Ｎｏ.

企画の内容

子ども向け

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していただくことを
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

○

団体名

1

ボーイスカウト町田第一団

2

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
参加へ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
社会福祉法人町田市社会福祉協議会
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、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

・町田ボラ連協の活動紹介
・町田ボラ連協に所属する団体の活動紹介、入会案内
・町田ボラ連協の活動のひとつ「愛のともしび運動（鉛筆販売）」

町田要約筆記サークルかけはし

聴覚障害者との意思疎通には文字でのやり取りが欠かせません。一般市民の方々
に筆談を体験していただくコーナーを設けます。クイズをたくさん用意いたしま
すので、筆談で回答を探って当てていただきます。大人用、子供用があります。
コーナーにはかけはし会員が２～3人常駐しています。

5

小野路炭焼研究会

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。竹炭作りに興味のある方、是非お立ち寄りください。。
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。

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
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

明和荘タイムズ

手作りのオリジナル陶器の展示及び販売

4

9

絲子～ito.ko～

手作りの楽しさを知っていただけるように、革小物を作るワークショップを行い
ます。
お子様でも簡単にできるようにします。お気軽にご参加ください。

○

〇

○

所要時間：約15分
費用：500円

10

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。

11

まちだーつ

折り紙やストローを使って、安全な手作りのダーツを作ります。
指先を動かし、完成したダーツを投げ、得点を計算したりすることで、楽しみな
がら脳や体を活性化させましょう。

○

ＮＰＯ法人ここからねっと

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。昨年好評だった手作り作品の販売も行います。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。
ワークショップで製作した作品は無料にて持ち帰りができます。

〇

12

13

ワン・ブリッジ町田初出展です。お子様にも楽しんでいただけるバルーンアート
やプラバン作りなどのワークショップを行います。活動紹介の展示なども行いま
株式会社 ワンイレブン
すのでお気軽にお越しください。”つながろう！”をテーマに町田の皆様と交流
就労移行支援事務所 ワン・ブリッ
できることを楽しみにしております！
ジ町田
所要時間：15分、費用：0円

○

14

・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
ＮＰＯ法人フラワーセラピー研究会
＊フラワーエッグ
・アレンジ作品販売
＊正月飾り、クリスマス飾り

町田市市民部市民課

マイナンバーカードの申請を受け付けます！当日は、申請に必要な写真を無料で
撮影！手ぶらでも、マイナンバーがわからなくても、大丈夫。マイナンバーカー
ドはコンビニで住民票や印鑑証明書等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。ぜひこの機会にマイナンバー
カードを取得しましょう！
※事前予約制です。

16

ＮＰＯ法人ゆどうふ

クリスマスカードや年賀状などポストカードづくりを行います！
世界に1枚だけのポストカードをつくることが出来ます。誰かに送るのもよし、
家で飾るのもよし。
子どもから大人まで楽しめるワークショップになっています。
パネルではフリースペースでの活動の様子やイベントの様子等の展示をしていま
す。
是非ブースにお立ち寄り下さい！

17

町田市の学校給食ってどんななの？ 給食の役割ってなんだろう？ 町田市の給
食、これからどんな風になってほしい？ 給食に関する紹介動画や展示を見てい
中学校によりよい給食とどけ隊＠町
ただきながら、子どもも大人も参加できるクイズ3問とアンケート1問に答えて
田
いただくと、給食での不動の人気メニュー「揚げパン」を100円でご提供！ 先
着400個限り。給食はおいしい！！

15

18

日本シニアダイバーズクラブ・グ
ループサンゴの森

今、人間の社会活動が地球環境に大きな負荷を与えています。 温暖化ガスの排
出による地球温暖化→海水温の上昇→世界的規模でのサンゴの白化→死滅、異常
気象の発生、廃プラスチックによる海洋汚染→生態系への悪影響等々。これらは
一部の地域の問題ではなく都会で暮らす私達が大きく関与している問題です。
私たちグループは、サンゴ礁再生活動を通じ、現場（実際の海）で起っているこ
とを撮影した写真の展示やパンフレットなどで、一般市民の皆さんに現状を伝
え、美しい地球を次世代に残すために日常生活で環境改善に取り組むことの大切
さをＰＲします。

