
   

企画一覧 1 

 

企画一覧 

 １階                     ★：スタンプラリー参加 

会場 1階ロビー グループ室側 ／ 午前                   ★ 

団体名 自転車と共生するまちづくり委員会                    

タイトル 自転車利用マナー向上の啓発活動 

内容（申込書より） 新丸子駅を中心に、区内駅周辺等の放置自転車問題の解決を図ることを目的とし

て、自転車利用マナー向上のための啓発活動を行います。 

スケジュール 10:30～12:00 

 

会場 1 階ロビー ロッカー前左 ／ 午後                   ★ 

団体名 くれよん 

タイトル みんなで挑戦！皿回し！紙コップロケット、スネークダンス 

内容（申込書より） 手づくりの紙皿で皿回しに挑戦します。「紙コップロケット」「スネークダンス」な

ど、簡単な工作で動くおもちゃが作れます！ 

スケジュール 13：30～15：30 

 

会場 1階ロビー ロッカー前右 ／ 午前                   ★ 

団体名 中原区食生活改善推進員連絡協議会 

タイトル フードドライブ～食品ロスをなくそう～ 

内容 家庭で食べきれず、手つかずで残っている食品を集め、フードバンクを通して必要

とされている方や施設にお届けします。賞味期限が 1 か月残っている未開封の食品

のご寄付をお願いいたします。 

スケジュール 10：30～12：30 

 

会場 1階ロビー エレベータ前左 ／ 午前                  ★ 

団体名 オリックス生命保険（株） 

タイトル 無料血管年齢測定と公的保障試算ツールお試し会！ 

内容 ・血管年齢測定を行い、健康意識を高めてもらう 

・保障対策の確認 

・自分の公的保障がどのくらいか確認する 

スケジュール 10：30～15:30 

 

会場 1階エレベーター前 いくおう側 ／ 一日                ★ 

団体名 キャンピング研究会 

タイトル 野遊び＝キャンピング＝野性にかえれ！ 

内容 Be happy by Camping! キャンピング研究会発足して 2年半！毎月のキャンプは既

に 26 回を数えました。高度に発達した世の中で大自然の中でテントを張り、マキ

に火をつけ、コーヒーを飲み焼き肉を食べる。そしてグレートな日の出をみる！最
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高の野遊び！Welcome！ 

スケジュール 10：30～15：00 

 

会場 会議室 A 左 ／ 一日                         ★ 

団体名 ナルク川崎 

タイトル 手作り「あゆ」の色付け体験コーナー 

内容 会員の手作りした 布製のあゆ（2 匹 ￥100）に色を塗って頂きます。 お持ち

帰りできますのでアイディアで楽しんでください。 

スケジュール 10：30～15：30 

 

会場 会議室 A 右 ／ 一日                         ★ 

団体名 SNG 児童家庭支援センター 

タイトル 身近なものを使って「消臭剤作り」をしよう♪ 

内容 冷凍庫についついたまりがちな「保冷剤」をリメイクして消臭剤にしてみません

か？ 

スケジュール 10：30～15：00 

 

会場 会議室 B 左 ／ 一日 

団体名 統合スポーツ共遊球技研究所 

タイトル 練習なしで誰でも参加できる坂を活用したビリヤードです 

内容 日本発の楽しいスポーツです。偶然の得点争いなので重い障害を持つ人も対等に参

加出来ます（援助も OK） 

スケジュール 10：30～15：30 

 

会場 会議室 B 右 ／ 午前                         ★ 

団体名 ボランティア団体健康寿命促進会 

タイトル 地域の皆様の健康をサポート 

内容（申込書より） 鍼灸師・マッサージ師の国家資格者がつらい痛みや症状および疲労感を施術で改善

し、健康寿命を促進するアドバイスもいたします。 

スケジュール 10：30～12：30 

 

会場 フリースペース 水飲器横 ／ 一日                  ★ 

団体名 九星の会（占い勉強会） 

タイトル 「タロット占い」（18 歳以上無料） 

内容（申込書より） シニアのサークルなので解説は本読みになります 

スケジュール 10：30～15：30 
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会場 フリースペース図書横 ／ 午前                    ★ 

