
かわさきボランティア・市民活動フェア
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入場無料
※一部の企画で材料費
などの実費をいただく
ことがあります。

2階
多目的ホール
パネル展示

次回はあなたも出展しませんか？
出展募集は秋から！情報紙「ナンバーゼロ」
またはホームページ、ブログで詳細をお知らせしています。

1　インターネット川崎ガイド★
2　（公財）川崎市生涯学習財団★
3　ミューラボ（mu.Lab.）★
4　なかはらミュージカル実行委員会★
5　川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
6　認定NPO法人かわさき市民アカデミー★
7　敦煌樂音会★
8　おと絵がたり
9　NPO法人ILC-Culture
10　うつ病支援の会あさお
11　ナルク川崎★
12　NPO法人くるみ-来未★
13　傾聴ボランティアネットワーク川崎★
14　かながわカウンセリング研究会★
15　にっこり自力整体★
16　かわさきＪプロジェクト＋★
17　NPO法人神奈川県健康管理士会★
18　かわさき市民後見をすすめる会
19　NPO法人川崎介護福祉士会★
20　NPO法人グループリビング川崎★
21　市民福祉事業センター・かわさき★
22　中原地域フォーラム＆シンポジウム★
23　NPO法人かわさき創造プロジェクト★

24　なかはら水と緑の環境ネット★
25　NPO法人環境研究会かわさき★
26　持続可能な地域交通を考える会 (SLTc)
27　川崎の交通とまちづくりを考える会
28　フクシマを忘れない会
29　パワーシフト川崎
30　川崎から日本軍「慰安婦」問題の解決を求める市民の会
31　沖縄の映画を観よう！かわさき★
32　川崎中原の空襲・戦災を記録する会★
33　川崎の男女共同社会をすすめる会★
34　中原区原水協★
35　川崎地区９条連★
36　かわさきコンパクト委員会
37　川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課★
38　川崎エスペラント会★
39　NPO法人KFV★
40　日本政策金融公庫　川崎支店
41　特定非営利金融法人女性・市民コミュニティバンク★
42　かわさきの安全でおいしい水道水を守る会★
43　NPO法人ザ・事務方★
44　かわさきNPO法人連絡会★
45　認定NPO法人アクト川崎★

〒211-0004 川崎市中原区新丸子東3-1100-12
TEL 044-430-5566　FAX 044-430-5577
E-mail suisin@kawasaki-shiminkatsudo.or.jp
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主催：公益財団法人 かわさき市民活動センター　後援：川崎市／川崎市教育委員会／神奈川新聞社

日 時：2018年2月12日（月・休日）10：00～16：00
場 所：かわさき市民活動センター・中原市民館

（入場は15：30まで）公益財団法人
かわさき市民活動センター

　

ごえん楽市 特設ページ  http://www2.kawasaki-shiminkatsudo.or.jp/volunt/goen2018 

協力企業・団体の皆様 ※主催者企画、景品提供、広報などにご協力いただきました。（敬称略・順不同）
東京ガス(株)川崎支店／（一社）カワサキノサキ／みどりなくらし／（特非）ダンスラボラトリー／川崎セブンスター／ハッピークラウン／
川崎市地域活動支援センター連絡会／かわさき市民放送(株)／横浜エフエム放送(株)／(株)アール・エフ・ラジオ日本／東京急行電鉄(株)
／パン・トレーディング(株)／イッツ・コミュニケーションズ(株)／川崎市母子・父子福祉センター／中日新聞東京本社広告局川崎分室
／東京新聞川崎支局／神奈川新聞社／サンケイリビング新聞社／持続可能な地域交通を考える会／神奈川骨髄移植を考える会／
(特非)くるみ－来未／かわさきJプロジェクト＋／フロンティア真向法体操教室／JXTGエネルギー(株)川崎製造所



ようこそ！
ごえん楽市へ
川崎市内には、まわりにある様々な課題を自分たちで、
また協力し合って解決しようと活動している団体がたくさんあります。
ごえん楽市は、そのような団体が活動を紹介する見本市です。

