BJC
肉まきドック、やきとり、に

さざんかの会
『毎年大人気の黒毛和牛コ

んにく、けんちん汁、酒、ビ
ール、ジュース etc

ロッケ、初登場★ 焼 豚 を販
売！』

チャーシュー

わかこまちゃん
焼きそば、カレー、コーヒー、

きたく子ども劇場
山菜ごはん 250 円、赤飯

生ジュース、焼き菓子、茶、
コエドビールもあるよ！

300 円、豚汁・冷やしそば
150 円他甘味等いろいろ

（社福）ドリームヴイ
・工房ヴイ
パン・焼き菓子・ケーキ類。
革・ビーズ製品等

NPO わくわくかん
焼きたてフランクフルト、
美味しいお惣菜、手作り雑

NPO 飛鳥会 B
いそべ焼き、きなこもち、
飲み物、玉こんにゃくも
あります。

アフリーク
焼きそば、カレーライス、
チャーハン、春巻サモサ、
飲物、おいしいよ！

貨！

北区立たばた福祉作業所まつり

「

い ら っ し ゃ い ま せ

」

8 日（土）に、滝野川健康支援センター2 階で、
たばた福祉作業所まつりやっています。

ホール出入口

ぽっかぽっかクラブ
焼きそば、たこ焼き、ポテト、
ビール、ラムネ、からあげ、
楽しいくじ引きもあるよ。

ぜひ来て下さいね！

！

※当日メニューが変更になる場合がございます

1 階ホール ステージではこんなに楽しい催し
６ 月
10:10～10:45

8 日 （ 土 ）

６月

オープニング「話がある 和になる 輪ができる」

10:00～10:30

手話通訳：北区手話サークル

9 日 （ 日）

オープニング

江戸囃子・獅子舞／鼓太郎
（舞台終了後、体験講座あります）

11:00

うた／観音姉妹＆王子兄弟

11:40

うたと手話／わたながファミリーぷらす

10:40

吹奏楽演奏／駿台学園音楽・吹奏楽部

12:00

ジャズダンス／MK クラブ

11:00

バトン・ポンポン／プリンセス・ブロッサム

12:10

盆踊り／盆踊会

11:20

新舞踊／観月会

12:30

フラダンス／レイ・ロケラニ・フラ

11:40

フラダンス／KAMAKANOHEA AKIKO OHANA HULA

12:50

ジャズダンス／MK クラブ

12:00

キッズリズムダンス／ファンキーモンキーズ

13:00

パントマイム芸術／マイムサークル

12:20

歌・ダンス／LhiannanShee Music

13:20

レクリエーションダンス／ミクロフレッシュクラブ

12:40

合唱と演奏／元気 de おわん猫

13:40

みんなで踊ろう！盆ダンス／会場の皆さんとご一緒に

13:00

フラダンス／プア・マエオレ

14:00

ピンクリボン体操／ピンクリボン運動推進本部

13:20

琉球舞踊／かりゆし会

14:20

三線・詩吟・バレエ・社交ダンス／れっど★しゃっふる

13:40

アフリカ音楽／ムクナバンド

14：40

ミュージカル／王子狐のミュージカルの会

14:00

中国武術／中国木蘭拳研究会

15：00

民踊／よつば会

14:20

ハワイアン・フラ／フラ・ハラウ・ウイラニ

15：20

ギター弾き語り／アロエベラふれんず

14:40

フィナーレ

15：40

みんなで唄おう！昭和歌謡／おもひでチューズデー

～15:00
（注）

～16:00

（おちゃのこ祭祭テーマ曲／手話コーラス）

プログラムの進行上、時間が多少遅れる場合があります。

2019
聴覚障害者の方々へ（協力：北区手話サークル）
会場内の案内を北区手話サークルのメンバーがお手伝いしま
す。ご希望の方は、当日、総合案内までどうぞ！

視覚障害者の方々へ
（協力：点訳グループ六星会・音訳グループやまびこ）
本チラシの点字版やデイジー版をご希望の方は北区社会福祉
協議会までご連絡ください。
（北区社会福祉協議会 TEL 03-3906-2352）

６月 8 日（土）、
１０時～１６時

入場無料

9 日（日）
１０時～１５時

滝野川会館で開催
ホームページは
こちらから↑

駐輪スペースに限りがあるため、自転車でのご来場はお控え下さい。

＜主催＞北区社会福祉協議会 ＜共催＞みんな

お問合せ：03-3906-2352（北区社会福祉協議会）

WA！

WA！

WA！

☆ 話 がある 和 になる 輪 が出来る☆
おちゃのこ祭祭は、みんなが暮らすこのまちをより良くしていきたいとの想いで活動して
いる、さまざまなグループや個人が集まったお祭りです。
アイデアとパワーが満載！模擬店、バザーの他に、イベントや情報がいっぱいです。

