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リユースインクカートリッジ回収・販売基金の平成22年度成果発表
/1F ホール /15:50～16:00
「インクカートリッジリユース運動」の一年間の取り組み結果を
発表します！※開催期間中ストリートに回収しています

あびこ映画倶楽部による上映～わたしたちの街を想う～
/1F ホール /12:30～14:50
～被災地を想う～豊かな老後を想う～家族を想う～三つの
想いを描いた３作品を上映します。特に～被災地を想う～
アニメ「山古志村のマリと３匹の子犬」は感動の作品です！
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オレオレ詐欺防止の寸劇
/1F ホール /15:30～15:50
オレオレ詐欺や悪徳商法に備えよう！被害に遭わない為の
心構えを寸劇で紹介！

市民にできる生き物調査と環境保全
/1F ホール /14:30～17:00
手賀沼周辺の湧水池「四つ池」における調査・保護水面（ビ
オトープ）の報告

楽しもうフラダンス
/1F ホール /10：00～12:00
我孫子市ＡＬＯＨＡ協会の出演。子どもから大人までの楽し
いフラダンスを見てください

明日に向ってボランシカ（東日本大震災編）
/1F ホール /13：00～13：50　（受付12:30より）
シニア世代が地域で活動を始める姿を描いたコメディ劇。
ボランティア始めたい方必見の作品！

市民活動ツアーガイド
/1F ホール入口 /14：00～15：00
「これから地域で何かを始めたい」方の相談と、市内の活動
を紹介します　展示ブースツアー！

オープニング（開会式）
/1F ホール /9：20～9：50

フィナーレ（閉会式）
/1F ホール /16：00～16：20

昆虫の目から見た谷津の自然
/2F ミニホール /13：00～15：00
岡発戸都部の谷津は、昆虫の宝庫！そんな谷津の自然の
あり方をみんなで考えましょう

「はだしのゲン」上映会
/2F ミニホール /13：20～16:20
戦争と原爆の悲惨さから平和について考えます

子育てサミットⅡ～小・中学生の心に寄り添う～
/2F ミニホール /10：00～12：30
小・中学生の心に寄り添うって、どういう事かな？みんなで
考えてみよう！

我孫子を知るミニセミナー
/2F フリースペース /10：00～15：00（1時間毎に開催）
団体の紹介、パフォーマンスを実施。ダンス・音楽会なども！1
回あたり約45分のミニセミナー・ミニ講演会です（先着各20名）

我孫子を知るミニセミナー
/2F フリースペース /10：00～15：00（1時間毎に開催）
団体の紹介、パフォーマンスを実施。ダンス・音楽会なども！1
回あたり約45分のミニセミナー・ミニ講演会です（先着各20名）

分科会参加団体の活動紹介
/アビスタ　　　　　　　　　18日・19日　10：00～16：00

まちづくり分科会　1F　ストリート
健康・福祉分科会　2F　第1学習室・公民館事務室前
環境分科会　1F　工芸工作室
スポーツ分科会　1F　エレベーター脇
社会・教育分科会　2F　第2学習室
文化分科会　1F　エレベーター脇　/　2F　フリースペース
子ども分科会　2F　第4学習室
支援分科会　1F　調理室

自彊術（じきょうじゅつ）のデモ
/2F 第1学習室　/10:00～12:00
世間にあまり知られていない老若男女を問わず出来る健康法

災害避難所における生活の知恵
/2F 第1学習室　/13:00～15:00
避難所に着のみ着のままで入所する方も多い。有り合せの
もので代替えする方法を紹介します

血管年齢・骨年齢測定
/2F 第1学習室　/13:00～15:00
日常では測定の機会が少ない「血管・骨年齢」、この機会に
、是非お試しください

点字体験
/2F 第1学習室　/13:00～15:00
点字を打つ体験をしてみませんか。うまくなれば、点訳ボラ
ンティアの道も…

「ふれあい共想法」の講演とデモンストレーション
/2F 第3学習室　/14:30～16:30　先着30名
新しい認知症予防「ふれあい共想法」を紹介(講師：大武美
保子　東京大学准教授・ほのぼの研究所代表理事）　

らっく楽あびこ　デモ
/1F ストリート　/10:00～16:00
我孫子市発行のバリアフリーマップ「らっく楽あびこ」の改訂
版を映像で紹介

エコ・ビンゴゲーム
/1F　工芸工作室　/11:00～12:00と14:00～15:00の２回
エコだ！ビンゴだ！ビンゴで楽しみながら、エコを知ろう

ムービーメーカーで活動紹介！
/2F 第2学習室　/10:00～11:20　/　12:00～13:00
コラボレーション実現！パソコンを使っての動画による活動
紹介

ムービーメーカーで活動紹介！
/2F 第2学習室　/10:00～13:00
コラボレーション実現！パソコンを使っての動画による活動
紹介

パネル展　戦争と女性の人権
/2F 第2学習室　/10:00～16:00
日本軍「慰安婦」の被害者の体験や現在も続く戦時性暴力
による女性の苦しみを知ってください

パネル展　明治大学平和教育登戸研究所資料館
/2F 第2学習室　/10:00～16:00
戦争の裏側から、その本質、その全体像を実感してください

チャリティードリンクコーナー
/2F 第2学習室　/10:00～16:00
腰をおろしてホッと一息！ドリンク代は募金箱へお願い！

平和を考える
/2F 第2学習室　/13:00～13:30　対象：小学校高学年以上
紙芝居「『慰安婦』にされた少女達」を観て、ご一緒に考えま
しょう（先着20名）

