
〈主催〉	 ふなばし市民活動フェア実行委員会
	 船橋市市民活動サポートセンター運営協議会
	 船橋市	市民生活部	市民協働課　TEL：047-436-3201

ステージパフォーマンス

お楽しみ活動実演体験

介助犬のデモンストレーションもあります

出展ブース

11：00～11：25
ふなばし街歩きネットワーク
街歩きの実演
11：30～11：55
きりなし文庫
絵本の 2人「読み聞かせ」
12：00～12：25

“伝えよう船橋”の会
A4サイズのカルタを使ったかるた遊び
12：30～12：55
エコマインドの会
身近な家庭・地域からできるエコ活動
13：00～13：25
NPO 法人フラワーセラピー
研究会千葉
花（植物）を使った小さな作品作り　
13：30～13：55
ふなばし『おもちゃの病院』
修理の実演

11：00～11：12
すん撃退ふなばし
寸劇
11：14～11：26
脱原発船橋（仮）
クマのキャラクターといっしょにバンド演奏
11：28～11：40
千葉介助犬協会
介助犬のお仕事紹介、デモンストレーション
11：42～11：54
NPO 法人生き方応援団ララ
講演ライブ
11：56～12：08

（公社）日本技術士会千葉県支部防災支援チーム
地震発生時の身を守ることなどの姿勢態勢
12：10～12：22
ボランティアの会 養生健身法 天地の会
拍手ヨガロビを一緒に踊りましょう
12：24～12：36
NPO 法人コミュニティサロン・あまやどり
参加者の皆さんと童謡・叙情歌の合唱
12：38～12：50
船橋笑いヨガクラブ
笑いヨガ
12：52～13：04
ばか面おどり交流会
ばか面おどり
13：06～13：18
介護研究会 船橋にこにこ元気塾
リズム体操と運動
13：20～13：32
健康生きがいづくり千葉県連絡協議会
歌声教室
13：34～13：46
船橋スターライトスクエアーズ
スクエアダンス
13：48～14：00
Smile船橋 ビンちゃんと（笑いヨガ）
笑いヨガ
14：02～14：14
千葉　桃の会
楽曲の歌唱披露
14：16～14：28
手と手の会
施設の利用者さん（模擬）とのリハビリダンス

5 階
お楽しみ活動
実演体験

6階
ステージ

パフォーマンス体験しよう
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15：00～15：50

入場無料です

アンケートにお答えいただいた方に
粗品を差し上げます

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

会場
案内

～	出あい	ふれあい	みんな笑顔	～

第 11回　ふなばし
フェア市民活動

市民活動サポートセンター・きららホール
（フェイスビル 5階・6階）会	場

平成 31 年 2月2日土	11：00 ～ 16：00

15：00～15：50
横洲かおるさん
スマイルコンサート



ブース出展とパネル展示の団体は 4つのフェア専用分野別グループに分かれています
Aグループ（保健・医療・福祉の増進）
Bグループ（�社会教育の推進、学術・文化・芸術・スポーツの振興、男女共同参画社会の促進、情報化社会の発展、科学技術の振興、

消費者保護、職業能力開発・雇用機会拡充）
Cグループ（�環境の保全、人権擁護・平和の推進、国際協力、町会・自治会、まちづくりの推進、観光の振興、災害救援、地域安全、