19

一般社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。

20

町田市文化スポーツ振興部オリン
ピック・パラリンピック等国際大会 オリンピック・パラリンピックのＰＲと、「まちだサポーターズ」の活動紹介を
推進課
行います。
まちだサポーターズ

21

・まちだ〇ごと大作戦の取組みについてのパネル展示および動画放映
町田市政策経営部広報課まちだ〇ご
・ＳＮＳ講座
と大作戦実行委員会
・まちだ〇ごと大作戦ミニ相談会

22

ＮＰＯ法人町田市学童保育クラブの 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
会
に当てると景品がもらえます。

23

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。
公益社団法人町田市シルバー人材セ 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
ンター
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。

24

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。ビスケットのプログラミングはとても簡単で、メガネの中に絵を配
置するだけで、絵の動きをプログラミングできます。体験会では、ビスケットの
基礎を練習し、その後、各自が自由に絵を描いて、その絵を思いのままに動かす
ようプログラミングします。みんなの作品は、スクリーン（ビスケットランド）
に一斉表示し、みんなの絵、その動きをみんなで鑑賞し、楽しみます。

ＮＰＯ法人アクティブSITA

〇

〇

〇

〇

25

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ことを、
色を通して相談にのらさせてもいただきます）

ＮＰＯ法人町田すまいの会

・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
・チャレンジシート：自分と家族のこれからの暮らしと住まいをどう考える？

ＮＰＯ法人ライフベターたまり場

・活動の写真展示及び活動を紹介するチラシの配布
・素焼きのマグカップに絵付け体験
・クリスマスカード作り
所要時間：各15分
費用：100～300円
定員：各10人

鎌倉古道・歴史遺産の会

町田市に遺る鎌倉古道（中世の鎌倉街道）他各種古道群をパネルにて掲示・説明
いたします。
当会の紹介ビデオを放映いたし
ます。当日は入会を受け付けます。
運営委員長の宮田 太郎（古街道研究家・ＮＨＫラジオ深夜便他で活躍） が解
説・説明いたします。

ＮＰＯ法人顧問建築家機構

社会の変化と共に「空家」が大きな社会問題になっています。大切なあなたの
「我が家」という財産を次の時代にどのように活かしていくか。建物の健康診断
と共に今後の活用方法について、建築のプロ集団である私共が相談窓口を設けて
しっかりアドバイスいたします。

30

株式会社Pleasant life
就労移行支援ハンドシェイク

就労移行支援事業所の紹介。マッサージ体験コーナー。子ども向けワークショッ
プ「クリスマス・オーナメントを作ろう」
相談コーナー
所要時間：20分
費用：200円
定員：50人

31

町田市ソフトボール連盟

市民の健康生涯スポーツ 女子児童ソフトボール教室・市民大会ソフトボール活
動写真展 同時に新規加入相談受付

32

町田市子ども生活部子ども家庭支援
町田市内にある子ども食堂をパネル展示やチラシで紹介します。
センター

26

27

28

29

町田市立室内プール指定管理者
株式会社協栄

フードドライブを開催します。寄付して頂いた食品はフードバンクTAMAを通
じて市内のこども食堂等に配布されます。 ご家庭で消費しきれない食品の寄付
を募ります。
・包装は外装が破損していない物 ・生鮮食品以外の物 ・未開封の物 ・賞味
期限が明記されており、2ヶ月以上先の物 ・中身を他の容器等に移し替えてい
ない物 ※お米はのぞく

三六○°（さんろくまるど）

【元ネイリストによる日常を忘れる癒しのハンドマッサージ】周りに教えたくな
るようなツボのご紹介を交えながらリラックスタイムを提供します。爪、ネイル
の疑問にもお答えします。
所要時間：１０分
費用：３００円
定員：１人