団体名 かわさきＪプロジェクト+ 

タイトル 自助具（生活便利用具）を手作りして、暮らしを便利に 

内容（申込書より） 体の不便を補う自助具のひとつ、ソックスエイドを作ります。 

足先に手が届きにくくても、自分で靴下を履くことが出来る、生活便利用具です。 

スケジュール 10：30～12：30 

２階 

会場 2階ロビー 音楽室側 ／ 午前                     ★ 

団体名 NPO 法人セルフ・カウンセリング普及協会 

タイトル 聞き上手・話し上手になりませんか？～会話を楽しくするコツを体験～ 

内容 聞き上手・話し上手になり会話を楽しくするには、相手の気持ちを「受け止める」

ことが大事とセルフ・カウンセリングでは考えています。“誰が相手の気持ちを受

け止めている？”のワークシートを使って参加者とともに体験していきます 

スケジュール 10：30～12：30 

 

会場 2階ロビー 音楽室側 ／ 午後                     ★ 

団体名 かわさき TIG（テクノアイデアグループ） 

タイトル TIG 創造プラーザ 

内容 ■身近に創造するアイデア体験 

なるほど！あしがる君…歩行サポーター 

ためしてみよう！自立のからくり…自立するつえ 

幼児も安心！…ドアハンドル 

まず一投！…ふうせん消火弾 

料理の隠し技！…冷やしまな板 

片手で操作！…フィンガータッチ 

■子供に創造；科学の散歩道 

物差しでわかる摩擦係数、天秤ばかりで比重を知ろう 

倒れないヤジロベー、錯覚の不思議ボール、TIG のメカトロミニ楽団 

■かわさきＴIG のあゆみ；パネル展示 

■スタンプラリー参加 

スケジュール 第 1 回目 13：30～14：20 第 2 回目 14：30～15：30 

 

会場 2階ロビー ホール左側 ／ 一日                    ★ 

団体名 （一社）セルフキャリアデザイン協会 

タイトル キャリアは人生！アセスメント体験会 

内容 あなたの『望む働きかた』を見てみよう 

スケジュール 10：30～15：30 
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会場 2階ロビー ホール前 奥 ／ 一日                   ★ 

団体名 (一社）神奈川健康いきがいづくりアドバイザー協議会 

タイトル 知って安心! 成年後見制度ミニ入門講座&個別無料相談 

内容（申込書より） 成年後見制度について知りたいことをお答えします。個人的なご相談にも応じます。 

スケジュール 10：30～15：30 

 

会場 ホール前 手前 ／ 一日                       ★ 

団体名 オレンジ会(行政書士による任意団体) 

タイトル 無料法務相談会 

内容 市民活動に関するお悩み相談(団体運営方法・法人設立など) 

相続・遺言・成年後見に関する相談 

お子様向けイベントの実施 

スケジュール 10：30～15：30 

 

会場 ホール前 中 ／ 一日                        ★ 

団体名 生涯学習相談ルーム「アスク」 

タイトル 生涯学習相談ルーム「アスク」 

内容（申込書より） 生涯学習の出張コーナーを開催いたします。学習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 

スケジュール 10：30～12：00、13:00～15：30 

 

会場 音楽室 ／ 午前                           ★ 

団体名 中原運動普及推進員の会（ヘルスパートナーなかはら） 

タイトル 楽しく体を動かしましょう！ 

内容 ラジオ体操・ストレッチ体操、リズム体操、脳トレなど 

スケジュール 10：30～12：30 

 

会場 音楽室 ／ 午後                           ★ 

団体名 NPO 法人神奈川県健康管理士会 

タイトル ロコモテスト コグニサイズ 健康に関する相談 

内容 健康測定  

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。 

健康ウオーキング 

健康に関する相談。 

血管年齢測定 

相続 介護相談 

スケジュール 13 時 30 分～15 時 30 分 
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会場 体育室 ／ 午前                           ★ 

団体名 敦煌樂音会 

タイトル あなたもアーティスト！二胡を弾こう 

内容（申込書より） 二胡を参加者の手で触って体験する音楽教室。日本の童謡などを練習しながら、先

生たちの美しい演奏も聴くことが出来る。参加費無料、出入り自由。 

スケジュール 10：30～12：30 

 

