第１２回市民協働フェスティバル「まちカフェ！」出展一覧
ブース番号

団体名

内容

相原ガラスフュージング千の花

パネルで普段の活動風景を展示します。
基本的に作れるガラスの作品（箸置き・ストラップ・ペンダント等）の販売を行い
ます。
キラキラ光るガラス作品に触れてみませんか？
体験や出張講座の相談も致します。

社会福祉法人町田市社会福祉協議会

社会福祉協議会が行う地域福祉推進事業（ふれあいサロンなど）の紹介、地
域福祉・ボランティア活動に関する様々な情報提供、相談などを行い、地域福
祉活動デビューのきっかけ作りをします。
また、福祉施設（富士福祉会）との協働事業による「あいちゃんクッキー」の販
売も行います。売り上げ金の一部は地域福祉事業のために使われます。※あ
いちゃんとは、町田市玉川学園在住していた漫画家みつはしちかこさんに描
いていただいた社会福祉協議会のイメージキャラクターです。

3

町田ボランティア連絡協議会

ボランティア活動を続ける個人・団体が楽しく躍動する様子を紹介し、分野・世
代を超えてつながろうとする仲間の輪（リング）を強く・広げて市民とともに歩む
姿を表現する。
また、活動紹介コーナーとして、
①毎年、市内４２小学校で行われる「愛のともしび運動」(鉛筆販売)を今年もま
ちカフェでも実施します。
②ボランティアについて、知りたい・やりたい・参加したい方々との「話し合い
コーナー」を開設します。

4

NPO法人相原JAO会

炭焼き文化の継承：炭焼きは地球温暖化には全く無縁な継続可能なエネル
ギーの創出です。また里山の保全は自然を守ることに繋がります。そんな少し
前の日本を支えた炭焼き文化を紹介します。又相原は町田市の西の果てで
す。あまりよく知られていない地域です。そんな相原の魅力を映像や写真で紹
介します。

5

一般財団法人あんべるどかねる

町田シナモンの販売を行います。ビン、ペットボトルに入ったシナモンのジュー
スです。
また障がい者施設で作った小物、雑貨なども販売します。

6

原町田スクエア 小麦の家

「まちカフェ！」では各種パンやスコーン、シュトーレン、クルトン等の焼き菓子
を販売しています。お昼やおやつ、お土産などにご利用ください。商品はどれ
も手作りです。

7

原町田スクエア トマトハウス

食品販売①おにぎり（にんじん、青菜）②からあげ③スコッチドエッグ④ハムカ
ツ⑤エビカツ
お菓子販売①クッキー４種類（コーヒー味、ココナッツ味、ローズ味、チョコ味）

8

原町田スクエア明和荘タイムス

手作りのオリジナル陶器の展示及び販売。

9

NPO法人町田市レクリエーション連盟

身近にある素材を利用して、親子で手づくりおもちゃを作って楽しく遊ぶ

10

公益社団法人町田市シルバー人材センター

町田市シルバー人材センターの活動内容を広く知っていただくために、シル
バー人材センターに興味をお持ちの方・入会を検討している方への相談コー
ナーを実施します。
また、シルバー人材センターへお仕事をご依頼されたい方の相談もお受けし
ます。地域や家庭でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
あわせてシルバー女性会員が制作した「手作り小物」の展示販売を致します。
作品は着物をリフォームがしたものが主でお手玉、巾着、帽子からワンピー
ス、ベスト、編み物などを販売します。

11

はちみつ會

リフッレシュツアーの子ども達の写真の掲示。手作り品の販売。活動のリーフ
レットの配布

12

絲子

革小物細工（レザークラフト）などを通じて手作りの楽しさをお伝えします
簡単にできる革小物作りのワークショップを行います
是非お立ち寄りください

13

認定NPO法人エンディングセンター

現代社会の家族形態や社会環境に合った、跡継ぎを必要としない自然志向
の「桜葬」（樹木葬墓地）を紹介します。また、当団体の特徴でもある、お一人
さまのためのエンディングサポート（生前・死後のサポート）も含め、「エンディ
ング相談コーナー」を設けます。また、お墓を核とした「墓友」活動の紹介と、そ
の一環として、会員が作成した手作り小物の紹介と販売をいたします。