35

町田市介護人材開発センター

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）を開
催します!
当センターは市民の皆様に介護について知っていただき、町田市の介護の支え手
を増やしていくために様々な取り組みを行っています。市民の皆様に気軽に参加
していただけるセミナーもありますので、興味を持っていただいた方には会場に
てご案内いたします。介護の仕事に関する相談窓口としては町田市介護人材バン
ク、市内の50歳以上の方にはアクティブシニア介護人材バンクのご紹介などを
行います。

36

町田ファーマーズ

町田市小野路にある圃場で野菜作りをしております。メンバーは10名程度で、
減農薬・減化学肥料で生産した野菜を販売させていただきます。

37

まちだ里山農（みのり）の会

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、遊休農地で野菜を
育てながら里山の美しい景観を守っています。当会の紹介とともに、野津田町綾
部原産の新鮮採れたて冬野菜「白菜、ブロッコリー、カリフラワー、大根、長ネ
ギ等」をお持ちします。ぜひご賞味ください。

38

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コーナな
ど。

33

34

○

〇

○

○

39

町田市OT(作業療法士)連絡会
machiwa(マチワ)

病気や怪我をした時に生活支援をするための福祉用具を紹介し、作業療法士とし
ての役割や福祉用具の理解を地域の人たちに広げていけることを目的とします。
具体的には、福祉用具を実際に触る、体験するコーナーの設営を行います。ま
た、食事の福祉用具(箸ぞう君)を使用して豆つかみ競争をする企画も予定してい
ます。

40

認定ＮＰＯ法人エンディングセン
ター

継承者不要、桜の木が墓標の自然に還る「桜葬」墓地を紹介します。
また、輝いて生きるための「終活講座」の呼びかけ、「おひとりさま」でも安心
の「エンディングサポート」の相談も行います。お墓を核とした「墓友」活動の
紹介では、会員が手作りした布小物の販売もあります。

41

公益社団法人町田法人会青年部会

クイズに答えた方、全員に景品が当たるくじ引きができます。また、1億円レプ
リカで、お金の重さを体験してみましょう。
参加賞も多数用意しています。お気軽にお立ち寄りください。

〇

ＮＰＯ法人育信会

楽しいおもちゃをつくってみませんか？
小さいお子さまから参加できます。興味のある親御さんもぜひ参加してくださ
い。

○

43

ＮＰＯ法人クローバーの会

１ パネル展示、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の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

44

ＮＰＯ法人町田レクリエーション連 身近にある素材を使ってクリスマス関係のクラフトを造る。造った作品を使って
盟
紹介し合って遊ぶ

45

相原ガラスフュージング千の花

相原地区協議会からの助成を受け、青少年健全育成相原地区委員会が中心とな
り、地域サロン「スターキッズ」（第三木曜日10時～12時）で講座を開いてい
ます。
要望での出張講座も開設、地域の放課後教室「まちとも」・小学校のサマース
クール・老人施設・ふれあいサロン・支援デイサービスでの活動を行っていま
す。
世界に一つだけの素敵な作品が作れますよ♪

46

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。

47

農業体験 in 図師町

学生達が作った野菜の販売。体験の様子をビデオで発表する。

48

町田ママの会から発足した「子育てサポーターズ」が開催する「まちママ♡
Openday」は、お子様連れでも安心して遊びに来られて、ママもお子様にも
町田ママの会（まちママ♡ファン） “嬉しい”“楽しい”“ワクワク”がある場所。7月に開催したプレイベントと
同様、親子で楽しめるステージや、ママのためのリラクゼーションなど、無料や
お試しプライスのコンテンツを揃えてお待ちしています！

49

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紹介します。

50

はちみつ會

はちみつ会の活動内容を写真の掲示を中心に紹介します。また、応援してくれて
る団体の物品販売もします。

51

ＮＰＯ法人たがやす

私たちＮＰＯの活動の紹介と、新鮮地場野菜の販売を行ないます。
農業体験や、農家のお手伝いに少しでも興味がある方、お気軽におたずねくださ
い！

まちだポールウォーキングクラブ

運動不足の方、足腰に不安を感じるシニアの方、体力筋力増強を目指す方等に、
整形外科医が考案した二本のポールを使ったウォーキングを日本ポールウォーキ
ング協会認定コーチが紹介いたします。
仲間と楽しいウォーキ
ングで健康寿命を延ばしましょう。

