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開催日時　2021 年 11月 23日（火）

10:00 ～ 17:00（屋外イベントは 15:35 まで）
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

オンライン（Zoom、YouTube）
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主催　柏市民活動フェスタ実行委員会・柏市
事務局・問合せ　市民活動サポートコーナー

　　　TEL 04-7163-1143（9:30 ～ 17:45）
　　　shiminkatsudo-c@city.kashiwa.chiba.jp

https://kashiwafesta2021.blogspot.com/

「もったいない」を「ありがとう」に
10:00 ～ 16:00　パレット柏

「賞味期限までに食べられそうにない」、
「たくさんもらって余っている」等、
ご家庭の余剰食品がありま
したらお持ちください！
必要としている方や福祉施
設、子ども食堂等に寄付し
ます。　　詳細はこちら →

『柏セントラルのお店を応援する！』『柏セントラルの魅力
を再発見する！』柏セントラルを回遊するスタンプラリー
です。スタンプを集めて応募すると、抽選で素敵な景品が
当たります。柏の街を散策して新たな柏の魅力を見つけて
ください！！
主催：（一社）柏アーバンデザインセンター（UDC2）
https://www.udc2.jp/

同時開催！

フードドライブ



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。
https://kashiwafesta2021.blogspot.com/

柏駅前通りハウディモール

ダブル
デッキ

広場

パレット柏
DayOneタワー３階

＜総合案内＞
　kamon かしわインフォメーションセンター
　（NPO法人柏ソーシャルキャピタル協会）

＜テントブース＞
　かがりび山の会
　よさこい柏紅塾
　生涯現役ときわ会
　我孫子野鳥を守る会 柏支部
　北総歩こう会
　大島田里山クラブ
　バルーン・バルーン
　NPO法人 ACOBA 柏事業所

＜ポスター展示＞
　NPO法人柏市国際交流協会
　NPO法人 NPOこどもすぺーす柏
　柏 ALWAYS「私とまちの物語」プロジェクトチーム
　北柏楽しいことやっちゃおうプロジェクト
　プチカル柏の葉
　青空共同保育 どんぐり
　NPO法人 te-tte Tonerico

サンサン広場（ダブルデッキ） 柏駅前通りハウディモール（フリーマーケット）
＜並び順：JR 柏駅側→旧水戸街道側＞
　NPO法人福祉サービスかしわ市民の会
　NPO法人赤ちゃんのほっぺ
　手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考える会
　リンデン ～千の用途を持つ樹～
　本活倶楽部
　柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（KSEL）
　NPO法人あけぼの スペース若柴
　柏自主夜間中学
　NPO法人地球市民交流基金 アーシアン
　柏市ウォーキングネットワーク
　柏市聴覚障害者協会
　東葛柏福祉会
　ママコミュ SMILE :)
　柏市ひとり親（母子、父子、寡婦）福祉会
　ナルク東葛北ブロック
　柏アイデア研究会
　地域パートナー推進協議会
　笑顔の会・きらら
　介護・認知症の家族と歩む会
　NPO法人ネットワークハーモニー
　プロジェクトＴ
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柏市民活動フェスタとは
市内で様々な市民活動団体が活躍して
いることを知り、地域や市民活動に参
加するきっかけとな
ることを目的として
開催する、市民活動
の見本市です。