14

まちだーつ

賭けない・飲まない・吸わない。新たな時代のダーツは親子３世代で楽しむこ
とが出来るスポーツです。家族間のコミュニケーションはもちろん社交性も身
に付くダーツを家族で一緒に始めてみませんか？まちだーつブースでは、初
心者ワンポイントレッスンとカウントアップチャレンジを行ないます。

町田市ＯＴ（作業療法士）連絡会 machiwa（マチワ）

リハビリテーションの一つである「作業療法」を紹介する展示や説明を行いま
す。近年、「機械に代わられない職業」として注目されている国家資格です。医
療系の進路を考えている学生さんや親御さんは必見です。資格取得までの道
のりをご紹介します。また、身近な問題として、「リハビリ」「介護」「高齢社会」
などに興味がある方もお気軽にお立ち寄りください。加齢、疾病、障害などで
生活に困難が生じた場合に、「作業療法」はどのようにして「対象者の生活を
支える」のかをご紹介します。展示をご覧になった方には粗品のプレゼントが
あります！

1

2

15

子ども向け
ワークショッ

●

●

●

16

小野路炭焼き研究会

小野路炭焼研究会は小野路里山で受け継がれてきた炭焼きの技術も取り入
れて竹炭を作っている仲間です。まちカフェでは、竹林の再生のため伐採した
竹を炭焼きにした消臭炭（竹炭）と竹酢液、特に高品質な竹炭を使った竹炭風
鈴を販売します。竹炭の持つさまざまな効用もご紹介いたします。
同じく小野路里山で作っている「ヤーコン」「はちみつ（小野路ハニー）」等も販
売いたします。

17

NPO法人東京養育家庭の会 みどり支部

養育家庭制度の周知及び地域社会の理解増進を目的にパンフレットを配布い
たします。また相談も受け付けます。

18

日本シニアダイバーズクラブ・グループサンゴの森

地球温暖化による、海水温の上昇により、陸では台風の大型化、集中豪雨等
異常気象が頻発しています。一方、海の中では海水温の上昇でサンゴが世界
的規模で白化（⇒死滅）し危機的状況にあります。また、温暖化ガス（CO2)が
海水に溶け込み海の酸性化が進行中で海洋生物の生態系に悪影響を与える
ことが現実の問題となっています。これらの問題は、単にサンゴが生息する地
域の問題ではなく、都市で暮らす人々が、温暖化ガスの排出に大きく関与して
いることを考えると無縁ではありません。そこで、海洋生物の4分の１が生息す
ると言われる、この美しいサンゴ礁を次世代に残すため、サンゴ礁の保全活
動を沖縄で行っています。その活動を通じて得た情報（サンゴ礁の惨状）を市
民の皆様に水中写真などを用いてお伝えし、日々の生活の中で地球環境に
配慮したエコライフを心掛けて頂くようPRします。

19

町田動物愛護の会

・地域猫の相談
・犬のしつけ相談 ・パネルを展示し、ペットを飼う責任
と、適正な終生飼養をめざす普及啓発を行い、市民の皆様に会の活動を知っ
て頂きます。

20

Luaいぬねこ保護部

保護犬、保護猫と活動の紹介
お買い得な犬猫グッズの販売（売り上げの一部は保護活動費となります）
お子様向けの塗り絵体験
保護活動に参加してくれるボランティアさんの募集

小さな命を守る会

『犬も人ももっと幸せに暮らせる日本になるように』まずは私たちの住む街「町
田」から変えて行きませんか？日本はペット大国ですが、残念なことに「ペット
後進国」です。今年の「まちカフェ！」では、皆さまにもっと「保護犬」のことを
知っていただけるような展示をしたり、パンフレットなどを用意して配布いたし
ます。会の詳細、里親募集中の犬の情報は、ホームページまたはブログ（【小
さな命を守る会 町田】で検索）をご覧ください。

