
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ききょう号 

※ 駐車場は混み合うため、コミュニティバス「ききょう号」など公共の交通機関をご利用ください。 

※ 同日に開催のふれあいラリー（自治会連合協議会主催）に参加された方はフェアにもお立ち寄りください。 

※ お問い合わせ ： 鎌ケ谷市役所 社会福祉課 社会福祉係 ０４７－４４５－１２８６  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
〈あそびの広場> 

◆鎌ケ谷市レクリエーション協会 クラフト（とび出すカード）   ◆鎌ケ谷おもちゃの図書館 おもちゃで遊ぼう 

<ステージ発表コーナー> 

◆“かまステ”（ステージ発表） いろいろな団体の歌や発表を楽しもう♪ 

  ①10:30～鼓調連 ②10:55～新寿会民謡クラブ ③11:20～鎌ケ谷語り部会 ④12:15 こども支援課 

 
〈福祉と体験コーナー〉 

◆鎌ケ谷災害救援ボランティアネットワーク 防災用グッズの作成・ロープワーク 

◆聴覚障害者福祉会・手話サークル「みどりの会」 手話体験・展示・マスコットキャラクター「であふ」と遊ぼう 

〈展示と紹介コーナー〉 

◆身体障がい者福祉センター 作品展示・活動紹介 ◆六地区社会福祉協議会 各地区社協の活動紹介 

 

〈高齢者相談と体験コーナー〉 

◆シニア・ピア・なごみ 高齢者の傾聴相談 ◆はなしの小箱 活動紹介・展示・発声発音の基本練習体験・録音体験 

◆学習療法普及会 脳のトレーニング体験・認知症予防の相談・展示・パンフレット配布 

  

 

〈健康と食育、体験コーナー〉 

◆赤十字奉仕団 活動紹介・救急法体験   ◆食生活改善協議会 ヘルスメイト活動紹介・紙芝居・試食 

◆千葉県看護協会船橋地区部会 まちの保健室（健康相談・血圧測定・体脂肪率測定） 

◆健康づくり推進協議会 

１【鎌ケ谷市医師会、船橋薬剤師会、船橋市栄養士会】医師、薬剤師、栄養士による相談 

２【船橋歯科医師会】歯科医師による相談 

３【料飲組合】健康ちば協力店の紹介・コーヒーとお菓子の無料配布 

４【予防コーナー】献血○×クイズ・がん予防についての展示 など 

５【成人コーナー】健康づくりボランティアの紹介、介護予防・自殺予防に関する展示・立ち上がりテスト・握力の測定 

６【歯科コーナー】お口の元気度チェック（小学生以上）・歯医者さん体験・カミングママぬり絵募集 

 

 
-フェア本部・ スタンプラリー景品交換コーナー（１０時３０分から交換します♪） 

◆手をつなぐ親の会 軽食・喫茶『とまと・はうす』・黒酢・いなり揚げ・手作り作品の販売 

 

 〈体験と休憩コーナー〉 

◆明るい社会づくり鎌ケ谷市推進委員会 子育て悩み相談・無料湯茶接待 

◆視覚障害者の会サンハート 活動紹介・点字体験・アイマスク体験・盲導犬の説明（センターの外玄関） 

◆身体障がい者福祉会 活動紹介・視覚障がい者疑似体験・バザー品の販売 

① 

 

①鎌ケ谷工房 

②福祉作業所友和園 

③保育サークル「コアラの会」 

④手をつなぐ親の会 

⑤八千代地域生活支援センター 

⑥ボランティアサークルたんぽぽ 

⑦もくせい園 

⑧ポコ・ア・ポコ 

⑨多機能型事業所きらら 

⑩わかたけ社会センター 

 

 

⑪ききょうの会 

⑫みちる園 

⑬ゆうゆう四季の会 

⑭民生委員児童委員協議会 

⑮ワーカーズコープ 

⑯ボランティア連絡協議会 

⑰シルバー人材センター 

市役所１階市民ホール 

休
憩
コ
ー
ナ
ー 

正面玄関 
市役所の外 

 

◆アニマルセラピー協会 

 セラピー犬とのふれあい 

 