会場 体育室 ／ 午後                           ★ 

団体名 健やかフィールドまきば会 

タイトル まきば会「歌声の集い」 

内容 ギター伴奏でみんなのリクエストにお応えしてみんなで歌います 

スケジュール 13：30～15：30     

 

会場 和室 ／ 午前                            ★ 

団体名 フロンティア真向法（まっこうほう）体操 

タイトル 股関節をやわらかくして 100 歳まで 一生役立つかんたん体操 

内容 真向法体操とは、本部を渋谷に構え 80 年以上も歴史がある公益社団法人です。4

つのポーズが基本で股関節を柔軟にして道具も使わず畳一枚の場所さえあればで

きます。さぁ、一緒に始めましょう 

スケジュール 10：30～12：30 

 

会場 料理室 ／ 午前                           ★ 

団体名 中原区食生活改善推進員連絡協議会 

タイトル 食育カフェ～健康と食事のお話～ 

内容 手づくりのお料理やお菓子を食べながら、バランスの取れた食事のコツや減塩の工

夫、簡単な運動や脳トレなど、食事と健康のお話をしましょう。 

スケジュール 10：30～12：30 

 

会場 実習室 ／ 午前                           ★ 

団体名 ３R 推進プロジェクト 

タイトル ごみの「？」をズバリ解決！＆お弁当のふたでストラップをつくろう 

内容 ごみ・資源の実物を使って分別ゲーム。普段の疑問にもお答えします。「お弁当の

ふた」などプラスチック製容器包装を活用してプラバンにしストラップも作ります 

スケジュール 10：30～12：30 

 

会場 実習室 ／ 午後 

団体名 公益財団法人 現代人形劇センター 
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タイトル 伝統人形芝居 乙女文楽教室修了生の上演 

内容 中原区で伝承される人形芝居乙女文楽。その子供教室修了生による「二人三番叟」

の上演。人形解説とミニ体験を行います。 

スケジュール 14 時～14 時 30 分（1 回目） 15 時～15 時 30 分（2 回目） 

 

会場 第 1 会議室 ／ 午後                         ★ 

団体名 NPO 法人環境研究会かわさき 

タイトル 川崎の環境 今・昔-ごみ処理の歴史- 

内容 ・講演：終戦後の 70 余年で、川崎市の人口は 20 万人から 150 万人に増え、生活様式

は大きく変わった。それに伴い待ったなしの対策を迫られたのが、し尿やごみの収集な

どの廃棄物対策であった。その廃棄物処理対策の歴史について講演を行う。 

・「川崎の環境 今・昔」のパネル展示と説明 

・冊子「川崎の環境 今・昔 第 1 巻 大気編から第 4 巻 廃棄物編」の紹介 

スケジュール 13：30～15：30 （講演：14：00～14：40） 

 

会場 第 2 会議室 ／ 午前                         ★ 

団体名 姿勢専科 KCS センター元住吉 

タイトル 姿勢の専門家がやってきた!!～姿勢チェック～ 

内容（申込書より） 無料姿勢チェック…姿勢調整師がお子様からお年寄りの方の姿勢をチェックしま

す。姿勢の紙芝居…楽しみながら普段から姿勢を意識できるように 

スケジュール 10：30～12：30 

 

会場 第 2 会議室 ／ 午後                         ★ 

団体名 川崎エスペラント会 

タイトル 国際語エスペラント早わかり 45 分講座（2 回開催） 

内容（申込書より） 「国際語といえば英語でしょ？」と、多くの人は思いますが、今から 130 年余り前

に、世界の人々が自由に平等にコミュニケーションできることを願って創案された

エスペラントという言葉があります。ギネス世界記録も公認の世界一規則的で、学

びやすいこの言葉でユニークな国際交流を楽しんでみませんか。外国人エスペラン

ト話者の参加もあります。    

スケジュール 1 回目 13：30〜14：15   2 回目 15：00〜15：45 

 

会場 第 3 会議室 ／ 午前                         ★ 

団体名 かわさき NPO 法人連絡会 

タイトル 健康マージャン、マンカラ、ブロックヘッドを楽しみませんか 

内容 健康マージャン、マンカラ、ブロックヘッドは指と頭を使いますので脳トレには最

適です。 

以上のゲームのルール等を懇切丁寧に指導します。また、健康マージャン等を開催



   

企画一覧 7 

 

する場所の紹介もします。（健康マージャンを楽しむ会等） 

スケジュール 10：30～12：30  健康マージャン等紹介と実践及び指導 

 

会場 第 3 会議室 ／ 午後 

団体名 かわさきの安全でおいしい水道水を守る会 

タイトル 地下水（自己水源」を活用しない川崎市の水道事業は安心か? 

