
令和 4年 3月 

市民生活部 市民協働課 

第１３回ふなばし市民活動フェア 実施報告書 

１ はじめに                                    

(1)  社会背景 

これまで、ふなばし市民活動フェアは 12回にわたり開催してきたが、新型コロナ

ウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大により、従来の方法を見直し、オンライン会

議ツールの活用や動画公開など、Web重視型で実施した。 

(2)  期間・参加団体数・企画内容 (「資料 1  PRチラシ」参照) 

 ※実行委員会（全 12名）を結成し、協働で企画・実施 

① 期間  令和 3年 12月 1日(水)～12日(日) 

    ※パネル展…10月 15日～3月 18日まで展示 

② 参加団体数 45団体(「資料 2 参加団体一覧」参照) 

③ 企画内容 

団体活動への参加 
・事前に体験プログラムを設定・公開し、一般市民が団体

活動を体験する機会を提供 

パネル展示 

・団体が作成した活動紹介パネルをフェイスビル 5階のほ

か、希望団体は図書館でも展示 

・フェア特設ページでパネルの写真を公開 

団体 PR動画の公開 
・フェア特設ページで公開 

・事前に「動画作成講座」を開催し、希望団体は受講 

パフォーマンス動画

の収録・公開 

・事前にきららホールでパフォーマンスを収録し、フェア

特設ページで公開 

オンライン交流会 

・オンライン会議ツール(Webex)を活用し、「団体活動に

おける、Withコロナ・Afterコロナ」をテーマに、参加

団体同士が交流 

・一般視聴者にも公開 

・終了後は特設ページでレコーディング動画を公開 

特別企画(落語)  
・市民活動をテーマにした落語講演 

・会場（きららホール）またはオンラインで参加可 

特別企画(オンライン講座) ・コロナ禍における市民活動に関するオンライン講座 

【参考】これまでのふなばし市民活動フェアとの比較              
 

第 12回まで  第 13回 

会場型(フェイスビル 5階、6階)  Web重視型 

※実施方法の変更に伴い、団体向け事前説明会を開催（計 3回） 

人と人との接触機会

を減らすための工夫 

NEW! 
 

NEW! 
 

NEW! 
 

NEW! 

 

一部 NEW! 
 

 

Web重視型を体現する 

3つのポイント 

・動画コンテンツや、オンライ

ン会議ツールの積極活用 

・フェア特設ページの構築 

・Youtubeアカウントの取得 



市民生活部 市民協働課 

２ フェア特設ページと Youtubeの活用について                   

ふなばし市民力発見サイト内に特設ページを開設し、動画コンテンツやフェアに関

する各種情報を公開する場として活用した。 

なお、動画そのものを特設ページにアップロードは出来ないことから、Youtube上

で公開した。特設サイト上にはサムネイル画像を掲載し、リンク遷移により動画が視

聴できる環境を構築した。 

特設ページの階層構造と各ページでの公開情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 実施結果                                    

「資料 3 実施結果詳細」参照 

 

４ 付属資料                                          

資料 1  PRチラシ 

資料 2  参加団体一覧 

資料 3  実施結果詳細 

資料 4  特設ページ 

資料 5  第 12回ふなばし市民活動フェア PRチラシ 

 

トップページ

【公開情報】

企画の概要及び申込フォーム

・オンライン交流会

・落語公演

・オンライン講座

下層3ページへのリンク

団体活動体験詳細ページ

【公開情報】

体験可能な活動の詳細

動画公開ページ

【公開情報】

団体PR動画のｻﾑﾈｲﾙ

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ動画のｻﾑﾈｲﾙ

パネル写真公開ページ

【公開情報】

パネル写真

実行委員会チャンネル 

・団体 PR動画 

・パフォーマンス動画 

リンク遷移 

トップページと 3つの

下層ページによる構成 

 

 

特設サイト上の 
サムネイル画像 

クリック 

Youtube

で動画再生 

※サムネイル 
（親指の爪） 

動画の内容を象徴

する画像 
（本で例えると表
紙にあたる） 



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

ネットでつなぐ市民の輪回
13
第

～12日［日］
12月1日［水］
令和3年

パネル展示

市民力発見サイト 船橋

特設ページ
市民力発見サイト

検索または

団体PR動画

活動を
体験する
チャンス!

特設ページ
上でもパネルの
写真を見ること

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

admin
テキストボックス
資料1



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 
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１　参加団体数(企画別)

企画 団体数

団体活動への受入れ 9

パネル展示 41

PR動画 28

パフォーマンス動画 11

オンライン交流会 10

２　団体ごとの参加企画

団体名
団体活動

への受入れ
パネル展 PR動画

パフォーマン

ス動画

オンライン

交流会
活動紹介

一般財団法人千葉YMCA船橋地域デポ（船橋YMCA） 〇 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

一般社団法人　千葉県マンション管理士会 〇 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

千葉介助犬協会 〇 〇 〇 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 〇 〇 〇 〇 「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

船橋市スポーツウエルネス吹矢協会 〇 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

goto投票キャンペーン企画チーム 〇 〇 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

船橋古文書の会 〇 〇 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 〇 〇 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 〇 〇 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

千葉県9条連 〇 憲法9条を守るために学習会や諸行動を展開

ふなばしオストメイト倶楽部 〇 オストメイトについての相談会・情報交換を実施

三番瀬写真展実行委員会 〇 〇 三番瀬とのふれあいを楽しむ活動

特定非営利活動法人　船橋市レクリエーション協会 〇 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 〇 〇 〇 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） 〇 〇 〇 〇 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 〇 〇 ワンオペで子育て中のママを先輩ママが無償訪問