農山漁村又は中山間地域の振興、経済活動の活性化、NPO支援、都道府県又は指定都市が条例で定める活動）
Dグループ（子どもの健全育成）

NPO 法人コミュニティサロン・あまやどり
高齢者・障害者並びに地域住民に自立支援を促す

NPO 法人生き方応援団ララ
精神障がいのある方のケア施設の運営や引きこもり支援

手と手の会
介護施設等で利用者と手と手をつないでリハビリダンス

NPO 法人フラワーセラピー研究会千葉
花を使った作品作りを通して得られる効果を狙った活動

NPO 法人終活支援センター千葉
終活（相続空き家お墓）に関するセミナーの開催

健康生きがいづくり東葛会
中高年の健康・生きがい・仲間づくり、ボランティア

ボランティアの会　養生健身法　天地の会
アクティブ養生法で心も体も元気一杯！健康寿命 90歳

健康生きがいづくり千葉県連絡協議会
健康生きがいづくりで、輝く千葉シニアの創造に貢献

ひきこもり対策会議船橋
“ 労働環境等で精神を患った大人 ”の『社会復帰支援』

（特）千葉・在宅ケア市民ネットワーク　ピュア
船橋がんサロンやオレンジお寺カフェ滝不動を開催

千葉介助犬協会
介助犬の育成、無償貸与と普及啓発活動を行っています

Aグループ（赤）

Bグループ（緑）

ばか面おどり交流会
船橋芸能ばか面踊りを老人ホームや障害者施設で披露

ふなばし女性会議
男女平等社会をめざして学習・交流・情報発信を行う

特定非営利活動法人千葉なのはな SITA
シニア向けのパソコン講座を行うシニアの団体です

NPO 法人ふなばし演劇鑑賞会
地域で仲間と芝居を楽しむ自主運営の観続ける会

船橋スターライトスクエアーズ
軽快な音楽に乗って 8人 1組で踊るウォーキングダンス

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、伝えよう

NPO 法人サポート技術士センター
中小企業支援等社会教育、まちづくり活動、環境保全

千葉 PHP ほんとうの時代友の会
月例会（講演、近況報告）と行事（郊外散策、芋煮会）

きりなし文庫
0 才から 100才　元気のでる読み聞かせ

MOA 健康生活ネットワーク船橋
空き缶を利用して花器づくりと一輪の花をいける活動

Cグループ（黄）

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

千葉県ユニセフ協会
ユニセフの広報・募金・学習支援等を行っています

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

千葉県 9 条連
平和を希求し、憲法 9条を守りひろめる活動をする

（公社）日本技術士会千葉県支部防災支援チーム
自治体と協定して災害時の技術的支援・平時の防災教育

「ボランティアサロンふなばし」
仲間と自分に合った活動をジックリサポート

ふなばし街歩きネットワーク
船橋の歴史・文化・産業・民俗の魅力再発見街歩き実施

NPO 法人ふなばし地域ねこ活動
野良猫問題の解決策として地域ねこ活動を啓発実施推進

NPO 法人シビルまちづくりステーション
自然災害の防災減災に関する市民活動の支援

船橋 SL ネットワーク
災害に備える技と知恵を地域に伝えていきます

Dグループ（青）

“伝えよう船橋”の会
『船橋かるた』を使って船橋の歴史や文化を伝えていく

ボランティア・あすなろ
げんきになかよく“みんなであそぼ”

親子遊び「かしの木会」
妊婦教室と「乳児との四つの段階の遊び方」講座実施

特定非営利活動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で訪問

ふなばし『おもちゃの病院』
壊れた玩具を原則無料で修理再生するボランティア団体

ワーカーズコープちば
ふなばし制服バンクです

5 階　市民活動サポートセンター 6階　きららホール

ふなばしオストメイト倶楽部
オストメイトの情報交換と相談をしています

AA 新船橋グループ
アルコールからの回復と社会復帰

船橋笑いヨガクラブ
笑って笑って元気ハツラツ！

Smile 船橋　ビンちゃんと（笑いヨガ）
笑いと健康～笑ってストレス解消！生活習慣病予防！～

Aグループ（赤）

特定非営利活動法人 
船橋ウォーキング・ソサイエティ
定例会でよい歩きとストレッチ、筋トレの実践

船橋古文書の会
地域の古文書の学習を通して会員の研鑽と親睦を行う

Bグループ（緑）

NPO 法人環境を考える市民の会
市民と育む持続可能な環境に向け学び塾の実施

フェアトレードちば
フェアトレードを啓発する催事や勉強会の開催など

アライカパ友の会
フィリピンの貧しいスラムの子どもたちを支えて 26年

エコメッセちば実行委員会
エコメッセちばの実施を通じて団体紹介の場を提供する

生活環境を健康にする会
身近な化学物質の危険性についてわかりやすく情報提供

NPO 法人環境カウンセラー千葉県協議会
環境の専門家として、県下で広く活動しています

脱原発船橋（仮）
原発も戦争もいらない！とアピールを続けています

（一社）千葉県マンション管理士会
マンション管理組合への助言、指導、提言を行います

Cグループ（黄）

一般財団法人千葉 YMCA 船橋地域デポ 
（船橋 YMCA）
小学校で障がい者理解体験教室を要望に応じて開催

子育て支援サークル「育 GI コーチング」
ストレスや悩みに捕われないスキルを体験しながら学ぶ

Dグループ（青）

パネル展示団体

ブース出展団体

千葉　桃の会
童謡・唱歌を中心に、いろんな曲を楽しく歌っています

すん撃退ふなばし
悪質商法や電話de詐欺の手口を寸劇で紹介しています

介護研究会　船橋にこにこ元気塾
心身共に健康と自立を目指した楽しい運動と福祉の講演

ステージパフォーマンスのみ参加する団体

パネル展示