◆多機能型事業所きらら 

 フランクフルト、チーズドック 

 

◆福祉サービス事業所ごぶごぶ 

 ナッツスモーク、焼き鳥スモーク 

 

かまたんマークのところで 

６つ以上スタンプを集めると 

プレゼントがもらえるよ！ 

 

② ③ ④ 

⑰ 

⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

・総合福祉保健センター・ 

◆車いす体験 

あ
り
ま
す
。 

交換場所は 

総合福祉保健センター２階だよ！ 

 

地
下
に
も
休
憩
ス
ペ
ー
ス 

http://kids.wanpug.com/illust111.html
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://kids.wanpug.com/illust8.html&psig=AOvVaw2sMZzJpCCXa_O2uFgr_vtv&ust=1568950545569806


 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

スタンプラリーのブースはこちら験一覧 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市  役  所  本  庁  舎  

 ゆうゆう四季の会  車いす体験  

 日本アニマルセラピー協会千葉支部  セラピー犬とのふれあい 

総 合 福 祉 保 健 セ ン タ ー 

 

鎌ケ谷市レクリエーション協会  クラフト（とび出すカード） 

鎌ケ谷おもちゃの図書館  おもちゃ遊び 

“かまステ”（ステージ発表）  
①  10：30～10：45 ②10：55～11：10 

③11：20～11：35 ④12:15～12：30 

①鼓調連、②新寿会民謡クラブ  

③鎌ケ谷語り部会、 

④鎌ケ谷市こども支援課  

 
鎌ケ谷災害救援ボランティアネットワーク  防災グッズ作成、ロープワーク 

聴覚障害者福祉会  

手話サークル「みどりの会」  
ミニ手話教室、ゲーム 

 鎌ケ谷朗読「はなしの小箱」  基本練習・練習文の録音  

 
鎌ケ谷市赤十字奉仕団  

三角巾の使い方、バスタオルを使った防災体験  

食生活改善協議会  野菜の手ばかり、知ってトクする食材○×クイズ 

健康づくり推進協議会  体力測定（握力・立ち上がりテスト） 

 視覚障害者の会サンハート 点字、アイマスクの体験  

鎌ケ谷市身体障がい者福祉会  視覚障がい者疑似体験  

か 
ま 

が 
や 

☺ スタンプ６つで景品プレゼントと交換できるたん！（※ 数に限りがあります。） 

☺ 交換は１０：３０より、交換場所は福祉保健センター２階たん！ 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

裏面のアンケートも 
ご記入くださいたん！ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwic65XEutfkAhXMMd4KHaIgDSsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.jp/pin/36591815702108280/&psig=AOvVaw3og6CbIBPx5HX6XtsmCSuF&ust=1568795962197294
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.illust-pocket.com/illust/2924&psig=AOvVaw3Z3uABIKSwE4qcL3HcF73m&ust=1568942647072035
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.illust-pocket.com/illust/2924&psig=AOvVaw3Z3uABIKSwE4qcL3HcF73m&ust=1568942647072035
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.illust-pocket.com/illust/2924&psig=AOvVaw3Z3uABIKSwE4qcL3HcF73m&ust=1568942647072035
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.illust-pocket.com/illust/2924&psig=AOvVaw3Z3uABIKSwE4qcL3HcF73m&ust=1568942647072035
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.illust-pocket.com/illust/2924&psig=AOvVaw3Z3uABIKSwE4qcL3HcF73m&ust=1568942647072035
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.illust-pocket.com/illust/2924&psig=AOvVaw3Z3uABIKSwE4qcL3HcF73m&ust=1568942647072035


かまがや福祉健康フェア２０１９ 

テーマ別出展団体一覧（４０団体） 
 

福祉を知ろう 
 
１．医療法人社団啓友会指定自立訓練福祉サービス事業所 ごぶごぶ（市役所玄関外） 

 障害者総合支援法の指定自立訓練（生活訓練）事業所です。地域での生活と実現、維持し

ていく為にどんな方法があるのか、一緒に考え応援する機関です。 

 焼きとりスモーク、スモークナッツ（ビン詰め）、ウッドクラフトを販売しています。 

 