近隣市民をつなぐ会 〇 〇 〇 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法人サポート技術士センター 〇 技術開発、省エネなどの面で企業、市民のみなさまを支援

船橋市援農クラブ 〇 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

きりなし文庫 〇 〇 子どもに将来、心の助けになるような物語を届ける活動

安保関連法に反対するママの会＠ちば 〇 未来ある子どもたちに平和な社会をつくる活動

NPO法人船橋市時活村 〇 〇 〇 定例で４５の行事を開催し、定年後の居場所を提供

船橋笑いヨガクラブ 〇 〇 「笑いヨガ」で心も身体も健康に！を目指して活動

令和大久保会 〇 〇 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 〇 〇 〇 里山保全活動全般の活動

『手と手の会』 〇 〇 〇 〇 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 〇 〇 〇 三番瀬のフィールドで観察会による自然保護

NPO法人JASH日本性の健康協会 〇 〇 LGBTｓとAllyの居場所づくりや啓発活動

養生健身法 天地の会 〇 〇 〇 〇 拍手ヨガダンスで皆さんの健康づくりの支援

船橋スターライトスクエアーズ 〇 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

エコマインドの会 〇 〇 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

千葉県ユニセフ協会 〇 〇 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 〇 〇 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 〇 〇 〇 自然災害等の防災・減災の市民活動の支援
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親子遊び「かしの木会」 〇 〇 〇 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） 〇 〇 〇 〇 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 〇 〇 災害に備えるための知恵と技を地域に発信

NPO法人発達障害支援ネット「YELL」 〇 〇 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 〇 〇 健康長寿の「人づくり」と「まちづくり」への地域貢献活動

とんとんはうす 〇 〇 〇 〇 物作りで仲間作りSDGs活動で社会貢献

ふなばし街歩きネットワーク 〇 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 〇 〇 〇 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 〇 〇 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 〇 〇 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 〇 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
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１ 事前説明会                              

  

 

 

 

 

 

 

２ 団体活動への参加                           

・各団体の受入内容の詳細は「資料 4 特設ページ」参照 

・活動の体験人数、体験をきっかけとした継続した活動への参加人数 

団体名 体験人数 継続参加 

特定非営利活動法人千葉なのはなＳＩＴＡ 2 0 

goto投票キャンペーン企画チーム 0 － 

GCI外国人支援ネットワーク船橋（GCIふなばし） 2 2 

NPO法人船橋市時活村 0 － 

項目 ページ 

1 事前説明会 … 1ページ 

２ 団体活動への参加 … 1ページ 

３ パネル展 … 2ページ 

４ PR動画 … 3ページ 

５ パフォーマンス動画 … 4ページ 

６ オンライン交流会 … ６ページ 

７ 落語講演 … ６ページ 

８ オンライン講座 … ６ページ 

９ 特設ページ … 7ページ 

日時 開催方法 参加実績 

7月 27日（火）14時～16時 オンライン（Webex） 26名(21団体) 

7月 30日（金）10時～12時 会場（中央公民館） 10名(8団体) 

7月 30日（金）14時～16時 会場（中央公民館） 8名(8団体) 

企画の特徴 

・「地域に飛び出せ！ふなばし夏のボランティア体験」事業を模倣し、市民活動に興味の

ある市民が様々な分野の団体で、様々な活動が体験できる機会を提供した 
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行々林せせらぎの森 4 1 

船橋ウォーキング・ソサイエティ 1 0 

NPO法人シビルまちづくりステーション 2 0 

とんとんはうす 確認中 確認中 

NPO法人ふなばし地域ねこ活動 4 2 

 
 

 

 
３ パネル展                               

・希望団体は 1月 4日（火）～31日（月）で図書館展示 

 （中央図書館 8団体、西図書館 3団体、東図書館 3団体） 

・パネルの「いいね！シール」枚数 

 (12月 1日～12日の期間で、サポートセンター来場者に対し 1人 3票の投票依頼) 

 ・特設サイト上での閲覧回数（集計期間 11月 9日～2月 28日） 

団体名 図書館 シール数 
ネット
閲覧数 

千葉介助犬協会 中央 30 117 

ふなばしオストメイト倶楽部 東 13 29 

『手と手の会』  22 39 

養生健身法 天地の会 中央 6 27 

NPO法人発達障害支援ネット「YELL」  11 10 

船橋笑いヨガクラブ  41 23 

goto投票キャンペーン企画チーム  6 9 

NPO法人船橋市時活村 中央 7 12 

令和大久保会  21 11 

エコマインドの会  8 11 

とんとんはうす  18 23 

一般社団法人 千葉県マンション管理士会  3 4 

近隣市民をつなぐ会 中央 15 12 

NPO法人シビルまちづくりステーション  9 14 

健康生きがいづくり千葉県連絡協議会  33 21 

41 団体の展示 

ネットでの閲覧回数740 回 

 

企画の特徴・新規性 

従来のフェイスビル 5階だけでなく、市内 4図書館でも展示可能とした 

特設ページでパネルの写真を公開し、オンライン化を図った 
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ふなばし街歩きネットワーク  68 30 

