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2018年5月13日（日）
10:00 ～ 17:00
雨天・荒天時　室内イベントのみ開催

＜会場＞

柏駅東口サンサン広場（ダブルデッキ）
ファミリかしわ前広場
柏駅前通りハウディモール

パレット柏

＜主催＞

柏市民活動フェスタ2018実行委員会・柏市
＜事務局・問合せ先＞

パレット柏 市民活動サポートコーナー
TEL 04-7163-1143

MAIL shiminkatsudo-c@city.kashiwa.chiba.jp
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MAIL shiminkatsudo-c@city.kashiwa.chiba.jp柏市民活動フェスタ当日に、総合案内
（ダブルデッキ）、パレット柏で、
参加団体を紹介したガイドブックを
配布します

協賛・協力団体
柏駅前通り商店街振興組合・柏二番街商店会

開智国際大学

　　　環境

我孫子野鳥を守る会 柏支部
SLF ガーデンサポート
大島田里山クラブ
大堀川の水辺をきれいにする会
（特活）かしわ環境ステーション
柏 530（ごみゼロ）の会
柏市リサイクルプラザリボン館運営委員会
環境とエネルギー・柏の会
絆 : 福島支援柏コットンプロジェクト
（特活）せっけんの街
（特活）手賀沼森友会

　　　健康・スポーツ

かがりび山の会
柏健康ソーラン倶楽部
柏市ウォーキングネットワーク
柏の葉ポールウォーキングクラブ
柏・笑いヨガクラブ
スポーツ吹矢 柏吹会
レイソル後援会ボランティア部会
レインボウ飛鳥カントリーダンスクラブ

　　　国際交流・支援

（特活）柏市国際交流協会
（特活）地球市民交流基金 アーシアン
（特活）ネットワークハーモニー

　　　子ども

青空共同保育「どんぐり」
（特活）NPOこどもすぺーす柏
ガールスカウト千葉 12 団
かしわ子育てまちづくりネットワーク・ここっと
柏子どもの文化連絡会
柏市消費者の会
柏生活クラブ
CAP なのはな
こどもHAPPY カレッジ
（特活）パートナーとうかつ
バルーン・バルーン
マロングラッセ

　　　生涯学習

かしわ FP 会
柏自主夜間中学
柏市消費生活かたくりの会連絡協議会
生涯医療ネットワーク
“十色” 咲かそう会
ボランティアいきいき（柏市生涯学習ボランティア推進協議会）

　　　人権・平和

沖縄ダイナミックス
柏 行政相談の周知を図る会
柏・麦わらぼうしの会
（認定特活）東葛市民後見人の会・柏支部
労働法律相談会

　　　福祉

（特活）あけぼの スペース若柴
（認定特活）いもむし
笑顔の会・きらら
介護・認知症の家族と歩む会
柏市聴覚障害者協会
（特活）柏・地域福祉ネット “風の木”
（特活）ケアラーネットみちくさ
手話サークルかしわの会
対話と傾聴の会かしわ
たすけ合いの会 シニアハウス柏
地域パートナー推進協議会
東葛柏福祉会
花いちりん柏
（特活）福祉サービス かしわ市民の会
プロジェクト T
リンデン～千の用途をもつ樹～

　　　文化・芸術

おかめひょっとこ（南京玉すだれ）＆坐孫子（太鼓）
柏アイデア研究会
柏 ALWAYS「私とまちのものがたり」プロジェクトチーム
柏市民劇場 CoTiK
かしわ西馬音内会
金子みすゞ詩朗読コーチング会
劇団：Aqua mode planning：

　　　まちづくり

（特活）ACOBA 柏事業所
（特活）柏おやじダンサーズ
柏観光プロダクション
かしわ協働まちづくりネットワーク研究会
柏市地域協働を考える会
かしわ地域防災エコネット
（認定特活）キャリアデザイン研究所
生涯現役ときわ会
東葛 LADS「東葛まちづくり建築デザインの会」
（特活）ときわ会まちづくりネットワーク



■パレット柏ミーティングルーム・多目的スペース

柏駅東口周辺の
街がイベント会場！

イベントの詳細は随時 HP にも掲載し
ていきます。
http://kca-festa2018.blog.jp/
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■パレット柏オープンスペース