市民活動って何？
会場をいろいろ回って、楽しんでいるうちに
なんだか分かってくるみたい。

1階フリースペース内に
飲食OKの休憩所があります。
団体紹介のスライドショーも見てね。

（公財）かわさき市民活動センターの前身、（財）川崎ボランティアセンターが、1983年に「第1回ボランティア
交流集会」を開催してから、30年以上にわたって様々な形で継続して開催され、現在につながっています。

10：00～10：25 【2階 多目的ホール】
●オープニングパフォーマンス〈出演：ダンスラボラトリー〉
●主催者あいさつ
●来賓あいさつ
●応援ナビかわさきグランプリ発表

体験しよう！

パラスポーツの世界★
10：30～12：00
13：00～15：30
【2階 体育室】
ボッチャ、義足を体験してみよう。
パラスポーツの写真展示もあります。
協力：東京ガス株式会社川崎支店

市内作業所による
販売
10：00～15：30
【1階 フリースペース】
食品、オリジナルの雑貨などを
販売します。　
協力：川崎市地域活動支援センター連絡会

アイディア募集！

こんな街になったらいいな ★
10：00～16：00 【１階 エレベーター前】
あなたのアイディアを書いてボードに貼ってください。
小中学生、高校生が考えたアイディアの展示もあります。
協力：川崎市市民文化局協働・連携推進課 （公財）かわさき市民活動センター青少年事業課

川崎で育った
野菜を食べよう
【１階 フリースペース】
カワサキノメグミマルシェ（野菜販売）

10：00～協力：カワサキノサキ

かわさきそだちランチ（野菜料理）

11：00～　協力：みどりなくらし

観覧自由！

高校生による
NPOゲーム大会 ★
10：30～11：30
【１階 市民ギャラリー】
京都のNPO法人テダスが開発した
「NPOゲーム」で、市内の高校生が
市民活動を楽しく学びます。

お昼の
パフォーマンス
12：45～13：00
【2階 多目的ホール】
ザ・ショウマンU&M（川崎セブンスター）
による漫才などをお楽しみください。

大学連携事業
NPO団体紹介映像
専修大学×ＮＰＯ

10：30～15：30
【2階 多目的ホール前】
専修大学ネットワーク情報学部の
学生とＮＰＯ10団体がコラボ！
作成したＰＲ動画、パンフレットを
展示します。

楽しみ方はいろいろ

疲れたら、
「交流スペース」で休憩！

左のマークを見つけて参加すると1ポイントもらえます。
ポイントを８つ集めて、ゴールで賞品をゲットしよう！
台紙は受付（1階、2階）にあります。
★印のプログラムがスタンプラリー対象です。

スタンプラリー

主催者企画

開会式

売
切
御
免
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1 階の
プログラム

市民ギャラリー

ロビー

会議室A（右）

会議室A（左）

会議室B

観覧自由！
高校生によるNPOゲーム大会
（主催者企画）

10：30～11：30

袖振り合うも多笑の縁！ ごえん寄席開催
（社会人落語やかん寄席実行委員会）

13：45～15：15
江戸に息づく人々の“ご縁”にまつわる古典落語3席を上
演！アマチュアならではの和やかな笑いをお届けします。終
演後には特製グッズが当たるお楽しみ抽選会もあるよ！

あなたのアイディアを書いてボードに貼ってください。小中
学生、高校生が考えたアイディアの展示もあります。

京都のNPO法人テダスが開発した「NPOゲーム」で、市内
の高校生が市民活動を楽しく学びます。

パソコンの操作、使用方法でお困りのことや疑問・質問を受
け付けます。ベテランの相談員がやさしく丁寧にお答えし
ます。希望者にはオリジナル名刺を作ってさしあげます。