　　詳細はこちら →
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©柏観協

ご来場を
お待ちしています！

私がご案内します！



■パレット柏ミーティングルーム・多目的スペース

■ファミリかしわ前広場

10:00 ～ 10:20　ＮPO法人こどもHAPPY カレッジ
　英語で楽しむ！ダンス＆コミュニケーション

10:35 ～ 10:55　越中おわら愛好会 東葛支部
　毎年 210 日の風の盆に踊り継がれている踊りです

11:10 ～ 11:30　柏ドリーム手話ソング
　手話ソングのパフォーマンス

11:45 ～ 12:05　南増尾太鼓
　響け !! 鼓動

12:20 ～ 12:40　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＆太鼓

12:55 ～ 13:15　よさこい柏紅塾
　よさこい柏紅塾 演舞

13:30 ～ 13:50　Halau Hula O Pu'uwai 'Olu
　ひと足お先に、常夏のハワイの風をあなたに！

14:05 ～ 14:25　かしわ西馬音内会
　西馬音内盆踊り

14:40 ～ 15:00　沖縄ダイナミックス
　沖縄の歌と踊りでユイサー！

15:15 ～ 15:35　NPO法人柏おやじダンサーズ
　ダンスと笑顔で地域を笑顔に

10:00 ～ 11:00　多目的スペースＡ
　優美会　　TEL 090-7815-3398（長井）
　飾り巻き寿司（ミニオン）
　　千葉県の郷土料理「飾り巻き寿司」を作ります。材料費：800 円

10:00 ～ 12:00　多目的スペースＢ
　柏の葉ポールウォーキングクラブ　　TEL 090-7736-6101（武田）
　転倒防止と速歩は「パンチひじ鉄あるき」だった
　　簡易体力測定（無料体験教室チケット配布）

13:00 ～ 16:00　ミーティングルームＤ
　Alizee のスイーツデコ　　TEL 090-3088-6518（笹）
　ハンドメイド Xmas（クリスマス）（30 分ごとに入れ替え）
　　マスクチャームやバッグチャーム、カレイドフラワーを作ります。
　　材料費：100 ～ 900 円（材料による）

13:00 ～ 15:00　ミーティングルームＥ
　ICT 利用・生活研究室　　TEL 090-2454-9610（秋月）
　デジタル化意見交換会
　　スマホ・タブレット・パソコンに関しての悩みや不安、困っている事、
　　思っている事について意見交換します。

13:00 ～ 15:00　ミーティングルームＦＧ
　柏市消費者の会・柏生活クラブ　　TEL 090-8172-8564（高橋）
　知っていますか！SDGs17の開発目標「身近なことからはじめよう」
　　コロナ時代でもしっかり SDGs を知り理解して実行しましょう。

13:00 ～ 15:00　多目的スペースＡ
　Kashiwa Prog-Science　　TEL 090-3332-1568（上杉）
　ロボットプログラミングワークショップ
　　マイクロビット、Maqueen、プログラミングフォロ、Toio など
　　いろいろなロボットのプログラミング体験

15:00 ～ 17:00　多目的スペースＢ
　かしわ市民劇場 CoTiK　　kashiwa.cotik@gmail.com
　オンラインで聴く！見る！ CoTiK の朗読劇
　　朗読劇を行います。

■オンライン

参加希望の方は各団体のメールアドレスにお申込みください。

＜Zoom＞

10:00 ～ 11:00
　優美会　　akubi6830@gmail.com
　飾り巻き寿司（ミニオン）
　パレット柏で行う講座に参加して、千葉県の郷土料理
　「飾り巻き寿司」を作ります。

13:00 ～ 14:30
　プチカル柏の葉　　info@pc-kashiwa.com
　「今年読んだ一冊」を持ち寄る読書会
　プチカル柏の葉ご紹介・持ちよった本を紹介し合う
　スタイルの読書会

＜YouTube ライブ＞

13:00 ～ 15:00
　Kashiwa Prog-Science　　prog.rika@gmail.com
　ロボットプログラミングワークショップ
　パレット柏で行う、マイクロビット、Maqueen、
　プログラミングフォロ、Toio などいろいろなロボット
　のプログラミング体験をライブ配信します。

＜活動紹介動画（YouTube）＞

　NPO法人赤ちゃんのほっぺ

　我孫子野鳥を守る会　柏支部

　NPO法人柏おやじダンサーズ

　柏観光プロダクション

　柏健康ソーラン倶楽部

　かしわ子育てまちづくりネットワーク・ここっと

　かしわ市民劇場 CoTiK

　柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（KSEL）

　Kashiwa Prog-Science

　北柏楽しいことやっちゃおうプロジェクト

　NPO法人地球市民交流基金アーシアン

　手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考える会

　Noda Kobu

　Halau Hula O Pu'uwai 'Olu

　プチカル柏の葉

　本活倶楽部

　ママコミュ SMILE :)

