「市 民 活 動 フ ェ ア 2016」
着々と準備進行中！！
市 民 活 動 フ ェ ア 2016 は 次 の と お り 開 催 し ま す 。
開 催 日 ： 3 月 1 2 日 (土 )・ 13 日 (日 )
場 所：かながわ県民センター
テ ー マ ：「市民活動、交流と協働
『〜サポートセンター20 周年 !つなげよう、広げよう、さらなるステップを !』」
いよいよ 3 月 12 日(土)、
13 日(日)に
「市民活動フェア 2016」
が、
かながわ県民センターにて開催されます。会期中はフリーマーケット
をはじめ、展示、講演、コンサート、模擬店、ワークショップなど盛
り沢山の企画が実施され、参加団体が一丸となって大きな活気あるイ
ベントに作り上げます。
2 月 1３日時点で 58 団体からの参加申込みが届いています。市民
活動フェア 2016 の詳細や参加団体の情報については随時、市民活動
フェアホームページ（http://www.katsudoufair.org）にて内容を更新
しています。またかながわ県民センター9 階コピー機横に、市民活動フェア専用の掲示板を設置
し、参加団体の情報をご案内していきます。そちらも是非ご覧ください。

◆ 実行委員･協力ボランティア募集！！
市民活動フェア 2016 実行委員会では、活動を共にしてくださる実行委員、および開催当日の
運営に協力していただけるボランティアを募集しています。一部日程のみのご参加でも勿論結構
ですので、皆様のお申し込みをお待ちしています！
ボランティア希望の方は、Eメールにてご連絡いただくか、レターケース２４１にその旨の書面
を提出してください（随時受付中です）
。作業内容や日程等は、実行委員会からご連絡しますが、
3/6(日)は直前作業が多数あるため、多くのお手伝いが必要です。是非ご協力をお願いします！！
お問い合わせ先
① （郵送・レターケースへの直接投函）
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2
かながわ県民活動サポートセンター内 レターケース 241
（
「レターケース No.241 市民活動フェアあて」をご明記ください）
② E メール katsudou_fair_fm1997@yahoo.co.jp

【フェア催しの一部のご案内】
・
「家族コーナー 〜子供たちと未来を創る〜」（後援：横浜市）
市民活動フェア 2016 実行委員会では、親子で参加し、お楽しみいただける企画とし
て「家族コーナー〜子供たちと未来を創る〜」を開催いたします。
サポートセンター9 階ボランティアサロンを、講演やワークショップを行う「学び＆
体験スペース」
、お子様に楽しく遊んでいただける「キッズ体験スペース」
、団体紹介や
お食事をとっていただける「活動紹介＆ひとやすみスペース」の 3 つのゾーンに分け、
様々な催しを実施します。普段の 9 階とは全く違う雰囲気の中で、
「遊び、学び、楽し
める！」…そんな空間になります。13 日には市民ボランティアがモデルを務めるファ
ッションショー「Celebration of Life」もありますよ！
どの催しも事前申込は必要ありませんので、ぜひご家族とご一緒に、お気軽にお越し
ください。家族コーナーの詳細は、市民活動フェアホームページにてご確認ください。
開催日時・場所：3/12,13(両日)サポートセンター9 階
[お問合せ] 市民活動フェア 2016 実行委員会
E-mail : katsudou̲fair̲fm1997@yahoo.co.jp
※ 日にち・時間帯により開催イベント・出展ブースが
異なりますのでご注意ください。

・「かながわから届けよう♪ Song for 東北」
神奈川県で県内避難者の支援に取り組む「NPO 法人 かながわ避難者と共に
あゆむ会」が、避難されている方々、そして被災地に向けて歌声で応援メッセ
ージを届けるイベント「Song for 東北」を 12 日に開催します。
当日は横浜から赤い靴文化事業団のコーラスチーム（2 チーム）
、福島県楢
葉町から高原あかねさん、そして東日本大震災以後、東北支援活動を継続的に
行っている Arearea（アレアレア）さんが出演します。
今年の 3 月で東日本大震災から丸 5 年、被災地の一日も早い復興に思いを
はせる機会として、ぜひご来場ください。
開催日時・会場：3 月 12 日(土)10:30 開演 かながわ県民センター2 階ホール
定員：150 名（当日先着順）
[お問合せ] NPO 法人 かながわ避難者と共にあゆむ会
E-mail : furusato@hinansha-shien.net ホームページ URL : http://hinansha-shien.net/

・かながわ国際ファンクラブ（KANAFAN STATION）ブース(仮称)
神奈川に親しみを持つ国内外の外国人の方々や、その方々を支え
る人々の集まりである「かながわ国際ファンクラブ KANAFAN
STATION」では、かなファンを普段利用するグループ 5 団体がフ
ェア期間中、中国語教室や折り紙体験、漢字王決定戦などを開催し
ます。
各団体の出演順や時間帯、お申込みの有無などの詳細につきまし
ては、かなファンステーションまでお問い合わせください。
電話 045-620-5940 E-mail : kanafan2013@gmail.com

・10 階「活動紹介ブース」
市民活動フェア 2016 実行委員会では、各団体の活動紹介や発表・
交流を目的とした、実行委員会で運営するブースを 10 階に設置します。
今回は延べ 7 団体が参加し、二胡の演奏やミニエスペラント語講座、
初心者向け SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の説明など、
各団体が活動分野を活かした発表を行います。
また、こちらのブースについては 12 日(土)の発表枠に若干の空きがございます。参加のお申込み、
ならびに発表団体に関するご質問がありましたら、フェア実行委員会にお問い合わせください。