42

52

○

○

○

53

ＮＰＯ法人町田演劇鑑賞会

これから上演する作品のポスターをパネルに展示し、また、今後一年先までの上
演作品一覧表と作品紹介用三つ折りチラシを配布する。創立以来上演してきた作
品一覧表を展示する。
町田演劇鑑賞会を紹介するビデオをパソコンで上映する。

54

町田動物愛護の会

・災害時にそなえペットを守るための提案・わんにゃん譲渡会の案内
活動の提案・犬の飼育しつけやマナーの相談

55

町田ねこの会

近隣ののら猫トラブル（勝手な餌やり、未手術の猫の出産など）の相談、地域猫
活動をやりたい方の相談など保護猫たちの紹介（写真）

56

いぬねこCafe Lua

町田市内でのいぬねこ保護活動をたくさんの方に知っていただくために、現在保
護しているわんにゃんの紹介やお得でかわいいグッズ販売を行います。

つるかわ無料塾

子どもは誰でもひとしく学ぶ権利を持っています。子どもは誰でもひとしく安心
して生活する権利を持っています。そんな場を子どもと大人といっしょに作って
いきたいのが「つるかわ無料塾 結い」です。誰でも費用は一切かからずに学べ
る塾です。えっ！？そんな場所があるの？？と驚いた人はぜひ結いを知りに来て
ください。毎週水曜日の夜、隔週土曜日午後の塾日には学校の勉強はもちろんの
こと、魚部や調理部があったり、講演会・哲学対話なども行っています。こんな
ことやりたい！も受け付けます。対象は中学生です。

57

結い

・地域猫

じゃおクラブ（多摩・田園）

じゃおクラブ多摩・田園のパンフレットを配布し、写真やパソコンでクラブの活
動内容を説明します。ワークショップではひなた村祭りなどで子供向けに実施し
ているバルーンアートを一緒に作ります。また、万華鏡，竹笛、農園の収穫物な
どの展示を行います。

○

59

町田市地域活動サポートオフィス

１２月は「寄付月間」って知っていました？寄付は個人が気軽にできる社会貢献
の一つ、そして未来への投資です。「寄付をすると幸福になる⁉」という研究も
あるそうです。
寄付にまつわるクイズを解きながら、一緒に楽しく考えてみよう！

○

60

玉川大学太田ゼミ（まちだ〇ごと大 ●陸前高田×町田～味力プロジェクト～(まちだ○ごと大作戦)
作戦）
おやき、マスカットサイダー、がんづき、味噌、りんごジャム

61

私たちは「チームたまモン」として、年に2回、熊本県益城町の仮設団地で子ど
も支援を中心に活動しています。
今回は「熊本と東京のつながりを作りたい！」という想いから始まった、熊本県
法政大学多摩ボランティアセンター
益城町のお茶と町田市相原町の2店舗とのコラボ商品である、お茶味のクッキー
とプリンを販売しています。売上金は製造経費を除いて、現地に寄付をしていま
す。ぜひ一度、おいしいスイーツをご賞味ください！

62

国際交流センターの活動展示、ＤＶＤ上映をします。
一般財団法人町田文化・国際交流財
外国の民族衣装を着ることができます。
団 町田国際交流センター
子ども向けワークショップも行います。

63

横浜ＰＨＰほんとうの時代友の会

１）パネルで活動紹介ー定例会、アウトドア活動、クリーン活動
２）ＰＨＰ本部の活動紹介と関心のある方に会報の提供
３）ＰＨＰ月刊誌のサンプルを関心のある方に提供

64

弥生ヶ丘自治会

縄文・弥生といった5千年前から先祖が住居を構えていた地域に住む住民とし
て、古代の歴史・文化・自然環境を積極的に考え、また5月に実施した「弥生ヶ
丘まちだのへそまつり」の活動状況等、本町田地区のコミュニィの中核機能を担
うべくその活動内容を展示します。また、若い住民が自発的に組織化した「未就
学児童の会」の活動内容や延べ千人という多数参加を得て継続している「まちト
レ」の状況を紹介します。