「川崎市歌」をご存知ですか？私たちは「高校生の地域貢
献」を目的として、川崎市歌を広める活動をしています。
ぜひアンケートにご協力ください。

キャンプだホイ！ （キャンピング研究会）
10：30～15：20

さあ、キャンプをしましょう。マキを燃やして、星を見る！
キャンプについての魅力をお知らせします。
クラフト体験も！（材料費100円）

NPOを応援しよう！ NPO応援キャラクターと写真撮影 
（川崎市市民文化局市民活動推進課）

10：00～15：30

今の自分の“こころ”のかたむきを、簡単なセルフ・カウンセ
リング®のチャートを使って発見しましょう。あなたに合っ
た『おすすめプログラム』をご紹介します。

被災地福島県南相馬市の市民の様子・不登校引きこもり
を脱した方・戦争体験者など、自己表現映像をテーマ別に
上映しながら対話の機会を設けます。

自己表現映像の上映と対話
（世研話）

10：30～13：00
川崎市内在住の外国につながる方々が制作した映像作品
を上映し、制作者ご本人との対話会です。制作者と一般市
民との交流のきっかけとなれば幸いです

外国につながるご本人のDST作品上映と対話
（世研話／認定NPO法人教育活動総合サポートセンター）

13：30～15：30

フリースペース

川崎をイメージした４色（多摩川の青・二ケ領用水の桜のピン
ク・工場夜景の白・ハロウィンのオレンジ）から好きなビーズを
選んで、金属LEDと一緒に通したブレスレット（材料費500円）

金属とLEDの光るブレスレットを作ろう！
（かわさきJプロジェクト+）

10：30～12：30

どんなキャラクターが来るかは、当日のお楽しみ！

★

★

アイディア募集！ こんな街になったらいいな
（主催者企画）

10：00～16：00★
パソコンなんでも相談・オリジナル名刺プレゼント
（NPO法人かわさき創造プロジェクト）

10：00～15：30★
私はどのタイプ？ チャートでじぶん発見！
（NPO法人セルフ・カウンセリング普及協会）

13：00～15：30 ★

★
★

広める市歌ない！ 伝える市歌ない！ 
（川崎市立幸高等学校商業研究チーム）

10：30～12：30

しか しか

カワサキノメグミマルシェによる野菜販売
（協力：カワサキノサキ）

10：00～売切れまで
市内作業所による販売（主催者企画）
（協力：川崎市地域活動支援センター連絡会）

10：00～15：30

チャリティーバザー （夢工房）
10：00～16：00

手づくり品を売った純益を災害被災地や地域の子どもたち
を支援するNPOなどに寄付します。

ごみの分別できるかな？
ゲーム感覚でぜひチャレンジしてみてくださいね。

病院に行く程ではないけれど、気になる身体のことや今通院
している病気のこと、家族のこと…看護師がお聞きします。

掘り出し物を見つけちゃおう！
市民活動団体によるフリーマーケット 

10：00～15：30

１day 暮らしの保健室
（一般社団法人プラスケア）

10：00～15：30★

レッツ チャレンジ！ 川崎市ごみ分別ゲーム
（みどりなくらし）

10：30～12：30★

かわさきそだちランチ販売
（協力：みどりなくらし）

11：00～売切れまで

★印のプログラムが
　スタンプラリー対象です。
　台紙は受付にあります。

食品、オリジナルの雑貨などを販売します。

協力：川崎市市民文化局協働・連携推進課 （公財）かわさき市民活動センター青少年事業課

フリースペース

WC

EV
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市民ギャラリー

ロビー
2階へ

駐輪場 センター事務室

かわさき市民活動センター事務室

会議室A・B

受付

入口 入口

かわさき市民活動センター

中原市民館

中原市民館事務室
喫茶室

いくおう中原

武蔵小杉駅前
東口ロータリー側 グランツリー

武蔵小杉側
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A　川崎市消費者の会
B　NPO法人川崎市中途失聴
     ・難聴者協会（川難聴）
C　ＫＡＴＧ
D　ナルク川崎
E　ぴんころの会
F　オレンジふれあい
G　4丁目こども食堂の会B
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★印のプログラムが
　スタンプラリー対象です。
　台紙は受付にあります。

