 地域共生社会を住民自身の手に
よって実現するための活動

NPO 法人シビル
まちづくりステーション

自然災害等の防災・減災の市民活
動の支援

健康生きがいづくり
千葉県連絡協議会

健康長寿の「人づくり」と「まち
づくり」への地域貢献活動

ふなばし街歩き
ネットワーク

市民が参加できる街歩きコース
企画、ガイドの実施及び人材育成

NPO 法人ふなばし
地域ねこ活動

野良猫トラブルゼロを目指す地
域猫活動の推進・実施

船橋市援農クラブ 市内農家・農業を応援し、農を通
じた社会貢献を目指す活動

船橋市スポーツウエルネ
ス吹矢協会

市内各地でスポーツ振興、健康増
進のための吹矢活動を実施

船橋古文書の会 古文書学習により教養を高め、会
員の親睦を深める活動

船橋スターライト
スクエアーズ

軽快なカントリー音楽に乗って 8
人の仲間でダンスを踊る活動

団体名 普段の活動

アースドクターふなばし 地球温暖化防止に関し児童～成
人を対象に出前講座の実施

NPO 法人環境カウンセ
ラー千葉県協議会

よりよい環境を次世代に残すた
めの研修会、セミナー、観察会な
どの実施

三番瀬写真展実行委員会 三番瀬とのふれあいを楽しむ活
動

行々林せせらぎの森 里山保全活動全般の活動

フィールドミュージア
ム・三番瀬の会

三番瀬のフィールドで観察会に
よる自然保護

船橋 SL ネットワーク 災害に備えるための知恵と技を
地域に発信

船橋防災連絡会 船橋地域の防減災に特化して、安
全・安心な社会実現に寄与

千葉県 9 条連 憲法 9条を守るために学習会や
諸行動を展開

安保関連法に反対する
ママの会＠ちば

未来ある子どもたちに平和な社
会をつくる活動

脱原発船橋（仮） 白クマのロックマくんと「原発も
戦争もいらない」とアピール活動

GCI 外国人支援
ネットワーク船橋

（GCI ふなばし）
違いを乗り越え、誰もが人として
尊重される社会の実現

千葉県ユニセフ協会 ユニセフの広報・募金・学習支援
などの実施

一般財団法人千葉
YMCA 船橋地域デポ

（船橋 YMCA）
小中学校の児童生徒を対象とし
た障がい者理解体験教室を実施

ふなばし女性会議 女性の地位向上・男女の共生を推
進

NPO 法人 JASH
日本性の健康協会

LGBTs と Ally の居場所づくりや
啓発活動

NPO 法人世界のともだ
ち、ホームスタート・
しゅっぽっぽ

ワンオペで子育て中のママを先
輩ママが無償訪問

きりなし文庫 子どもに将来、心の助けになるよ
うな物語を届ける活動

親子遊び「かしの木会」 誕生後の赤ちゃんとおもちゃで
上手に遊ぶサポート

特定非営利活動法人
千葉なのはな SITA

「情報弱者を無くそう」を理念と
し、中高年を対象にパソコン教室
の実施

NPO 法人サポート
技術士センター 

技術開発、省エネなどの面で企
業、市民のみなさまを支援

団体名 普段の活動

千葉介助犬協会 介助犬の育成、無償貸与と普及啓
発活動

特定非営利活動法人
千葉なのはな SITA

「情報弱者を無くそう」を理念と
し、中高年を対象にパソコン教室
の実施

船橋古文書の会 古文書学習により教養を高め、会
員の親睦を深める活動

アースドクターふなばし 地球温暖化防止に関し児童～成人
を対象に出前講座の実施

NPO 法人環境カウンセ
ラー千葉県協議会

よりよい環境を次世代に残すため
の研修会、セミナー、観察会など
の実施

特定非営利活動法人
船橋市レクリエーション
協会

レクスポーツなどレクリエーショ
ン活動を通じ、市民の健康と青少
年の健全育成に寄与

ふなばし女性会議 女性の地位向上・男女の共生を推
進

GCI 外国人支援
ネットワーク船橋

（GCI ふなばし）
違いを乗り越え、誰もが人として
尊重される社会の実現

NPO 法人世界のともだ
ち、ホームスタート・
しゅっぽっぽ

ワンオペで子育て中のママを先輩
ママが無償訪問

NPO 法人船橋市時活村 定例で 45の行事を開催し、定年
後の居場所を提供

令和大久保会 25 年前に始めた異業種交流と勉
強会の実施

行々林せせらぎの森 里山保全活動全般の活動

『手と手の会』 施設等での楽しい一時の支援

フィールドミュージア
ム・三番瀬の会

三番瀬のフィールドで観察会によ
る自然保護

団体名 普段の活動

きりなし文庫 子どもに将来、心の助けになるよ
うな物語を届ける活動

NPO 法人
JASH 日本性の健康協会

LGBTs と Ally の居場所づくりや
啓発活動

養生健身法 天地の会 拍手ヨガダンスで皆さんの健康づ
くりの支援

千葉県ユニセフ協会 ユニセフの広報・募金・学習支援
などの実施

特定非営利活動法人
船橋ウォーキング・
ソサイエティ

ウォーキングを通した健康づく
り、仲間づくり

NPO 法人シビル
まちづくりステーション

自然災害等の防災・減災の市民活
動の支援

親子遊び「かしの木会」 誕生後の赤ちゃんとおもちゃで上
手に遊ぶサポート

脱原発船橋（仮） 白クマのロックマくんと「原発も
戦争もいらない」とアピール活動

船橋 SL ネットワーク 災害に備えるための知恵と技を地
域に発信

とんとんはうす 物作りで仲間作り SDGs 活動で
社会貢献

NPO 法人
ふなばし地域ねこ活動

野良猫トラブルゼロを目指す地域
猫活動の推進・実施

船橋防災連絡会 船橋地域の防減災に特化して、安
全・安心な社会実現に寄与

居場所づくりの会 みんなの夢を形にする「居場所」
づくり

市民活動サポート
センター運営協議会

スキルアップグループ講座
1．人生 100年時代を生きる
2．市民活動について
3．ボランティアは今 SDGs

団体名 パフォーマンス内容

千葉介助犬協会 介助犬のお仕事紹介

三番瀬写真展実行委員会 カニの仲間たち

近隣市民をつなぐ会 地域共生社会実現を目指して

船橋笑いヨガクラブ 子供心に戻って大笑い！
笑って元気、ストレス解消！

『手と手の会』 音楽に乗って動き踊り、健康で楽
しい生活を送る支援を

養生健身法 天地の会 拍手ヨガダンスで手を叩いて元気
になりましょう！

団体名 パフォーマンス内容

親子遊び「かしの木会」 誕生後の 0歳児が遊ぶおもちゃ

脱原発船橋（仮） 「ロックマくんバンド」のライブ

NPO 法人発達障害支援
ネット「YELL」

講演会や学習会を通じた発達障害
の理解と支援の啓発活動

健康生きがいづくり
千葉県連絡協議会

楽しみながら元気づくり
船橋脳トレ会

とんとんはうす 絵本作りで仲間作り
SDGs で皆の町のカルタ作り

展示会場：フェイスビル 5 階 ※全団体のパネルの写真を、特設ページ上で見ることもできます。 特設ページで視聴できます。

特設ページで視聴できます。

第13回ふなばし市民活動フェア 特設ページはこちら 