22

町田市政策経営部広報課まちだ○ごと大作戦担当

・まちだ○ごと大作戦の取り組みについてのパネル展示
・まちだ○ごと大作戦ミニ相談会
・まちだ○ごと大作戦提案者によるワークショップ
・オリジナル缶バッジづくり
・町田の新旧を振り返る展示
・ラグビーワールドカップ、オリンピック・パラリンピックに関する展示（オリパラ
課と一緒にやることも想定）
想定の必要スペースでは実現が難しいため、使用備品含め別途相談させてく
ださい。場所はイベントスペースや3-1会議室等を想定しています。

23

色彩心理 グリーンハートラボ

子どもから大人まで、全ての方に、セラピーぬり絵を自由に楽しく塗っていただ
いた後、表現した色の意味についてお話しします。（特に、色に関する表現に
ついての質問、コミュニケーション、子育てなど、日ごろの生活の中で気になる
事を、色を通して相談にのらさせてもいただきます。）

●

NPO法人アクティブSITA

＊ビジュアルプログラミング言語「ビスケット」を使ったプログラミングの体験会
を行います。「ビスケット」を
使うと、｛絵を描いて、その絵を「メガネ」の中に置くだけで、絵の動きや姿を
変える（プログラムする）こ
と｝ができます。この体験会では、「ビスケット」の使い方を練習した後、皆さ
んのプログラム作品を大画面
に一斉に映し出して、みんなの絵、その動き方を鑑賞し、楽しみます。
＊スマホを使用してVR（virtual reality〔バーチャルリアリティー 仮想現実〕）体
験。
VRゴーグルにスマホをセットしてちょっとだけ仮想現実を楽しんでもらう。

●

25

NPO法人フラワーセラピー研究会 町田・厚木地区

・毎年恒例のワークショップ（体験コーナー）
＊小さなフレーム
＊エッグフラワー
・アレンジ作品販売
＊正月飾り、クリスマス
＊小物作品等々
☆☆☆皆さんのお越しをお待ちしています。ぜひ覗いてみてください。☆☆☆

●

26

日中文化交流市民サークル‛わんりぃ’

ラオスの山岳民族モン族の伝統的手刺繍を施した小物（保健証入れ、財布、
ペンケース、ブックケース、カードケース等々）を販売し、売り上げの一部は現
地での学校建設資金に組み入れられる。
ワークショップ： 日本在住の中国人画家満柏画伯に、墨絵の基本テクニック
を指導していただきます。

NPO法人顧問建築家機構

人口が減少し空家が増加していく超高齢社会の住宅地は今後どのように変化
していくでしょうか。
安心して住み続けることが出来る魅力ある住宅地にする為には、何をどうした
ら良いでしょう。
これから社会の変化する中で「空家」は大きな要素ながら簡単に解決できる問
題ではありません。
資産の終末をどうするか、不測の事態にどう準備するか、市民の皆さんが共
通に抱える課題です。
そんな問題を皆さんと一緒に考える機会にしたいと考え、展示と相談コーナー
を設けています。

21

24

27

●

町田市子ども会育成者連絡協議会

ワークショップでは簡単に作れる『ストローとんぼ』、『パラシュート』ができま
す。キラキラ不思議な『キラキラしゃぼんだま』の販売もします。

町田市認知症友の会

１.認知症の代表的な症状である物忘れに付いて、心配ない物忘れと心配な
物忘れの違いを知ってもらう。２.今日から取り組める認知症予防の５原則のう
ち、知らないでいたことに気付いてもらえる資料を展示し、その要約資料を希
望者に無料配布する。
３.認知症予防のためのアロマの現物を展示し、実際に試し嗅ぎしてもらえる
コーナーを設ける。