５階
小ホール

世界共通の合言葉 アイラブサイン

５階 小ホール バザー会
場
きたく子ども劇場／親子でルンルンお買い物！子どもも大人も、サァいらっしゃい！
北区聴覚障害者協会／買ったけど使わなかった誰か大事に使ってほしい品沢山あるよ
北区手話サークル／あんなもの、こんなもの、何があるかな？当日のお楽しみ！
ぽっかぽっかクラブ／掘り出し物がいっぱい！探しにきてね！！
NPO飛鳥会／手作りのジャム・焼き菓子の販売。お待ちしています。おいしいよ！
ワークインあすか／食器やバッグや衣類たくさん！お買い得ですよー！
こっこ援／『早いものがち！？来て☆見て☆探して☆掘り出し市！！』
文化を創る会／新鮮野菜、果物、菓子、加工品など。しもふり商店街の案内など。

１階～5 階 体験・展示
コーナー
５階
回 廊

子ども食堂ネットワーク／区内で活動する「子ども食堂」の紹介等を行います。
北商連青年部／1 回 200 円はずれなしのくじでステキな商品を GET！きてね～
でんでん子ども応援隊／空気砲を作ろう★工作ワークショップ★

４階
401 集会室

といろ万華鏡／のぞいて楽しんで、自分で作ってみてください
しのちゃん／山の幸染めで心も明るく染まる。オリジナルスカーフつくりませんか

402 集会室

天使の庭／アロマを使った香りの体験教室やハンドトリートメントをやっています。

403 集会室

すまいる北／北区の保育園、小学校、高齢者施設にお邪魔して絵本を読んでいます。

404 和室

トライネットワーク／みんなであそぼう！伝承遊び、プラレールコーナーもあるよ！

405 和室

カマカノヘアアキコオハナフラ／お花やレイを付けてフラダンスを一緒に踊ろう♪
王子狐のミュージカルの会／ステージにも出演して仲間募集中。遊びに来て下さい

406 和室

おひさまのたね／練り石鹸作りとホームケアのレシピをお伝えしていまーす。
＜休憩室＞どなたでもご利用いただけます♪

回 廊

東京ほくと医療生協／健康チェックで生活習慣のみなおしをしてみませんか！

３階
301/302
集会室
303 集会室
304 集会室

北区聴覚障害者協会／手話を覚えよう！手話で話そう！手話を広めよう！楽しもう！
北区手話サークル／災害のとき、聴覚障害者（ろう者）の困ることはなんだろう？
健康医楽研究会／癒してほぐして調整♪健康を促進。疲労回復体験コーナー♪
日本聴導犬推進協会／聴導犬PR犬たちも遊びに来るので、ぜひ会いに来てください！
きたけん／ゲームしながら健康増進！健康相談で悩みも解決！
北区たすけあいワーカーズひよこ／「高齢者疑似体験」と手作り小物販売

第 2 学習室

8日のみ。

アミークス／手作り品が沢山！お子様も出来る切絵の体験もあります。9日13:30～
点訳グループ六星会／点字の名刺を作り視覚障害の方に読んで頂きましょう！

第 3 学習室
視聴覚室
回 廊

ねっとわーく／性別関係なく個性や能力を発揮できる社会を！名刺作成と杏販売等
SUN 音楽療法研／癒しだけじゃない！音楽療法体験と手作り楽器でドラムサークル
青年部／押してみよう！乗ってみよう！車イス体験

２階

大ホー
ル

和洋裁室

サイレントビバリウム／「木を植え、人を育てる」をスローガンにしています。
カーレット／そだね～！モグモグタイムのカーリング。みんなで体験しよう

ホワイエ

入口

北区防災ボランティア／災害時の避難の流れを紹介します。
社）人と動物の共生をすすめる会＆NPOねこのみみ／犬猫フードグッズ。相談会等

第 1 学習室

(一社)東京都療術師会／カイロ手技・温熱・刺激・電気・光線等話題の代替医療体験
井戸端げんきのわ／医療介護の情報発信♪東洋医療による施術体験もあります(^_^)

正面入口

※車いす用トイレは会館１,２,４,５階に
あります。
地域の身近な相談相手“民生・
児童委員”もいっしょに参加しま

囲碁入門／小さな碁盤でルールから。子どもも大人も、囲碁やってみよう！
１階

模擬店、ステージ（案内は裏面にあります）
わ

わ

わ

大ホール横

北社協／より良い暮らしはお茶のこサロンから。アロマで感じる世界の話！和！輪！

ホール入口

ピンクリボン運動推進本部／乳ガンの早期発見、治療の大切さを知って頂く運動です

す！みんじ―と写真も撮れるよ♪

●総合案内、スタンプラリー受付は１階正面玄関を入って奥です。
●節電を考慮し、各階への移動は階段をご利用いただけるようご協力をお願いいたします。