65

ＮＰＯ法人東京養育家庭の会みどり 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
支部
ます。また、相談も受け付けます。

66

町田市経済観光部産業政策課

58

・「町田市トライアル発注認定商品」の紹介・展示（「まちだのイチオシ！」）
・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

〇

町田市赤十字奉仕団

日本赤十字社の活動や災害への備えについてのパネルを展示します。
電気、水道が止まったときの簡単なご飯作り、携帯トイレの作り方などをご紹介
します。
ブースにて体験に参加された方には、災害時に便利なレシピなどをプレゼントい
たします！

68

町田市明るい選挙推進協議会

明るい選挙啓発キャラクターのめいすいくんがイベント等に登場し、投票を呼び
掛けます。
町田市明るい選挙協議会では選挙をさらに推進するため、選挙当日に使っている
器材を使って模擬投票を行います。
ぜひ、あなたも模擬投票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）

〇

69

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。
町田市役所屋上花畑ボランティア・
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
運営サポーター
花畑ブースに持って来ていただくと
屋上花畑関連グッズをプレゼントします。

〇

70

ＮＰＯつなげいのちWITH MUSIC

67

71

72

相談コーナーでは、ワンちゃんに対するしつけ、お困り事等のご相談を承りま
す。

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。
町田市政策経営部企画政策課公共施
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
設再編担当
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。
ラオスの三学問族のモン族の伝統的刺しゅうを施しに小物（財布、ペンケース、
ブックケース等々）を販売し、売上の一部を現地での学校建設資金に組み入れ
日中文化交流市民サークル ’わん
る。
りぃ’
わんりぃ会員手製の布バッグの販売
日本在住の中国人画家の満柏さんに墨絵を指導して頂きます。
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。
大人にも大人気！シャボン玉の
ように見える「キラキラしゃぼんだま」の販売もします。

株式会社フィールドスタディ

本格的な移動式プラネタリウムで縄文時代に町田で暮らしていた人々が見上げた
星空や、町田市が２０２０東京大会でのホストタウンとなっている南アフリカ共
和国やインドネシア共和国の星空などをお楽しみいただきます。今夜町田で見ら
れる星空もご紹介しますよ！

75

ワン&オンリーいのちの会東京・町
田

様々な理由で赤ちゃんを産みたくても産めない妊婦さんとお腹の赤ちゃんを一口
１円で応援する「円ブリオ基金」の活動を広く
周知して頂くために、資料や写真の展示を行います。ワークショップは牛乳パッ
クで基金箱を作成し、関心を持ってもらう機会に
します

76

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。
ＮＰＯ法人町田市民後見かわせみの
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
会
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。

77

東京科学少年応援計画

ベトナムとミャンマーでこどもたちへの奨学金支援や図書館整備を、また町田
市内で経済的事情のあるこども、日本語を学びたい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。活動紹介とともに、ベトナムや
ミャンマー等の雑貨を販売し、活動資金を造成いたします。また当日、古本、使
用済み切手、ボールペン、不要のインクカートリッジの寄付も受付ます。相談
コーナーで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。

78

ＮＰＯ法人環境修復保全機構

*主にカンボジア、タイ等で取り組んでいる環境修復保全、自然資源の持続的利
用等の活動状況を展示し皆様に御理解頂ける様に致します

79

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、事業承継等
様々な分野の相談を行政書士がお受けします

80

まちだ市民大学を勝手に応援中！

生涯学習センターのまちだ市民大学「HATS」のハイレベルな学び、おとな無料
塾「まなびテラス」のほのぼの学習を紹介します。

81

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

73

74

○

〇

○