30

町田市介護人材開発センター

一人でも多くの人に介護の仕事の素晴らしさを知ってもらいたい！あなたの町
で、介護の支え手になりませんか？未経験や無資格でも安心して働けるよう
に入門的なセミナーの開催、仕事の相談、見学会、職場体験、仕事の紹介な
ど様々な就労支援を行っています。子育て中のママからアクティブシニアまで
皆さんのファーストステップを応援します。大人も子どもも参加できるミニ高齢
者疑似体験コーナー（ワークショップ）、講習会やアクティブシニアがいきいきと
働いている様子の写真展示、ビデオでの活動内容の紹介を行います。また、
相談コーナーでは介護の仕事に関心のある方に仕事や資格などに関する相
談、町田市介護人材バンクの説明、求職登録の受付などを行います。

●

31

一般社団法人ガールスカウト東京都第３２団

指導者・スカウトが、子供向けにハンドクラフト（クリスマスオーナメント）の体験
を行います。

●

32

大原学園町田校 地域貢献サークル

来場者と一緒に、飛び出すクリスマスカードを作ります。
クレヨンスクラッチやイラストを使用して、世界に一つのカードを作りません
か？

●

33

まちだポールウォーキングクラブ

日本の整形外科医が考案した二本のポールを使ったポールウォーキングは、
誰でも安定した歩行ができ、運動不足の人、足腰が不安な方も安定した歩行
で体力の向上ができます。ポールウォーキングの効用と、その為の具体的な
歩行方法、これまでの活動状況、現在実施中の体験会などについて図や写真
等で解説いたします。

34

町田行政書士～カワセミの会～

無料相談会では相続・遺言・成年後見・VISA(ビザ)などを中心に
会社設立、許認可、建設、産業廃棄物、補助金申請、事業継承その他
行政書士が様々な分野の相談をお受けします

35

一般財団法人町田市文化・国際交流財団 町田国際交流センター

国際交流センターの活動展示、ＤＶＤ上映をします。
外国の民族衣装を着ることができます。
ワークショップ「モビールを作ろう」で、手作りのモビールを作りましょう。

●

36

NPO法人ここからねっと

子ども達に楽しんでもらえるように、バルーンアートのワークショップを行う予
定です。ワークショップで制作したバルーンアートは無料にて持ち帰りができま
す。展示につきましては当団体の活動内容を写真や動画で紹介します。また、
ご利用者様の手作り作品の展示も行う予定です。（販売につきましては、一部
の展示作品の販売を検討しております。）

●

37

NPO法人すまいの会

・展示：これまでの住まいのバリアフリー化の事例等。
手摺などの写真やPCからの写真スライド等。
・相談：施設や住まいの改善に関する相談を受け付けます。1組30分程度
・クイズ：この木？何の木？

38

NPO法人町田市学童保育クラブの会

子ども達が楽しめる遊びのコーナーとして、「射的」を企画しました。上手に的
に当てると景品がもらえます。

●

39

NPO法人ライフベターたまり場

・NPO法人ライフベターたまり場の活動を写真によって紹介し、チラシを配布し
ます。
・子ども向けのワークショップとして、簡単クリスマスツリーの作成を行います。
・草木染ストール、手作り小物等を販売し、当法人の運営資金にします。

●

40

町田市印刷工業組合

オリジナルメモ用紙、端物紙など販売いたします。印刷に関するご相談も随時
受け付けております。

41

鎌倉古道・歴史遺産の会

・町田市に残る鎌倉古道（中世の鎌倉街道）の歴史遺産登録を目指して当会
が設立されました。
・古街道研究家の宮田太郎氏及び会員が掲示パネルをベースにわかりやすく
説明します。
・来場者の皆様に鎌倉古道・上道（かみのみち）の存在を説明・解説します。
・野津田公園南側の、華厳院坂西側の掘割状遺構の道を整備している当会
の活動を紹介します。
・古道探索ウォークの実施内容を解説します。

42

ぐるーぷ・もこもこ

手作りの布のおもちゃ・えほんを実際にさわって遊んでもらって、布のおも
ちゃ・えほんの持つ優しさあたたかさを子供たちに体験して感じてもらうために
展示します。どうぶつ・サンタの手遊び人形、フェルトのどうぶつのマスコット、
クリスマスの飾りを販売します。