NPO法人ふなばし地域ねこ活動 西 20 26 

船橋市援農クラブ  11 28 

船橋市スポーツウエルネス吹矢協会  20 33 

船橋古文書の会 東 10 10 

船橋スターライトスクエアーズ  4 6 

アースドクターふなばし 西 14 14 

NPO法人環境カウンセラー千葉県協議会  4 11 

三番瀬写真展実行委員会  48 12 

行々林せせらぎの森  12 18 

フィールドミュージアム・三番瀬の会 中央 36 15 

船橋 SLネットワーク  15 15 

船橋防災連絡会  5 9 

千葉県 9条連  10 16 

安保関連法に反対するママの会＠ちば  13 13 

脱原発船橋（仮）  23 13 

GCI外国人支援ネットワーク船橋（GCIふなばし）  8 12 

千葉県ユニセフ協会 中央 15 7 

一般財団法人千葉 YMCA船橋地域デポ（船橋 YMCA）  7 8 

ふなばし女性会議  26 18 

NPO法人 JASH日本性の健康協会 中央 15 6 

NPO法人世界のともだち、ホームスタート・しゅっぽっぽ 西 14 8 

きりなし文庫 中央 14 10 

親子遊び「かしの木会」 東 5 17 

特定非営利活動法人千葉なのはなＳＩＴＡ  8 12 

NPO法人サポート技術士センター   7 11 

 

合計 533 740 

・希望団体は 1月 4日（火）～31日（月）で図書館展示 

図書館 団体数 

中央公民館 8団体 

西図書館 3団体 

東図書館 3団体 
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４ 団体 PR動画                             

・動画作成講座を開催（2回で 1セット） 

 ・1回目 パワーポイントを活用しスライド資料を作成 

 ・2回目 スライド資料にアフレコし動画を完成 

・中央公民館を会場に、以下の日程で各回 2時間の開催 

コース 1回目 2回目 参加団体 

平日コース 10月１４日（木） 10月 22日（金） 6団体 

土曜日コース 10月 2日（土） 10月 23日（土） 8団体 

・動画視聴回数（集計期間 11月 30日～2月 28日） 

 1 動画を独自作成した団体 

団体名 視聴回数 

千葉介助犬協会 109 

船橋古文書の会 73 

アースドクターふなばし 74 

GCI外国人支援ネットワーク船橋（GCIふなばし） 121 

NPO法人世界のともだち、ホームスタート・しゅっぽっぽ 57 

きりなし文庫 64 

行々林せせらぎの森 74 

NPO法人 JASH日本性の健康協会 44 

千葉県ユニセフ協会 42 

親子遊び「かしの木会」 49 

船橋 SLネットワーク 44 

NPO法人ふなばし地域ねこ活動 260 

居場所づくりの会 63 

船橋市民活動サポートセンター運営協議会 

(ボランティアは今 SDGs） 
47 

船橋市民活動サポートセンター運営協議会 

(人生 100年時代を生きる） 
43 

船橋市民活動サポートセンター運営協議会 

(今後目指すべき市民活動） 
37 

28 団体が公開 

総視聴回数1,905 回 

企画の特徴・新規性 

・社会全体でのデジタル化を踏まえ、動画を通じて活動を PRする機会を提供した 

・「動画作成講座」を受講した団体は、動画作成のノウハウを学び、その知識を応用する

ことで別の場面でも動画を作成できるようになった 

・特設ページで集約掲載し、サイト閲覧者が様々な団体の活動を知る機会を提供した 
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2 動画作成講座の参加団体 

団体名 視聴回数 

特定非営利活動法人千葉なのはなＳＩＴＡ 33 

NPO法人環境カウンセラー千葉県協議会 39 

特定非営利活動法人 船橋市レクリエーション協会 42 

ふなばし女性会議 93 

NPO法人船橋市時活村 49 

令和大久保会 51 

『手と手の会』 70 

フィールドミュージアム・三番瀬の会 44 

養生健身法 天地の会 52 

特定非営利活動法人 船橋ウォーキング・ソサイエティ 86 

NPO法人シビルまちづくりステーション 35 

脱原発船橋（仮） 46 

とんとんはうす 27 

船橋防災連絡会 37 

 

 

 

 

５ パフォーマンス動画                           

・11月 5日にきららホールで収録 

・動画視聴回数（集計期間 11月 30日～2月 28日） 

団体名 視聴回数 

千葉介助犬協会 44 

三番瀬写真展実行委員会 81 

近隣市民をつなぐ会 31 

船橋笑いヨガクラブ 182 

『手と手の会』 65 

養生健身法 天地の会 51 

親子遊び「かしの木会」 47 

11 団体が公開 

総視聴回数765 回 

企画の特徴・新規性 

・パフォーマンスの収録、動画の編集、Youtubeへのアップロードといった動画公開ま

での作業を実行委員会が担うことで、団体ごとの IT スキルの壁を排除し、多くの団体

が動画で日ごろの活動を PRする機会を提供した 
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脱原発船橋（仮） 41 

NPO法人発達障害支援ネット「YELL」 25 

健康生きがいづくり千葉県連絡協議会 158 

とんとんはうす 40 

 

６ オンライン交流会                           

・当日に向けて、事前に 2回の意見交換会を実施 

 1回目 自己紹介、近況報告 

2回目 当日の進行を確認 

・参加団体 10団体 

・一般視聴者数 12名 

・当日のプログラム 

1 イベント開会あいさつ(実行委員長) 

2 企画趣旨説明(実行委員) 

3 参加団体紹介 (3分×10団体 = 30分) 

4 COVID-19 禍での団体活動事例紹介 

5 After COVID-19 に向けて(1組のコラボレーション紹介+2 団体  計 20分) 

6 オンライン参加者との質疑応答(10分程度) 