歌声広場
/2F 第2学習室　/13:30～16:00
東日本大震災の辛さを吹き飛ばすくらいに元気を出して歌
おう！

イクメン集まれ！
/2F 第3学習室　/14:15～15:15　対象：子育て中のパパ、ママ
イクメン達が社会を変える！我孫子でのプロジェクトを作り
ませんか（先着24名）

パソコンをモット楽しく使おう！
/あびこ市民活動ステーション　/18日・19日　10:00～15:00
Googleアース・スカイプ・クイズなどでパソコンの楽しさを体
験！　パソコンなんでも相談も！

歴史散歩（アビスタ～旧村川別荘）
/2F 第3学習室　/13:30～15:30
明治・大正・昭和に別荘文化が栄えた我孫子。白樺派の散
歩道を辿り、旧村川別荘に案内します

アビシルベでの吹奏楽(雨天中止)
　　　　　　（我孫子吹奏楽団・我孫子市民フィル）
          /18日　10:00～14:00
          我孫子市民フィルの管楽器チームと我孫子吹奏楽
          団が市民活動フェアを盛り上げます

ママたちだけでゆっくりおしゃべりしよう～完璧な親はいないよ～
/2F 第5学習室　/13:30～15:30　事前予約制定員15名
みんなでゆっくりおしゃべりしましょう♪ティーブレイク有り
申込：6月15日まで。託児を希望される方は6月7日まで(無料)
河合：７１８３－４０２２

シングルママ＆シングルパパ　集ま～れぇ～♪
/2F 第5学習室　/10:00～12:00
ひとり親の仲間を作り、笑顔で子育てがんばりましょう。展示や
相談会を行います

癒しの部屋
/2F 第5学習室　/14:00～16:00
カラーセラピー・タロット・エンジェルカード他「一言メッセー
ジ」を伝えます♪

お茶処　ふり～だむ
/2F 第4学習室/10：00～15：30　第5学習室/10:00～12:00
美味しいお茶とお菓子ほか（お茶の先生の飲み方レッスンが
あります） ※チケットはエントランス広場で販売！

ひとりで悩まないで（相談コーナー）
/2F　第4学習室　/13:00～15:00
不登校の子ども中高生とその親が笑顔を取り戻す応援をします

ひとりで悩まないで（相談コーナー）
/2F　第4学習室　/10:00～15:00
不登校の子ども中高生とその親が笑顔を取り戻す応援をします

災害避難所における生活の知恵
/2F 第1学習室　/13:00～15:00
避難所に着のみ着のままで入所する方も多い。有り合せの
もので代替えする方法を紹介します

血管年齢・骨年齢測定
/2F 第1学習室　/13:00～15:00
日常では測定の機会が少ない「血管・骨年齢」、この機会に
、是非お試しください

らっく楽あびこ　デモ
/1F ストリート　/10:00～16:00
我孫子市発行のバリアフリーマップ「らっく楽あびこ」の改訂
版を映像で紹介

エコ・ビンゴゲーム
/1F　工芸工作室　/11:00～12:00と14:00～15:00の２回
エコだ！ビンゴだ！ビンゴで楽しみながら、エコを知ろう

パネル展　戦争と女性の人権
/2F 第2学習室　/10:00～16:00
日本軍「慰安婦」の被害者の体験や現在も続く戦時性暴力
による女性の苦しみを知ってください

パネル展　明治大学平和教育登戸研究所資料館
/2F 第2学習室　/10:00～16:00
戦争の裏側から、その本質と全体像を実感してください

チャリティードリンクコーナー
/2F 第2学習室　/10:00～16:00
腰をおろしてホッと一息！
ドリンク代は市の震災復旧へ寄附します

ジェンダー歌留多(カルタ）でおもいやり！
/2F 第2学習室　/11:30～12:00
「ジェンダー」って何？ジェンダー歌留多取りで、あなたも男
女共同社会づくり！

平和を考える
/2F 第2学習室　/13:00～13:30　対象：小学校高学年以上
紙芝居「『慰安婦』にされた少女達」を観て、一緒に考えまし
ょう（先着20名）

歴史散歩（アビスタ～旧村川別荘）
/2F 第3学習室　/13:30～15:30
明治・大正・昭和に別荘文化が栄えた我孫子。白樺派の散
歩道を辿り、旧村川別荘に案内します

15：30

身近な活動と企業の
社会貢献活動の紹介
/アビスタ　18日・19日　10：00～16：00

まち協・地区社協の活動紹介　1F　調理室
企業・大学の活動紹介　1F　調理室

分科会参加団体の活動紹介
/アビスタ　　　　　　　　　18日・19日　10：00～16：00

まちづくり分科会　1F　ストリート
健康・福祉分科会　2F　第1学習室・公民館事務室前
環境分科会　1F　工芸工作室
スポーツ分科会　1F　エレベーター脇
社会・教育分科会　2F　第2学習室
文化分科会　1F　エレベーター脇　/　2F　フリースペース
子ども分科会　2F　第4学習室
支援分科会　1F　調理室

パソコンをモット楽しく使おう！
/あびこ市民活動ステーション　/18日・19日　10:00～15:00
Googleアース・スカイプ・クイズなどでパソコンの楽しさを体
験！　パソコンなんでも相談も！

我孫子

インフォメーションセンター

あびこ

市民活動ステーション

事前
予約

市民活動ツアーガイド
/1F 総合案内 /10：00～15：00
「これから地域で何かを始めたい」方の相談と、市内の活動
を紹介します　展示ブースツアー！

アニメ「山古志村のマリと３匹の子犬」は感動の作品です！

身近な活動と企業の
社会貢献活動の紹介
/アビスタ　18日・19日　10：00～16：00

まち協・地区社協の活動紹介　1F　調理室
企業・大学の活動紹介　1F　調理室

14：30