43

ホームスタートいずみ

子育て中の家庭を先輩ママボランティアがサポートする「ホームスタート」！
「ホームスタート」のチラシを配布するとともに、ワークショップでは親子で簡単
に出来るクリスマスの飾りを作ります。

●

44

NPO法人育信会

もうすぐクリスマス！いっしょに飾りを作りましょう！1歳前の小さなお子さんか
ら参加できます。興味のある親御さんも、一緒に参加しませんか？
また、子育てに関するご相談があれば、保育士・看護師がおうかがいします。

●

28

29

●

NPO法人たがやす

会員農家（地場生産者)の葉物野菜を販売して町田産野菜の良さをアピール
する中で、都市農業を残したい思いから援農や体験農業など市民が関われる
活動があることをもっと知ってもらえたらと思います

まちだ里山農の会

町田市の研修農場で野菜作りを学んだ一期生のメンバーを中心に、遊休農地
の開墾を行い野菜を育てながら、町田の美しい里山の景観を守っています。
当会の活動紹介とともに、安心、安全な野津田町綾部原産の健康新鮮野菜
「白菜、ブロッコリー、カリフラワー、大根、長ネギ等」も販売します。ぜひ里山
の素晴らしさをご賞味ください。

NPO法人町田市民後見かわせみの会

シニア世代が今後経験するかもしれない様々な出来事に備えて、今、何をし
たらよいかを考えるために「安心ライフプラン・チェックリスト」を用意しました。
例えば、①見守り、②お金の管理、③医療や介護、④成年後見制度、⑤遺言・
相続、⑥家族信託、⑦エンディングノート、⑧死後の事務等の問題について取
り上げます。

東京科学少年応援計画

東京科学少年応援計画はベトナムとミャンマーで生活困窮世帯のこどもたち
への奨学金支援活動や図書館整備などを行っております。また、町田市内で
は生活困窮世帯のこどもたちへの学習支援活動「こども応援教室まちだ」を運
営しています。これらの活動をご紹介するとともに、ベトナムやミャンマーの雑
貨を販売することによって、活動資金を造成いたします。 相談コーナーでは、
こども応援教室への参加を希望される方、ボランティアを希望される方と随時
ご相談いたします。
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町田要約筆記サークル かけはし

聞こえにくい方とのコミュニケーションに筆談を！こちらは、筆談のコツをつか
んでいただく体験ブースです。社会の高齢化に伴って聞こえにくい方は増加し
ており、日本補聴器工業会の統計データによると、人口の１割、1000万人以上
にものぼるということです。こうした中で、筆談は、紙とペンさえあればいつでも
どこでも通じ合える便利なコミュニケーション手段です。日々のおしゃべりや伝
達に、筆談を使ってみませんか。当日は、便利な筆談ボードの販売もありま
す。
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じゃおクラブ多摩・田園

じゃおクラブのパンフレットを配布し、定年後のおやじの居場所を、写真展示や
PCを通して活動内容を説明します。また、ひなた村祭りなどで子供たちのため
に実施しているバルーンアート、万華鏡などの工作物の展示、鶴川にある
【じゃお農園】の収穫物の展示、および希望する子供たちには随時バルーン
アートを作成してもらいます
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町田ファーマーズ

（1）町田の小野路で生産した、新鮮な収穫したばかりの野菜を提供します。
（2）減農薬・減化学肥料で作った安全で安心できる野菜を提供します。
（3）新規就農者と農業に関心のある者の集まりである町田ファーマーズに参
加を希望する人を募集しています。（ただし共同での野菜作りとなりますので
個別では行うことはできません。）
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農業体験in図師町

図師町で地元の桜美林大学の皆さんと野菜を作っています。今日は私達の
作った野菜をぜひ食べてみてください。その事が町田の美しい緑を残す事に
繋がって行きます。
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心とモノの整理から住環境を考える会

暮らしのお悩みは人それぞれ，片付けの得意不得意や苦手な部分を知る事
で、自分に合った片付け方法を見つけられるかもしれません。チェックリストで
あなたの片付けタイプを知ってみませんか？又、暮らしに関わる様々なプロが
暮らしに関するお悩みのご相談にお答えいたします。
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横浜ＰＨＰほんとうの時代友の会