7 After COVID-19 での活動宣言 (1分×10団体) 

8 閉会(実行委員) 

 

７ 落語講演                               
・来場者数 75名 

・オンライン視聴者数 4名 

 

８ オンライン講座                            

・ 受講者数 12名 

・ 講義、グループワーク

形式で実施 

 

 

企画の特徴・新規性 

・オンライン会議ツールを使って交流する体験機会を提供した 

・交流を通じて団体同士の強みを生かし、連携するきっかけを提供した 

・一般視聴者も招待し、参加団体との交流機会を提供した 



資料 3 実施結果詳細 
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９ 特設ページ「資料 4 特設ページ」参照                             

 ・各ページへのアクセス数（集計期間 10月 29日～2月 28日） 

ページ項目 URL アクセス数 

トップページ 

http://funabashi-

civilpowers.net/event/fair2021.html 

 

4,293 

動画公開ページ 

http://funabashi-

civilpowers.net/event/fair2021_video.html 

 

5,233 

団体活動体験 

詳細ページ 

http://funabashi-

civilpowers.net/event/fair2021_event.html 

 

395 

パネル写真公開

ページ 

http://funabashi-

civilpowers.net/event/fair2021_exhibition.

html  

1,315 

 

http://funabashi-civilpowers.net/event/fair2021.html
http://funabashi-civilpowers.net/event/fair2021.html
http://funabashi-civilpowers.net/event/fair2021_video.html
http://funabashi-civilpowers.net/event/fair2021_video.html
http://funabashi-civilpowers.net/event/fair2021_event.html
http://funabashi-civilpowers.net/event/fair2021_event.html
http://funabashi-civilpowers.net/event/fair2021_exhibition.html
http://funabashi-civilpowers.net/event/fair2021_exhibition.html
http://funabashi-civilpowers.net/event/fair2021_exhibition.html


トップページ ｜ 初めてご利用の方へ ｜ ご登録の皆様へ ｜ お問い合わせ

Events 1 & Video

団体PR動画・パフォーマンス動画（別ページへリンク）

Events 2 & Exhibitions

パネル展示（別ページへリンク）

Events 3 & Recruitment

団体活動への参加（別ページへリンク）

Events 4 & Watch Online

オンライン交流会

Events 5 & Special Event

特別企画（オンライン講座）

Events 6 & Special Event

特別企画（オンライン落語）

トップページ  >  ふなばし市民活動フェア（第13回）

令和３年度の「ふなばし市民活動フェア」は、

「ネットでつなぐ市民の輪」をテーマに、オンラインを中心に

さまざまな場所や方法で開催します。

開催期間：令和3年 12月1日(水) ～12日(日)

※開催期間は終了しましたが、

団体PR動画・パフォーマンス動画・パネル展示写真は

令和4年3月31日(木)まで引き続き公開します。

第１３回ふなばし市民活動フェア PRチラシ

【第１３回ふなばし市民活動フェアの企画一覧】

オンライン交流会

1/4ページふなばし市民活動フェア（第13回）｜ふなばし市民力発見サイト

2022/02/18http://funabashi-civilpowers.net/event/fair2021.html



クリックすると動画が再生されます。

「日々の活動におけるWithコロナ、Afterコロナ」をテーマに、

１０団体がオンライン会議（Ｗｅｂｅｘ）で交流します。

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できますので、ぜひご参加ください。

参加団体一覧

団体名 団体活動

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

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

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

居場所づくりの会 みんなの夢を形にする「居場所」づくり

～オンライン会議（Ｗｅｂｅｘ）で交流します～

開催日時：12月４日(土) 13時30分～15時00分

※終了しましたが、交流会の様子は動画で視聴できます。

参加団体

特別企画（オンライン講座・落語）
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特定非営利活動法人ＣＲファクトリー

阿部　剛

[落語家]

柳家　権之助

[芸歴]

2004年 6月 柳家権太楼に入門

2005年 1月 前座となる　前座名「ごん坊」

2008年 3月 二ツ目昇進「ほたる」と改名

2019年 9月21日 真打昇進「柳家権之助」と改名

柳家　さん光

[芸歴]

2009年 1月 柳家権太楼に入門

2009年 7月21日 前座となる　前座名「おじさん」

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

これから団体活動を始めたい方も参加可能ですので、申込みお待ちしております

講師

講師情報 高校生の時、父親の事故により生活が180度変わる経験をしたことから、生きづ

らさを抱えて生きる人たちに関心を持ち、学生時代から子どもや若者が社会で自

立するための支援活動に携わる。

大学卒業後はNPOを支援するコーディネーターとして職能を磨き、その後は文部

科学省のモデル事業を始め、行政との協働を多数経験する。現在はCRファクト

リーにて様々な講師を担っている他、民間の学童を運営するなど、ローカルな現

場と中間支援の立場を往復しながら活動中。

参加方法 Ｗｅｂｅｘ（オンライン会議ツール）

落語

～市民活動に関する講座～

開催日時：12月12日(日) 10時00分～12時00分

※終了しました。

★「Withコロナでの市民活動」をテーマに講義を実施します★

落語家　柳家権之助・柳家さん光

★市民活動をテーマに講演していただきます★
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2013年 二ツ目昇進「柳家さん光」と改名
開催日 １２月１１日（土）９時３０分～

