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市民協働フェスティバル「まちカフェ !」 とは?
町田市内で活動するNPO法人や市民活動団体、地域活動団体などが一堂に集い、活動の紹介展示

やワークショップを通じて交流を深めるためのイベントです。11回目になる今回は80以上の団

体/DR、 子どもから大人まで楽しめる企画を用意して、皆さんをお待ちしています !

まちカフェ !シンボリック事業がはじまります !

3年間を通して、まちカフェ !実行委員会と来場者がつながりながらまちカフェ !の未来を作つて

い<企画、「まちカフェ !シンボリック事業」が今回からスタートします。ぜひご参加<ださい !

①  「まちカフェ !」 ってどんな色?
みんなでまちカフェ!の色を集め、
3年間を通 してシンボルカラーを決定 します。

② みんなで描こう !「まちカフェ !の樹」
葉っぱのスタンプを使つて、みんなで樹を色付けましょう

特別企画 in市民協働おうえん広場

当日は、2階市民協働おうえん広場にて様々な催しが開催されます !

まちカフェ !よろず相談所

市民活動や地域に関する相談を受け付けます。団体の運営についてや、連携に関する相談など、ど

んなことでもOKです。どなたでもお気軽にお立ち寄りください !
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町田市ゆかりのアーティストによるコンサート

です。皆さんの生活や人生のなかにも、実は浴

れているミュージカル音楽 !お昼の一時にそん

な名曲たちをお届けします月

【出演】

Bobu 音楽座ミュージカルを退団後、まほろ座MACHIDA

を拠点に、舞台・ライプ・ワークショップを通して

ミュージカルを世に広めるため奮闘中。

Nana 尚美ミュージックカレッジ専P9学校ミュージカル学

科卒業。最近では、まほろ座 MACH DAにてミュ

ージカルプロジェクトヘの出演や、市民に向けたコ

ンサートも行つている。

問い合わせ

町田市文化振興課 042-724-2184

水素情報館「東京スイソミル」の協力のもと、

水素に関する体験コーナーを設けます。また、

外の庁舎正面玄関横では開催時間中、燃料電池

自動車を展示します。子どもから大人まで楽し

めますので、ぜひ遊びに来てください !

東京スイツミルは、目に見えない水素

のことや、水素社会の1詈来像を、見て

触つて体験 しながら楽 しく学べる総合

的な学習施設です。週末には、様々な

イベントを開催しています。

問い合わせ

町田市環境 。自然共生課 042-724-4391

水素イベン トのイメージ



国際交流で異文化体験 |

活動展示やD∨ D上映のほか、外

国の民族衣装を着ることができ

ます。ワークシヨツプ「クリスマ

スカードを作ろう」で、手作りの

カードを作19ま しょう。
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車いす操作体験

「みんなのおでかけマップ」の展

示などを通して、市内施設等のバ

リアフリー化情報を伝えます。ま

た、ワークショップ「車いす操作

体験」を通して、安全な操作方法

を学びます。

NPO法 人1,tllハ ンデイキヤブ反0去

親子で作つて遊ぼう

クリスマスの飾りや動<オモチ

ャなど、親子で協力しあつて遊ベ

るクラフ トを短8寺 間で作るワー

クショップを開催します。一緒に

作つて、一緒に遊ぼう !

NFO,ま人

岡田 tu t′ .ク リエーション達霊

出展団体企画
「まちカフェ |」 の参加コ体

が、ハネル展ホやワークショッ

プなと、本ミ々 な形で活動を PR
し/ます。今回は、そ「l―苦|を ご

紹介,町出の鼈力を、改めて操

してヽまnIんか?
※●:さが変更になる掲含が13● ます.

建築とまちづくりの専P3家

NPO法 人として地域貢献を果

たしながら14年。町田市と『耐

震相談窓□』『空家利活用支援』

『集会施設登録アドバイザー』と

して事業を進めている実積を基

に、展示と相談窓□を設けます。

N,0二 人
=F門

違築家機ヽ

町田の野菜がもつと身近に !