１）パネルで活動紹介＊定例会、アウトドア活動、クリーン活動 ２）ＰＨＰ本部
会報紹介 ３）ＰＨＰ誌のサンプル提供

55

NPO法人クローバーの会

１ パネル展示や作業の実演、パンフレットの配布などにより、会の活動やご
利用の方法を広く知っていただき、市民のみなさんとの交流を深めること
２ ハンディをお持ちの利用者さんが作った製品を販売し、利用者さんの工賃
アップを図ること
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HATS国際学連絡協議会

HATS国際学連絡協議会には五つの学習サークルがありますが、各サークル
の活動内容を紹介するとともにチラシを配り、生涯学習として一緒に学ぶ会員
を募る

ボーイスカウト町田第一団

“簡単なロープワーク（ストラップ）づくり”
ボーイスカウト活動について広く知っていただくとともに、ワークショップ（保護
者なども含む）をとおしてスカウト活動の内容をより理解いただくことを狙いとし
ている
併せて、活動への参加者が増えることを期待している

弥生ヶ丘自治会

5千年前から祖先が住居を構えていた地区に住む住民として、歴史・自然環境
をあらためて考える機会と考え、同時に日頃の自治会活動を写真等で展示し
ます。また、2017年4月に自治会は創立50周年を迎えたことから、その歴史を
振り返るとともに、「創立50周年祝典」の内容を冊子、写真、動画等で紹介しま
す。また、11月3日(土)～4日(日)に実施する当自治会「文化祭」の作品例等も
展示します。

まちだ市民大学ＨＡＴＳ 人間学受講生有志

町田市民大学ＨＡＴＳがおもしろい！ なかでも人間学講座はピカイチ！
家族やご近所との関係が苦手なあなた
科学技術の弊害に苦しむあなた
人生に悩むあなた
ひとりぼっちのあなた
そんなあなたを生涯学習の楽しい世界へいざないます。解決の糸口があった
り、初体験に視野が広がるかも💛
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NPO法人環境修復保全機構

日本を含むアジア諸国の持続可能な開発において、農業的および都市的開
発と自然環境との調和は不可欠です。本団体では、日本を含むアジア諸国に
おける農業的および都市的開発と自然環境との調和を目指した環境修復保
全に取り組み、環境教育啓蒙の活動を通して、自然資源の持続的利用に寄
与することを目的として活動しています。
まちカフェ！では、団体の活動概要とともに、身近な“土”を通した地球温暖
化防止への取り組みを紹介します
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神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合（相続グループ）

・相続○×クイズに挑戦して相続の基本知識を得ましょう（全問正解者にエン
ディングノート「私の想い」を進呈）。
・最近話題の「家族信託」の基礎をお話します。
・パソコンで作成できる相続税概算自動計算機能付のＣＤ版エンディングノー
ト「私の想い」の紹介と販売をします。
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町田市市民部市民課

まだマイナンバーカードをお持ちでない方、この機会にご申請はいかがです
か？
マイナンバーカードはコンビニで住民票や印鑑証明書が手数料半額でとれ
たり、身分証明書として使えたりするなど、とても便利なカードです。
当日の会場では、手ぶらでも、マイナンバーがわからなくても、申し込みでき
ます。写真はその場で撮影して印刷しますので、事前に用意していただく必要
はありません。
まだカードをお持ちでない方は、ぜひお気軽にお越しください。
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町田市役所屋上花畑ボランティア

屋上花畑の写真とボランティア活動の様子を展示するとともに、屋上花畑に
ちなんだクイズラリーを行います。チェックポイントの出展ブースを全て回って
クイズラリー台紙を完成させ、屋上花畑ブースに持ってきていただくと、屋上花
畑関連グッズをプレゼントします。
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町田市政策経営部企画政策課