参加方法 会場　きららホール（フェイスビル６階）

オンライン参加　Ｗｅｂｅｘ（オンライン会議ツール）

次年度以降の参考とさせていただくために、

「第１３回ふなばし市民活動フェアに関するアンケート」にご協力ください。

※以下のURLからお願いします

https://e-shinsei.city.funabashi.lg.jp/city-funabashi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=806

このサイトについて

ID・PASSを忘れた方へ

登録会員向け案内

パンフレットダウンロード（PDFファイル）

登録市民力一覧

活動レポート一覧

イベント・催し物情報一覧

一緒に活動しませんか？一覧

協力できますコーナー一覧

協力してくださいコーナー一覧

船橋市からのお知らせ

市民と協働のまちづくり

市民活動の推進

市民活動サポートセンターからのお知らせ

トップページ

お問い合わせ

ログインページ

新規登録

Copyright c2015 Funabashi City. All Rights Reserved. 

アンケート

アンケートご協力お願い
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トップページ ｜ 初めてご利用の方へ ｜ ご登録の皆様へ ｜ お問い合わせ

トップページ  >ふなばし市民活動フェア（第13回）  >  団体活動への参加

※本企画は全て終了しました。

※参加を希望の方は、各団体へ事前に申込んだうえでご参加ください。

団体活動を体験できる９団体

シニア向けパソコン講習の補助講師体験

体験内容 WORD、EXCEL講座の補助講師を体験していただきます。講師として当日

は、講座を受講しているシニアが操作に手間取っていたり主任講師の説明

を聞き飛ばしたときに、適宜、受講生をサポートをして講習のスムーズな進

行を助けていただきます。

日時 １２月１１日（土）９時００分～１２時００分

会場 八千代市緑が丘公民館　４階講習室

申込方法 メール（締切：11月30日（火））

※「氏名」「連絡先」を本文に入力してください。

申込先 押賀　：cns_jimukyoku@yahoo.co.jp

注意事項 講習当日は、会場での手指消毒、マスク着用に協力してください。

～団体活動への参加～

団体の活動を体験できます
団体の活動に参加してみたいけれど、きっかけがない・・・

そんな方はぜひ参加してみてください

特定非営利活動法人千葉なのはなＳＩＴＡ

goto投票キャンペーン企画チーム
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リアルタイムの企画書作成や提案・打ち合わせ体験

体験内容 社会に出て働いて生き抜いていくためには、企画書づくり及び提案・進行の

経験を重ねていくことは重要です。それもリアルタイムでの体験は必要不可

欠です。私たちは特に行政機関を専門とした企画書づくりを得意としていま

す。アイデアを形にし社会に貢献していくワクワクする過程を体験できます。

日時 １２月１日（水）～１２日（日）のうち、ご都合の良い日時

会場 インターネット環境が整っているところ

申込方法 電話（締切：参加希望日の１週間前）

※「氏名」「連絡先」を伝えてください。

申込先 羽田：080-1856-3480

注意事項 投票に関する情報提供を行っておりますが、特定の組織や団体を支持するもの

ではありませんのでご了承ください。

「船橋市時活村」主催の行事の体験

体験内容 定年後の余暇時間を「はずんで生きよう」を実践するため、村が主催する月

約40件の行事に参加しながら、【自分づくり】【仲間づくり】を目指している団

体です。今回体験行事として、以下の３行事（参加費無料）を用意しておりま

す。

1. 道草ディスク：運動公園にてフライングディスクの体験を行います。

2. いち・にい・さんぽ船橋：「新京成鉄道遺産を巡る」として、上本郷駅から松戸ま

で約5Kmの散歩の体験を行います。

3. 自遊農園：約300坪の農地で1年を通じて育てた野菜等の収穫体験を行います。

農作業ができる服装、軍手、汗拭きタオル、長靴等で参加願います。

日時 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

会場 1. 道草ディスク：夏見運動公園内フライングディスクコース

9:30に夏見運動公園内野球場入口に集合

2. いち・にい・さんぽ船橋：新京成線上本郷駅改札に13:00に集合

3. 自遊農園：新京成線　三咲駅の改札を出て、アンデルセン公園方面行きの

バス停に9:30に集合

受付終了後、バスに乗車し、神保農場に向かいます。

申込方法 FAXまたは電話　（締切：11月17日（水））

※「希望行事名」「氏名」「連絡先」を伝えてください。

※電話での受付時間は、平日10時00分～15時00分

申込先 事務局：ＦＡＸ：047-402-2415

電話：047-402-2414

注意事項 マスク着用で、当日配布する新型コロナ感染予防策チェックリストを遵守してくだ

さい。

ＮＰＯ法人船橋市時活村
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Zoom説明会（船橋市の里山ライフはせせらぎの森で！）

体験内容 行々林せせらぎの森の活動紹介及び質疑応答

1. 会長挨拶

2. 活動動画紹介（約3分）

3. 活動内容詳細説明（パワーポイント及び画像資料/約10分）

4. 質疑応答（約20分）

5. 終わりの挨拶

日時 12月4日（土）19時00分～19時40分

会場 オンラインZoom説明会

申込方法 メール（締切：11月26日（金））

※Zoom説明会の招待メールを返信します。

申込先 原戸：juntaro.h@lapis.plala.or.jp

注意事項 Zoom画面が見れる環境を整えてください。

外国人の労働問題を支援するボランティア

体験内容 (現地)

・他団体や外部機関との連携・ネットワークのための訪問

・夜の相談会の運営支援

・各種勉強会や交流会への参加

(オンライン)