フェア初日後【3.12(土)】に間夜祭を開催します！！
3 月 12 日(土)の催し終了後に、11 階コミュニティカレッジ講義室１にて、参加団体の皆様・なら
びにご来場された方がより身近に触れ合える機会として「間夜祭」を開催致します。
参加申込は不要ですが、準備の関係上ご参加の方は事前にご連絡頂けると有難いです。また、食べ
物などのお持込みも大歓迎です！お待ちしております！！
開催日時・会 場：2016 年 3 月 12 日（土）16 時 20 分頃〜（16 時すぎ開場）
場 所 ：かながわ県民センター 11 階コミュニティカレッジ講義室１
参 加 費：無 料（差し入れ、カンパ大歓迎）
お問い合わせ：市民活動フェア 2016 実行委員会
間夜祭のみのご参加も歓迎します♪♪

「参加申込を忘れていたのですが･･･」
「まだスペースはありますか？？」
2 月 1３日現在で、以下のスペースに空きがあります。出展にご興味をお持ち
でしたら、実行委員会にご相談ください。なお、お問い合わせ時点でお申込受付
を終了している場合もあります。その際はご了承ください。
（交流広場） １階交流広場（屋内）
：２ブース
（会議室）
定員 30 人の部屋
：3 室（両日）
定員 90 人の部屋
：１室（12 日）
※ マイク・スクリーン等の備品につきましては、既にお申込みで満杯です。

〜市民活動フェア あれこれ〜
１）市民活動フェアってなに？
1997 年に第１回が開催され、以降 2011 年を除く毎年開催されている、
ボランティア団体・市民活動団体が主役の催しです。各団体が活動紹介や交流
を目的に市民活動フェアに集い、様々な企画を開催します。

フェアマスコット
「ラビちゃん」

２）誰でも参加・来場できるの？
市民活動団体が主役の催しで､市民活動フェアへの営利団体･企業等の出展はご遠慮いただいていま
す。なお、ご来場はもちろんどなたでも可能です。多くの方々のお越しをお待ちしています。会期中
の催しの詳細は、市民活動フェアホームページにてご確認ください。

３）どんなことをするの？
活動紹介、ワークショップ・シンポジウムなど参加・体験できるものやフリーマーケットなど多彩
な催しが開催されます。県民センター入口には出店も並び、当日はお祭りのような賑わいになります。
催しによっては事前申込が必要なものもありますのでご注意ください。

４）会期中、サポートセンターは利用できるの？
1 階展示場、2 階ホール、9・10 階ボランティアサロンは 3 月 11 日(金)〜13 日(日)、3〜15 階
の会議室は 3 月 12 日(土)〜13 日(日)につきましては、フェア会場ならびに会場設営に使用します。
そのため、当該期間中の会議室・ボランティアサロン等の一般利用はできません。
皆様のご理解・ご協力をお願いします。なお 9 階ワーキングコーナー、情報･相談コーナーは会期中
も利用できます。またボランティアサロンは、13 日の現状復帰作業終了後（18 時以降を予定してい
ます）は利用可能です。

市民活動フェア 2016 参加申込団体一覧（2016 年 2 月 13 日現在）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

チーム ピースチャレンジャー
NPO 法人 ＣＭＣＣ
（キリスト教メンタル・ケア・センター）
和服リフォーム「和児」
特定非営利活動法人 一の会
タマちゃんを見守る会
公益財団法人 ＡＦＳ神奈川支部
保土ヶ谷から虹の架け橋・本を贈る会
世界平和女性連合
国際ソロプチミスト横浜西
NPO 法人「ＣＬＩＰ・あこーん」電話相談室
NPO 黄色いリボン
NPO 法人 福祉支援ゆうやけネット
コバグライダー倶楽部
一般社団法人 日本オオカミ協会
NPO 法人 関東シニアライフアドバイザー協会
薬膳健康づくり研究会
西原 裕子（個人）
ぴ〜す・め〜る
日中友好神奈川県婦人連絡会
認定 NPO 法人 エンパワメントかながわ
神奈川県政モニターＯＢ会
NPO 法人 ビラーンの医療と自立を支える会
公益社団法人 神奈川県栄養士会
一般社団法人 神奈川県日本中国友好協会
公益財団法人 かながわ国際交流財団
かながわ朝鮮女性と連帯する会・神奈川朝鮮学園
を支援する会

27 NPO 法人 環境勘察グループあおい。くじら
28 ユッカの会
29 日本ソーラークッキング協会

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

TIE トマトマの会
NPO 法人 ILC ‒ Culture
かながわ女性防災
かながわ「福島応援」プロジェクト(kfop)
NPO 法人 エスペラントよこはま
かながわ国際ファンクラブ
２１八木沢生産組合
特定非営利活動法人
かながわアジェンダ推進センター
まんまる会
NPO 法人 かながわ避難者と共に歩む会
かながわ県民活動サポートセンター協議会
NPO 法人 かながわ３１１ネットワーク
かながわ災害ボランティアバスチーム
神奈川県歩け歩け協会
かながわ災害救援ボランティア支援センター
サポートチーム
かながわ県民活動サポートセンター
ソクラテスプロジェクト
いわきの 12 人
かながわコミュニティカレッジ事務局
かながわ災害救援ボランティア活動支援室有志
ボーンフリーアート Japan
アロマエナジー＆ひるまのおうち
まいぷれ神奈川区
手作りあかり教室 Lumiavenil（ルミアベニール）
Luu-Luu 食堂
kiki☆kids
多摩区おはなしボランティアさくら
granderoue(グランドルー）
Dinky-di