ロビー

多目的ホール

ホール前

音楽室

体育室

「子どもの幸せな自立」をめざし、コーチングを子育てに取り入
れた親子のためのプログラムを提供しています。笑顔で自分ら
しい子育てができるヒントを、コーチと一緒に見つけませんか？

二胡を参加者が手で触って体験する音楽教室。日本の童謡など
を練習、先生たちの演奏も聞けます。出入自由。

生涯学習相談の出張コーナーを開催いたします。相談ボラ
ンティアが川崎市内のサークル情報やイベント情報などを
来場者に提供し、相談に乗ります。

開会式
10：00～15：25

45団体によるパネル展示
10：30～16：00

昼のパフォーマンス
12：45～13：00

川崎の地域資源に由来した20色の「かわさき折り紙」の短
冊にメッセージを書いて色輪っかつなぎをつくります。

専修大学ネットワーク情報学部2年生とＮＰＯ10団体がコ
ラボ！作成したＰＲ動画、パンフレットを展示します

ボッチャ、義足を体験してみよう。パラスポーツの写真展示
もあります。

団体の運営方法、法務に関するお悩みを解決するお手伝い
をします。一般の来場者の方は、このイベントでのみ相続・
遺言に関する相談にものれます。

大学連携事業 NPO団体紹介映像
（主催者企画）

10：30～15：30

2017年はドナー登録の年齢制限（54歳以下）のため、2万
人の方が卒業され、毎年1万人の方が血液の病気を発症し
ています。市民の協力により救える命があります。

行政書士による法務相談
（オレンジ会 行政書士による任意団体）

10：30～15：30★
生涯学習相談ルーム「アスク」
（アスク）

10：30～12：00  13：00～15：30
★

骨髄バンクに登録をお願いします！
（神奈川骨髄移植を考える会）

10：00～15：20 ★
あなたもアーティスト！ 二胡を弾こう！
（敦煌楽音会）

10：30～12：30 ★

“青い空は青いままで 子どもらに伝えたい“
コンサート（中原区原水協）

13：30～15：20
核兵器のない世界を実現させて、“青い空は青いままで子ども
らに伝えたい”と願っています。すてきな音楽を聞き、みんなで
歌って楽しむコンサートへどうぞ！

★

見つけよう！ 笑顔で子育てするヒント！
（NPO法人ハートフルコミュニケーション）

10：00～15：30 ★
かわさき色輪っかつなぎ 
（かわさき色輪っかつなぎ実行委員会）

10：30～15：30 ★

協力：東京ガス株式会社川崎支店

第1会議室

第2会議室

伝統人形芝居 乙女文楽教室修了生の上演
（公益財団法人現代人形劇センター）

10：30～12：30
中原区で伝承される人形芝居乙女文楽。その子ども教室修了生
による「二人三番叟」の上演。人形解説とミニ体験を行います。
子どもたちによる元気な舞いをぜひご覧ください。

「国際語エスペラント」早わかり30分講座
（川崎エスペラント会）

14：00～14：30  15：00～15：30
ギネス世界記録も公認の「世界一規則的で学びやすい言葉」エ
スペラント語で、英語とは一味違う国際交流を体験してみませ
んか？スウェーデン、ベトナムからの参加あり。

通学・通園準備に、持ち物の名前つけに大活躍！シールやアイ
ロンタイプの便利なお名前シールを作成しませんか？他に
はないかわいい、カッコいいオリジナルイラストあります！

Win-Win-Web素材集を使って、
お名前シールをつくろう！（川崎市民団体 Coaクラブ）
10：30～15：30★

★
★

和室

料理室

股関節やわらかくして100歳まで一生役立つ
かんたん体操（フロンティア真向法体操教室）
10：30～12：30

真向法体操は、本部が渋谷にある創立80年以上の公益社
団法人です。この教室は向河原駅近くで、火曜日午前中、タ
オルと靴下だけを使って誰でも手軽にできる股関節を中
心とした４つのポーズを基本とする簡単体操です。