町田市では将来を見据えた公共施設の再編に取り組んでいます。公共施設
は皆さんの暮らしを支える大切な場とは言え、「再編」と言われると難しくてよく
わかりませんよね。
そこで今回は、この市の取り組みを、やさしく、楽しく、分かりやすく紹介しま
す。公共施設クイズや缶バッジづくりのワークショップ、パネル展示もありま
す。
公共施設・公共空間のより良いかたちをみんなのちからを合わせて実現して
いきましょう。
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町田市環境資源部３R推進課

ごみ減量をテーマにしたゲーム

みどりのＨＡＴＳ

１．「みどりのＨＡＴＳ」の活動内容のパネル展示
・峰山緑地の保全活動の様子、動植物の写真
・ハイキングの写真や会報の発行
２．ワークショップ
峰山緑地で採れるドングリを利用しての工作
例 ヤジロベエ、コマ、ミニクリスマスツリー等制作

町田市民生委員児童委員協議会

民生委員児童委員協議会の活動紹介・100年の歴史等のパネルを展示し、民
生委員児童委員活動のPRを行います。
来場者には、リーフレット、ティッシュ、絆創膏等を配布します。
また、東京都民生委員児童委員のキャラクターミンジーが会場内で、子ども連
れのご家族など、希望者と記念写真を撮影しPRを行います。（カメラはインス
タントカメラ（すぐ写真が出てくるもの）を使用）
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町田市明るい選挙推進協議会

選挙啓発キャラクターのめいすいくんは、イベント等に登場し、投票を呼び掛
けています。
町田市では明るい選挙をさらに推進するため、この度「ご当地めいすいくん」を
選ぶことにしました。
候補は「りす」や「かわせみ」をイメージした４種類のめいすいくん。
「まちだご当地めいすいくん」を決める選挙は、まちカフェ等で行います。
ぜひ、あなたも「ご当地めいすいくん」の選挙で一票を投じてみませんか。
投票された方にはすてきなプレゼントを差し上げます。（数に限りあり）
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町田市消防団

町田市消防団員を募集しています！
「消防団」って知ってますか？ 生業の傍ら、防火、防災、救命などの知識 ・技
術を得て、地域の為に活動している団体です！様々な職業、年齢層も幅広く、
団体活動の中で得られる事も、ステキな出逢いも沢山有ります！皆さんも、自
分達の住んでるこの街の為、一緒に活動しませんか！
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町田市民文学館ことばらんど

文学館事業及び文学館で行っている市民協働事業を紹介するとともに、子ど
も向けワークショップを行います。ワークショップは、文学館を中心に活動して
いるボランティア団体「桃の木工房」によるわらべうた遊びや絵本のよみきか
せです。
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町田市環境資源部産業政策課

・「まちだのイチオシ」町田市トライアル発注認定商品の展示
・創業支援施設「町田新産業創造センター」入居企業の事業紹介
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公益社団法人町田法人会青年部会

子ども向けの税金クイズ（○×形式）に答えて、くじ引きをしてもらい景品がも
らえます。
会場内にて税申告（e-tax・Ｌ-ｔａｘ）普及のためのノベルティグッズを配布しま
す。
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町田マルイ・モディ

①マルイＣＳＲクイズ抽選会 ②ねこぴんち販売（被災地支援）
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おうえんルーム 相原地区協議会（法政大学多摩ボランティアセンター）

熊本地震で最も大きな被害を受けた益城町に夏と春に赴き、子ども達や高齢
者の方々と交流を深めています。
そして「熊本と東京の繋がりを作りたい！」という想いから、熊本県益城町×町
田市相原町のコラボプリンとクッキーをプロデュース。熊本県の復興市で出
会った、震災後もお茶を育て販売を続ける「㈱お茶の富澤。」さんのかぶせ茶
を使用し、相原で長年プリンや鶏卵を販売してきた「カトウファーム」さんにか
ぶせ茶プリンを、キャンパスすぐ近くの「町田ゆめ工房」さんにクッキーを作成
いただきました。今回はプリン180個、クッキー300個を販売します！売上金は
製造経費を除いて、現地に寄付をします。また、販売と同時に、熊本地震支援
活動の様子や、東日本大震災による気仙沼支援活動の様子をパネル展示し
ますので、ぜひご覧ください。