・SNS等での広報＆啓発

　（現場やオンラインどちらでも可）

・諸外国について調べ＆報告／発表等

・ボランティアミーティング

・募金呼びかけ等

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）

会場 上野動物園　もしくは上野公園あるいはその近辺。またはオンライン

申込方法 メール　（締切：参加希望日の1週間前）

※「氏名」「連絡先」「参加希望日」を本文に入力してください。

申込先 小林・皇・季　gci@live.jp

注意事項 当コロナ対策にご理解いただけること

行々林せせらぎの森

GCI外国人支援ネットワーク船橋（GCIふなばし）
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① ２本のポールを使うウォーキング ②美・姿勢ウォーキング

体験内容
① ２本のポールを使うウォーキング

・ウォーミングアップ

・ポールの使い方

・ポールを使って歩いてみましょう

② 美・姿勢ウォーキング

ポールを使わないウォーキング

若々しい、よい歩き方のコツを体験

日時 ① 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

② 美・姿勢ウォーキング

   12月7日(火) 10時00分～11時30分

会場 ① 12月4日（土）　船橋本町北公園～海老川

② 12月7日（火）　及び12月9日（木）　行田公園

申込方法 電話（締切：12月3日（金））　※各5名まで　

※「氏名」「連絡先」「参加希望行事・日時」を伝えてください。

申込先 事務局　TEL：047-438-8818

注意事項 ポールは、会で用意します。運動しやすい服装と靴と両手があけられるリュックや

マスクを着用し、水分、タオルを持参してください。

自然災害等の防災・減災に関する市民活動の支援

体験内容 気候変動等で激化する各種災害について学び、新型コロナウィルス蔓延下

での防災減災対策について検討します。私達が住む船橋市の自然災害リス

クはどのようなもので、自助・共助としてどのように対応すべきか、またクロ

スロードゲーム等による災害対応の検討をします。

日時 12月1日（水）14時00分から2時間程度

会場 船橋市中央公民館集会室

申込方法 メールまたは電話　（締切：11月24日（水））

※「氏名」「連絡先」を伝えてください。

申込先 廣田　メール：samkun.hirota@gmail.com

TEL：080-3411-1398

注意事項 コロナウィルス蔓延等には十分留意しましょう

特定非営利活動法人　船橋ウォーキング・ソサイエティ

ＮＰＯ法人シビルまちづくりステーション

とんとんはうす
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物作りで社会貢献　プログラミング体験教室

体験内容 とんとんはうすでは、物作りで社会貢献をしてきました。物作りと言っても今

やプログラミングが不可欠な時代になりました。

とんとんはうすでは、ゲームやスクラッチ、レーザー加工、トイドローン操縦

までプログラミング学習を幅広く体験することが出来ます。既に小学生から

80代のご高齢の方々まで沢山の皆様にご参加いただいております。

日時 12月18日（土）　10時00分～14時00分

会場 船橋浜町商店街「なんか」

申込方法 メール　（締切：12月11日（土））

※「氏名」「連絡先」を本文に入力してください

※初心者の方も安心してご参加戴けます。親子さん、お友達同士の参加は一緒

にお申し込みください。

申込先 野武　メールアドレス：ton21432@gmail.com

注意事項 人数制限があります。

参加が決まりましたら連絡を差し上げます。その際感染対策の注意点を申し上げ

ますので宜しくお願いいたします。

Let's 地域ねこ活動！（あなたもできる♪）活動紹介

体験内容 オンラインで、楽しくわかりやすく、地域ねこ活動を紹介します。経験豊富な

メンバーがミニミニ・セミナー形式でお伝えします。

実際の活動風景の動画、紙芝居もご覧いただけます。

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

会場 オンライン形式　Microsoft Teamsを使用

※ＰＣはTeamsアプリをインストールしなくても参加可能ですが、

スマホはアプリのインストールが必要です

申込方法 電話　（締切：11月26日（金））

※受付時間は、13時00分～20時00分

※「氏名」「連絡先」を伝えてください。

※申込後に、参加に必要な案内をお送りします

注意事項 オンライン時、カメラはオンでお願いします。

申込先 清水　TEL：090-8568-6648

ＮＰＯ法人ふなばし地域ねこ活動

アンケート

アンケートご協力お願い
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次年度以降の参考とさせていただくために、

「第１３回ふなばし市民活動フェアに関するアンケート」にご協力ください。

※以下のURLからお願いします

https://e-shinsei.city.funabashi.lg.jp/city-funabashi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=806

このサイトについて

ID・PASSを忘れた方へ

登録会員向け案内

パンフレットダウンロード（PDFファイル）

登録市民力一覧

活動レポート一覧

イベント・催し物情報一覧

一緒に活動しませんか？一覧

協力できますコーナー一覧

協力してくださいコーナー一覧

船橋市からのお知らせ

市民と協働のまちづくり

市民活動の推進

市民活動サポートセンターからのお知らせ

トップページ

お問い合わせ

ログインページ

新規登録

Copyright c2015 Funabashi City. All Rights Reserved. 
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トップページ ｜ 初めてご利用の方へ ｜ ご登録の皆様へ ｜ お問い合わせ