手づくりのおやつに挑戦！
（中原区食生活改善推進員連絡協議会）

10：30～12：30
ふだんはスナック菓子や買ってきたものですませてしまうおやつ。
たまには自分で作ってみましょう。初めての人も、お料理苦手な人も
簡単にできるおやつ数種類に挑戦できます。（事前申込制・350円）

人もわんちゃんも食べれるデコクッキー作り！
（NPO法人シェアドッグスクール）

13：40～15：00
子どものための犬体験教室による、人もわんちゃんも食べれる
デコクッキー作りです。クッキーは、デコまでして出来上がり。
(事前申込制・400円）

★

第3会議室 健康測定、ロコモテスト、健康に関する相談
（NPO法人神奈川県健康管理士会）

10：30～12：30
ロコモテスト（４０ｃｍの測定ボックスを使って立ち上がりテ
スト。２歩の距離を測定する２ステップテスト）、健康に関す
る相談、血管年齢測定

坂の上から床の的を球で倒すゲームです
（統合スポーツ共遊球技研究所）

13：30～15：20
ユニバーサル・デザインの、誰が一位になるかわからない
「遊戯」と「スポーツ」をつなぐ世代間交流の種目です。だか
ら「統合」なのです。川崎発です。ぜひ体験を！

★

実習室 プラ活用でストラップ作り＆ごみ分別ゲーム
（3R推進プロジェクト）

10：30～12：30
お弁当のふたなど、生活からでる「プラ」をプラバンに活用して、
好きな絵を描いてストラップを作ります。ゲームでごみの分別も
おさらいしましょう。

★

★

★

エコぞうり教室 マイぞうりを作りましょう！
（川崎市消費者の会）

13：20～15：40
不要になった衣類を再利用して、あなただけのマイぞうりを楽
しんで作ってください。時間内で仕上げて持って帰れます。
（材料費300円）

第4会議室

第5会議室

アンプル黒川の「生きる夢をあなたに」
（お笑い演芸黒川企画）

10：30～11：20  11：40～12：30

感動する話、パフォーマンス、腹話術

楽しく食育を体験しよう！
（中原区食生活改善推進員連絡協議会）

10：30～12：30
正しいおはしの使い方を豆はこびゲームで体験したり、手
でさわるだけで野菜の種類を当てるゲームで食育を楽しく
体験しましょう。

環境のこといろいろ、紙芝居で楽しく学ぼう！
（NPO法人環境紙芝居エコ座）

13：30～15：20
あらゆる世代が共有できる紙芝居の演題には、さまざまな視点から地球環
境問題を選択し、特に多くの子どもたちに紹介することで、環境保全の観
点から日常生活を社会の秩序を学びとることが出来る活動を目指します。

★ ★

視聴覚室 介護予防・認知症予防に有効なポールウォーキング体験会
（一社 神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会）

10：30～12：30
歩行に不安を感じている方、介護予防・認知症予防に有効
なポールウォーキングを無料体験しませんか。資料配布、活
動のパネル展示も行います。

素晴らしいうたごえの世界
（健やかフィールドまきば会）

13：30～15：30
みんなで大きな声で歌います。健康を第１に、声を出すことを目的
にしています。ご自分の好きな曲をリクエストしてください。ボーカ
ルリードは金指修平さんが面白おかしく歌の世界にいざないます。

★
日本の戦後補償をふりかえる～歴史の事実に向き合う～
（川崎から日本軍「慰安婦」問題の解決を求める市民の会）

13：30～14：30  14：45～15：30
1991年、一人の元慰安婦被害者が被害回復を求めて声を上
げた。その声はたちまちアジア各国に広がり、尊厳を取り戻
す戦いは全世界を揺り動かした。ドキュメンタリーの上映会。
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27体験しよう！ パラスポーツの世界
（主催者企画）

10：30～12：00  13：00～15：30
★