採れたての地場野菜の販売とと

もに、当 NPO法人が行う農業研

1多、農家と援農ボランティアとの

マッチング、親子で参力0できる農

業体験などの者β市農業の保全活

動の内容を紹介します。

NPO法人たがやす

寄付チャレ |エ リア

多<の人から共感を得るための

団体カアップ講座に参加した団

体が活動紹介を行う「寄付チャ

レ !エリア」を、会場 1階に設け

ます。共感シールを使って、市内

で活躍している団体を、応援して

みませんか?



参加・ 協力団体 (50音順 。2017年 9月現在)

相原ガラスフュージング千の花

相原」AO会

アクティブSITA

ALS英会話

あんべるどかねる

絲子～ito ko～

エンディングセンター

大原学園町田校地域貢献サークル

小野路炭焼研究会

ガールスカウ ト東京都連盟第 32団

神奈川県ファイナンシャル

プランナーズ協同組合

(相続グループ相模原地区担当)

鎌倉古道・歴史遺産の会

かよう会

環境1参復保全機構

気の活用コム

協栄

グリーンハー ト ネットワーク

ぐる一ぷ 。もこもこ町田

クローノヾ―の会

高齢者の健康維持・ 介護予防の

出張型初級英会話教室

ここからねつと

心とモノの整理から住環境を考える会

コミュニティフレンド

顧PD3建 築家機構

在宅ケアをもつとよくする市民の会

サヘルの森

CIL町 田ヒューマンネットワーク

市民活動コーディネーターの会

じゃお南多摩

(じゃおクラブ南多摩支部 )

」OYF∪ L

障がい者のライフスタイルの向上と

成年後見支援シートラスト

たがやす

地区協議会 (全 9地区)

小さな命を守る会

東京科学少年応援計画

東京都環境公社

東京町日学園町田・デザイン専Pヨ学校

東京養育家庭の会みどり支部

日中文化交流市民サークル'わんりぃ'

日本シニアダィバーズ

クラブ・グループサンゴの森

はちみつ會

原町田スクエア 」ヽ麦の家

原IB」田スクエア トマトハウス

原町田スクエア 明不0荘タイムス

福祉′い話会町田事業所

フラサークル・アロアロ

フラワーセラピー研究会

まち☆クリ実行委員会

まちだ一つ

IB」 田行政書士～カワセミの会～

まちだ里山農(みのり)の会

まちだサポーターズ

町田市印昴」工業組合

81」田市OT(作業療法士)

連絡会 machiwa(マチワ)

B」田市明るい選挙推進協議会

町田市いきいき生活部高齢者福祉課

町田市介護人材開発センター

町田市学童保育クラプの会

町田市環境資源部環境 。自然共生課

町田市環境資源gβ 3R推進課

町田市経済観光部産業観光課

町田市高齢者支援センター・

あんじん相談室

町田市子ども会育成会連絡協議会

町田市財務部財政課

町田市社会福祉協議会

町田市シルバー人材センター

町田市政策経営部広聴課

町田市政策経営部広報課

町田市ソフトボール連盟

町田市町内会 。自治会連合会

町田市都市づくり部地区街づくり課

町田市認知症反の会

町田市文化 。国際交流財団

町田国際交流センター

町田市文化スポーツ振興部文化振興課

町田市民後見かわせみの会

町田市民生委員児童委員協議会

町田市役所屋上花火0ボランティア

町田市立室内プール指定管理者

町田市レクリエーション連盟

町田新産業8‐l造センター

町田すまいの会

町田動物愛護の会

町田ねこの会

町田パリオ

町田ハンディキャブ反の会

町田ファーマーズ

El」 田法人会青年部会

まちだポールウォーキングクラブ

B」田ボランティア連絡協議会

まちだ名産品のれん会

まほろ座MACHlD∧
みどりのHATS
みんなでごはん

みんなのそら

弥生ヶ丘自治会

ゆどうふ

横浜PHPほんとうのB寺代友の会

Luaいぬねこ保護部

レインボウチルドレン・ミスマル親を支援する会

間い合わせ

まちカフェ !実行委員会事務局 (町田市市民都市民協働推進課)

丁EL:042-724-4362
MAIL:mcity29700cty machida tokyoj。

その他、企画の詳細や最新情報は町田市ホームページをご覧<ださい

町田市 まちカフェ !   壼●

市民活動応援キャラクタ

「おうえんマン」