1

（再生時間：2分57秒）

千葉介助犬協会

【活動内容】

介助犬の育成、無償貸与と普及啓発活動

2

（再生時間：5分57秒）

船橋古文書の会

【活動内容】

古文書学習により教養を高め、会員の親睦を深

める活動

3

（再生時間：3分44秒）

アースドクターふなばし

【活動内容】

4

（再生時間：2分39秒）

GCI外国人支援ネットワーク船橋
（GCIふなばし）

トップページ  >ふなばし市民活動フェア（第13回）  >  動画紹介ページ

※フェア開催期間は終了しましたが、動画は令和4年3月31日(木)まで引き続き公開します。

団体PR動画編（全28団体）

～動画紹介ページ～

このページでは市民活動団体の
活動紹介やパフォーマンスに関する動画を視聴できます。
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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

【活動内容】

違いを乗り越え、誰もが人として尊重される社会
の実現ふなばし（edf）活動紹介

5

（再生時間：2分33秒）

NPO法人世界のともだち、
ホームスタート・しゅっぽっぽ

【活動内容】

ワンオペで子育て中のママを先輩ママが無償訪

問

6

（再生時間：4分40秒）

きりなし文庫

【活動内容】

子どもに将来、心の助けになるような物語を届

ける活動

7

（再生時間：2分48秒）

行々林せせらぎの森

【活動内容】

里山保全活動全般の活動

8

（再生時間：0分57秒）

NPO法人JASH 日本性の健康協会

【活動内容】

LGBTｓとAllyの居場所づくりや啓発活動

9

（再生時間：3分1秒）

千葉県ユニセフ協会

【活動内容】

ユニセフの広報・募金・学習支援などの実施

10

（再生時間：3分23秒）

親子遊び「かしの木会」

【活動内容】

誕生後の赤ちゃんとおもちゃで上手に遊ぶサ
ポート

11

（再生時間：3分10秒）

船橋SLネットワーク

12

（再生時間：3分31秒）

NPO法人ふなばし地域ねこ活動
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【活動内容】

災害に備えるための知恵と技を地域に発信

【活動内容】

野良猫トラブルゼロを目指す地域猫活動の推

進・実施

13

（再生時間：2分50秒）

居場所づくりの会

【活動内容】

みんなの夢を形にする「居場所」づくり

14

（再生時間：8分55秒）

船橋市民活動サポートセンター
運営協議会

【活動内容】

スキルアップグループ講座
（ボランティアは今SDGs）

15

（再生時間：8分11秒）

船橋市民活動サポートセンター
運営協議会

【活動内容】

スキルアップグループ講座
（人生100年時代を生きる）

16

（再生時間：10分36秒）

船橋市民活動サポートセンター
運営協議会

【活動内容】

スキルアップグループ講座

（今後目指すべき市民活動）

17

（再生時間：6分13秒）

特定非営利活動法人
千葉なのはなＳＩＴＡ

【活動内容】

「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

18

（再生時間：3分2秒）

NPO法人
環境カウンセラー千葉県協議会

【活動内容】

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

19

（再生時間：4分11秒）

20

（再生時間：3分23秒）

ふなばし女性会議
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特定非営利活動法人
船橋市レクリエーション協会

【活動内容】

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

【活動内容】

女性の地位向上・男女の共生を推進

21

（再生時間：7分58秒）

NPO法人船橋市時活村

【活動内容】

定例で４５の行事を開催し、定年後の居場所を

提供

22

（再生時間：2分53秒）

令和大久保会

【活動内容】

25年前に始めた異業種交流と勉強会の実施

23

（再生時間：2分22秒）

『手と手の会』

【活動内容】

施設等での楽しい一時の支援

24

（再生時間：2分57秒）

フィールドミュージアム・三番瀬の会

【活動内容】

三番瀬のフィールドで観察会による自然保護

25

（再生時間：3分17秒）

養生健身法天地の会

【活動内容】

拍手ヨガダンスで皆さんの健康づくりの支援

26

（再生時間：2分46秒）

特定非営利活動法人
船橋ウォーキング・ソサイエティ

【活動内容】

ウォーキングを通した健康づくり、仲間づくり

27

（再生時間：3分2秒）

28

（再生時間：2分19秒）
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NPO法人
シビルまちづくりステーション