いろんな
市民活動団体が
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お待ちしています
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10:00～10:20　“十色” 咲かそう会・柏市立逆井中学校　逆井ばやし

10:30～11:00　かしわ西馬音内会　西馬音内盆踊り

11:10～11:40　柏健康ソーラン倶楽部　東京五輪音頭 2020 踊っちゃおう！

11:50～12:20　こどもHAPPY カレッジ
　　　　　　　　2才～ 12 才まで！キッズダンスパフォーマンス＆
 　　　　　　　　みんなで踊ろう ChooChooTRAIN

13:10～13:40　おかめひょっとこ ( 南京玉すだれ）＆坐孫子（太鼓）
　　　　　　　　日本の伝統芸能 南京玉すだれ（おかめひょっとこ）＆太鼓（坐孫子）

13:50～14:20　レインボウ飛鳥カントリーダンスクラブ
　　　　　　　　カントリーダンスで頭と足を鍛え若さをキープしよう！

14:30～15:00　沖縄ダイナミックス　沖縄の歌と踊りで ユイサー！

15:10～15:50　（特活）柏おやじダンサーズ
　　　　　　　　今が青春真っ盛り！笑いと感動、そして勇気をお届けします！

13:00～14:30　（特活）かしわ環境ステーション　手賀沼花火をソーラーで打ち上げよう
15:30～17:30　（認定特活）東葛市民後見人の会柏支部　成年後見制度を学びましょう
　　　　　　　　第 1部 当会の成年後見活動　第 2部 なんでも個別相談

10:00～11:30　かしわ地域防災エコネット　木造住宅で「一応大丈夫かな？」と思っている人の耐震セミナー
12:15～14:30　マロングラッセ　スイーツデコ体験「デコレーションカップケーキ」
12:30～14:30　ガールスカウト千葉 12 団　五感を使ったガールスカウトのミニゲーム体験

  9:30～11:30　CAP なのはな　子どもを犯罪からまもる
12:15～14:45　絆：福島支援柏コットンプロジェクト　育てた綿で作品を（材料費 300 円）
15:30～17:30　かしわ協働まちづくりネットワーク研究会　市民パワーでまちづくりをデザインする！

10:30～11:30　柏・笑いヨガクラブ　笑いヨガ体験　笑って元気！
12:30～14:45　健康スポーツ吹矢 柏吹会　健康スポーツ吹矢　体験会
15:10～17:10　かしわ FP 会　ライフプランセミナー
　　　　　　　　第 1部　民事信託を活用したペットのための老いじたく
　　　　　　　　第 2部　FinTec（フィンテック）がもたらす未来とは

  9:45～11:50　柏生活クラブ ＆ 柏消費者の会　牛乳パックでリサイクル工作（ピカチューとペン立て）＆
　　　　　　　　キッチンでべっこうあめを作ってみよう！
10:00～11:50　（特活）パートナーとうかつ　スイーツデコの体験教室
12:10～14:50　金子みすゞ 詩朗読コーチング会　みすゞ詩の全員朗読サロン
　　　　　　　　～楽しい！ “声出し運動” の感動を求めて！
15:10～16:30　対話と傾聴の会かしわ　お菓子とお茶で傾聴の仲間づくり

10:00～11:45　柏の葉ポールウォーキングクラブ　健康長寿のカギは「歩く速さ」だった
　　　　　　　　速歩計アプリ組込進呈
12:45～13:15、14:00～14:45　劇団 ：Aqua mode planning：　朗読劇「こんな話、誰も。」
15:30～17:30　柏市民劇場 CoTiK　演劇の入口ワークショップ

柏市地域協働を考える会　防災　防災クイズ等、防災について知ろう

介護・認知症の家族と歩む会　福祉　高齢者疑似体験など

東葛柏福祉会　工作　折り紙教室

バルーン バルーン　アート　バルーンアート（12:00～15:00）

かしわ子育てまちづくりネットワーク・ここっと　あそび　コマ、皿まわし等
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＜同時開催＞
柏市保健所 健康増進課・柏市薬剤師会

薬の相談、各種がん検診や健康づくりの啓発コーナー