　南増尾太鼓

　優美会

　よさこい柏紅塾

　リンデン～千の用途をもつ樹～

参加希望の方は事前に各団体連絡先にお申し込みの上ご来場ください。

本イベントにおける
感染症拡大防止対策

活動紹介動画

楽しみましょう！
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参加団体（分野別50音順）

協賛団体
柏駅前通り商店街振興組合

　　　環境
我孫子野鳥を守る会 柏支部　ダブルデッキ・テント　動画
大島田里山クラブ　ダブルデッキ・テント

　　　健康・スポーツ
かがりび山の会　ダブルデッキ・テント
NPO法人柏おやじダンサーズ　ファミリかしわ前広場　動画
柏健康ソーラン倶楽部　動画
柏市ウォーキングネットワーク　駅前通り
柏の葉ポールウォーキングクラブ　パレット柏
Noda Kobu　動画
北総歩こう会　ダブルデッキ・テント
南増尾太鼓　ファミリかしわ前広場　動画
よさこい柏紅塾　ダブルデッキ・テント　ファミリかしわ前広場　動画

　　　国際交流・支援
NPO法人柏市国際交流協会　ダブルデッキ・ポスター　パレット柏
NPO法人地球市民交流基金アーシアン　駅前通り　動画
NPO法人ネットワークハーモニー　駅前通り

　　　子ども
青空共同保育 どんぐり　ダブルデッキ・ポスター
NPO法人赤ちゃんのほっぺ　駅前通り　動画
NPO法人 NPOこどもすぺーす柏　ダブルデッキ・ポスター
Kashiwa Prog-Science　パレット柏　オンライン　動画
NPO法人こどもHAPPY カレッジ　ファミリかしわ前広場
バルーン・バルーン　ダブルデッキ・テント

　　　生涯学習
ICT 利用・生活研究室　パレット柏
柏市消費者の会　パレット柏
柏自主夜間中学　駅前通り
柏生活クラブ　パレット柏
柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（KSEL）
　駅前通り　動画

手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考える会　駅前通り　動画
プチカル柏の葉　ダブルデッキ・ポスター　オンライン　動画

　　　人権・平和
沖縄ダイナミックス　ファミリかしわ前広場

　　　福祉
NPO法人あけぼの　スペース若柴　駅前通り
笑顔の会・きらら　駅前通り
介護・認知症の家族と歩む会　駅前通り
柏市聴覚障害者協会　駅前通り
柏市ひとり親（母子、父子、寡婦）福祉会　駅前通り
柏ドリーム手話ソング　ファミリかしわ前広場
地域パートナー推進協議会　駅前通り
東葛柏福祉会　駅前通り
NPO法人 te-tte Tonerico　ダブルデッキ・ポスター
ナルク東葛飾北ブロック　駅前通り
NPO法人福祉サービスかしわ市民の会　駅前通り
プロジェクトＴ　駅前通り
リンデン～千の用途を持つ樹～　駅前通り　動画

　　　文化・芸術
Alizee のスイーツデコ　パレット柏
越中おわら愛好会東葛支部　ファミリかしわ前広場
おかめひょっとこ（南京玉すだれ）＆坐孫子（太鼓）
　ファミリかしわ前広場

柏 ALWAYS「私とまちの物語」プロジェクトチーム
　ダブルデッキ・ポスター

かしわ市民劇場 CoTiK　パレット柏　動画
かしわ西馬音内会　ファミリかしわ前広場
Halau Hula O Pu'uwai 'Olu　ファミリかしわ前広場　動画
本活倶楽部　駅前通り　動画
優美会　パレット柏　オンライン

　　　まちづくり
NPO法人 ACOBA 柏事業所　ダブルデッキ・テント
柏アイデア研究会　駅前通り
柏観光プロダクション　動画
かしわ子育てまちづくりネットワーク・ここっと
　動画

NPO法人柏ソーシャルキャピタル協会　ダブルデッキ総合案内
北柏楽しいことやっちゃおうプロジェクト
　ダブルデッキ・ポスター　動画

生涯現役ときわ会　ダブルデッキ・テント
ママコミュ SMILE :)　駅前通り　動画