内容（申込書より） かわさきの水道の現状、世界の民営化の動きと再公営化 

10 分説明してあとは交流、参加者には水質調査試験紙無料配布 

スケジュール 13 時から準備 

1 回目 13 時 30 分、2 回目 14 時、3 回目 14 時 30 分、4 回目 15 時 

15 時半から片付け 

 

会場 第 4 会議室 ／ 午前 

団体名 デジタル・ストーリーテリング（DST）研究所 

タイトル 「長寿万歳！熟女から学ぶ人生とは」 

内容 今年２月に葬儀場で実施した８６歳の方の感謝祭の再現を、ヒストリー映像と川崎

セブンスターの演芸を交えながら、ご本人「津野田京子さん」同席でご紹介します。 

スケジュール 10：30～12：30 

 

会場 第 4 会議室 ／ 午後 

団体名 世研話（せけんばなし） 

タイトル 親子科学実験教室「お米って何だろう？」 

内容 川崎市教育委員会公認で川崎市内の小学校の寺子屋学級を３年続けて実施してい

る南相馬の齋藤実博士を招き、南相馬で収穫したお米を使いながら仕組みなどを学

び炊いたご飯をその場で食べます。 

スケジュール 13：30～15：30 

 

会場 第 5 会議室 ／ 午前                         ★ 

団体名 中原区食生活改善推進員連絡協議会 

タイトル 食育体験教室～心と体の健康は食育にあり～ 

内容 お箸の正しい使い方、野菜の 1 日に必要な摂取量、介護食のコツを見たり、聞いた

り、触ったりしながら体験してみましょう。 

スケジュール 10：30～12：30 

 

会場 第 5 会議室 ／ 午後 

団体名 川崎中原の空襲・戦災を記録する会 

タイトル ７４年前のできごとです―川崎中原の空襲を知っていますか― 

内容（申込書より） ・解説文書展示：川崎大空襲と中原被災のようす 
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・「中原今昔かみしばい」（空襲編）と（大山学童疎開編）上映 

・小学校での平和教育協力の模擬授業実演 

・会活動の記録ＤＶＤ上映 

スケジュール 13：30～14：20 紙芝居上映「中原今昔かみしばい（空襲編）」16′ 

紙芝居上映「中原今昔かみしばい（大山学童疎開編）」16′ 

 ＤＶＤ上映「軍需工場東京航空計器での勤労動員証言」18′ 

14：30～15：20 小学校での平和教育協力の模擬授業 15′ 

ＤＶＤ上映フィールドワーク中原空襲戦跡をたずねる 30′ 

 

会場 視聴覚室 ／ 午前                          ★ 

団体名 NPO 法人シェアドッグスクール 

タイトル きみも犬博士になれる！わんわん調査隊 

内容（申込書より） クイズに答えながら自分だけの調査隊ノートを完成させよう！カードフィッシン

グゲームで、ゴールだよ。 

スケジュール 10：30～12：30 

 

 

会場 視聴覚室 ／ 午後                          ★ 

団体名 社会人落語やかん寄席実行委員会 

タイトル 袖振り合うも多笑の縁！ごえん寄席 

内容（申込書より） 川崎を拠点に活躍する社会人落語家が集結し、人と人との“ご縁”をテーマに厳選

した古典落語を口演します。お客様との出会いに縁を感じながら、武蔵小杉に江戸

の風を吹かせます！ 

出演：よろず家笑治／朗々亭笑声／風林亭飴治郎 

スケジュール 13:30～14:30 落語 

14:30～14:40 休憩 活動報告・告知 PRタイム 

14:40～15:40 落語 

 

 

 