【活動内容】

自然災害等の防災・減災の市民活動の支援

脱原発船橋（仮）

【活動内容】

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

29

（再生時間：3分0秒）

とんとんはうす

【活動内容】

物作りで仲間作りSDGs活動で社会貢献

30

（再生時間：3分0秒）

船橋防災連絡会

【活動内容】

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

1

（再生時間：14分4秒）

千葉介助犬協会

【動画タイトル】

介助犬のお仕事紹介

【活動内容】

介助犬の育成、無償貸与と普及啓発活動

2

（再生時間：13分27秒）

三番瀬写真展実行委員会

【動画タイトル】

カニの仲間たち

【活動内容】

三番瀬とのふれあいを楽しむ活動

3

（再生時間：11分0秒）

近隣市民をつなぐ会

【動画タイトル】

地域共生社会実現を目指して

【活動内容】

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

4

（再生時間：11分39秒）

船橋笑いヨガクラブ

【動画タイトル】

子供心に戻って大笑い！笑って元気、ストレス

解消！

【活動内容】

「笑いヨガ」で心も身体も健康に！を目指して活

動

5 6

パフォーマンス動画編（全11団体）

5/7ページふなばし市民活動フェア（第13回）動画紹介｜ふなばし市民力発見サイト

2022/02/18http://funabashi-civilpowers.net/event/fair2021_video.html



（再生時間：13分44秒）

『手と手の会』

【動画タイトル】

音楽に乗って動き踊り、健康で楽しい生活を送

る支援を

【活動内容】

施設等での楽しい一時の支援

（再生時間：13分42秒）

養生健身法天地の会

【動画タイトル】

拍手ヨガダンスで手を叩いて元気になりましょ

う！

【活動内容】

拍手ヨガダンスで皆さんの健康づくりの支援

7

（再生時間：13分20秒）

親子遊び「かしの木会」

【動画タイトル】

誕生後の0歳児が遊ぶおもちゃ

【活動内容】

誕生後の赤ちゃんとおもちゃで上手に遊ぶサ

ポート

8

（再生時間：11分51秒）

脱原発船橋（仮）

【動画タイトル】

「ロックマくんバンド」のライブ

【活動内容】

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

9

（再生時間：12分39秒）

NPO法人
発達障害者支援ネットワーク「YELL」

【動画タイトル】

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

【活動内容】

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

10

（再生時間：13分1秒）

健康生きがいづくり千葉県連絡協議会

【動画タイトル】

楽しみながら元気づくり　船橋脳トレ会

【活動内容】

健康長寿の「人づくり」と「まちづくり」への地域

貢献活動

11
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（再生時間：12分18秒）

とんとんはうす

【動画タイトル】

絵本作りで仲間作り　SDGsで皆の町のカルタ作

り

【活動内容】

物作りで仲間作りSDGs活動で社会貢献

次年度以降の参考とさせていただくために、

「第１３回ふなばし市民活動フェアに関するアンケート」にご協力ください。

※以下のURLからお願いします

https://e-shinsei.city.funabashi.lg.jp/city-funabashi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=806

このサイトについて

ID・PASSを忘れた方へ

登録会員向け案内

パンフレットダウンロード（PDFファイル）

登録市民力一覧

活動レポート一覧

イベント・催し物情報一覧

一緒に活動しませんか？一覧

協力できますコーナー一覧

協力してくださいコーナー一覧

船橋市からのお知らせ

市民と協働のまちづくり

市民活動の推進

市民活動サポートセンターからのお知らせ

トップページ

お問い合わせ

ログインページ

新規登録

Copyright c2015 Funabashi City. All Rights Reserved. 

アンケート

アンケートご協力お願い
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トップページ ｜ 初めてご利用の方へ ｜ ご登録の皆様へ ｜ お問い合わせ

1

千葉介助犬協会

介助犬の育成、無償貸与と普及

啓発活動

拡大版はこちらをクリック

2

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

拡大版はこちらをクリック

3

『手と手の会』

施設等での楽しい一時の支援

拡大版はこちらをクリック

4

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

拡大版はこちらをクリック

トップページ  >ふなばし市民活動フェア（第13回）  >  パネル写真ページ

パネル写真紹介（全41団体掲載）

～パネル展示～

このページでは41団体が作成したパネルを閲覧できます。

実物はフェイスビル５階で展示しています。

展示期間　令和4年3月18日(金)まで

※パネルの写真は令和4年3月31日(木)まで、引き続き公開します。
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5

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

拡大版はこちらをクリック

6

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

拡大版はこちらをクリック

7

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

拡大版はこちらをクリック

8

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

拡大版はこちらをクリック

9

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

拡大版はこちらをクリック

10

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

拡大版はこちらをクリック

11

とんとんはうす
物作りで仲間作りSDGs活動で社

会貢献

拡大版はこちらをクリック

12

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

拡大版はこちらをクリック

13

近隣市民をつなぐ会

14
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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

拡大版はこちらをクリック

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

拡大版はこちらをクリック

15

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

拡大版はこちらをクリック

16

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

拡大版はこちらをクリック

17

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

拡大版はこちらをクリック

18

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

拡大版はこちらをクリック

19

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

拡大版はこちらをクリック

20

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

拡大版はこちらをクリック

21

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

拡大版はこちらをクリック

22

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

拡大版はこちらをクリック
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23

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

拡大版はこちらをクリック

24

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

拡大版はこちらをクリック

25

行々林せせらぎの森

里山保全活動全般の活動

拡大版はこちらをクリック

26

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

拡大版はこちらをクリック

27

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

拡大版はこちらをクリック

28

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

拡大版はこちらをクリック

29

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

拡大版はこちらをクリック

30

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

拡大版はこちらをクリック

31 32
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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

拡大版はこちらをクリック

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

拡大版はこちらをクリック

33

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

拡大版はこちらをクリック

34

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

拡大版はこちらをクリック

35

ふなばし女性会議

女性の地位向上・男女の共生を推

進

拡大版はこちらをクリック

36

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

拡大版はこちらをクリック

37

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

拡大版はこちらをクリック

38

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

拡大版はこちらをクリック

39

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

40

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
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拡大版はこちらをクリック 拡大版はこちらをクリック

41

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

拡大版はこちらをクリック

次年度以降の参考とさせていただくために、

「第１３回ふなばし市民活動フェアに関するアンケート」にご協力ください。

※以下のURLからお願いします

https://e-shinsei.city.funabashi.lg.jp/city-funabashi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=806

このサイトについて

ID・PASSを忘れた方へ

登録会員向け案内

パンフレットダウンロード（PDFファイル）

登録市民力一覧

活動レポート一覧

イベント・催し物情報一覧

一緒に活動しませんか？一覧

協力できますコーナー一覧

協力してくださいコーナー一覧

船橋市からのお知らせ

市民と協働のまちづくり

市民活動の推進

市民活動サポートセンターからのお知らせ

トップページ

お問い合わせ

ログインページ

新規登録

アンケート

アンケートご協力お願い
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