２．鎌ケ谷市肢体不自由児・者を育てる会「ポコ・ア・ポコ」   （市役所ロビー） 
 マザーズホーム(こども発達センター)に通所していた肢体不自由児の母達が設立してから

２０年余り、少しずつ活動してきました。今年も手作り品の販売をします。是非いらしてく

ださい。 

 

３．鎌ケ谷市身体障がい者福祉会               （センター１階） 
   日頃の活動紹介や、アイマスクを装着し視覚障がい者疑似体験ができます。 

 

４．鎌ケ谷市身体障がい者福祉センター            （センター５階） 
 文化系、スポーツ系合わせて１６講座を設けています。経験がある方も初めての方も無理

なく楽しく参加されています。各講座月１回のペースで実施しています。 

 身障センター講座及びサークル活動で制作した作品や講座活動の様子の紹介を展示してい

ます。 

 

５．鎌ケ谷市精神障がい者家族会心の健康を支えあうききょうの会（市役所ロビー） 
   精神科に通院している者の家族会です。月に１回定例会を開いています。ご家族やお知り

合いに精神科に通院している方や精神科の通院を必要としている方がいらっしゃいましたら

是非ご連絡ください。 

 

６．鎌ケ谷市聴覚障害者福祉会                （センター５階） 
 聴覚障がい者に対する理解と配慮を求める活動をしており、手話の普及のため、出前手話

教室など行っています。 

活動等の展示や、聴覚障がい者との交流、手話教室、ゲームなど体験できます。 

 

７．鎌ケ谷市福祉作業所友和園                （市役所ロビー） 
 鎌ケ谷市福祉作業所友和園は、身体、知的に障がいを持った方が通所し、作業やレクリエ

ーション活動を通し、利用者一人ひとりが生きがいをもち、生活の自立と社会参加をめざし

ています。 

 手作り品は、毎週月・火曜日に作業を行っています。ひとつひとつ、心をこめて作ってい

ます。 

 

８．社会福祉法人栄寿会八千代地域生活支援センター      （市役所ロビー） 
 八千代地域生活支援センターは、地域活動支援センターⅠ型として鎌ケ谷市、八千代市、

習志野市が活動範囲です。相談支援、フリースペース、プログラム活動等を通して、地域の

主に精神障がいのある方々の地域生活を支援しています。 

平成２６年度より総合福祉保健センターをお借りして、サテライト事業としてＫＣＣ（鎌

ケ谷コミュニティクラブ）を実施しています。月１回（年１２回）の開催予定です。参加希

望の方は、主治医に参加について了解をもらい、当センターまでご連絡ください。 

 活動紹介などの展示や、手工芸、農作物（ピーナツ、かぼちゃ等）の販売 
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９．社会福祉法人高柳福祉会わかたけ社会センター       （市役所ロビー） 
 わかたけ社会センターは、加工、農作業、配達、さまざまな仕事をしています。特に販売

では加工で作ったジャム、味噌、織製品を販売しています。 

 

１０．社会福祉法人優幸会みちる園              （市役所ロビー） 
 利用者さん一人一人の個性に合わせた作業提供、製品作りを行っています。皆さん楽しく

やる気をもって作業に参加しています。雑貨や製作品をはじめ、大人気のクッキー等の販売

をしますので、ぜひお立ち寄りください。 

 

１１．視覚障害者の会サンハート               （センター１階） 
 月 1 回第３日曜日１３時～１６時に中央公民館で勉強会や情報交換をしています。視覚障

害者の当事者と一緒に活動・勉強を志す晴眼者のサークルです。人と人との出会いを大切に

する会です。花見やバーベキューなど外に出て親睦も深めています。 

点字の打ち方・読み方の体験や、アイマスクの体験、盲導犬に対しての基本的な説明を行

います。日頃の活動の様子も展示しています。 

 

１２．社会福祉法人南台五光福祉協会 もくせい園       （市役所ロビー） 
 知的障がい者の生活及び入所支援の充実に努めることを目的とし、市川・松戸・習志野・

浦安・鎌ケ谷の５市が広域行政の見地から共同で設立しました。週５日、日中活動として、

「受注作業」「手芸（刺し子）」「農作業」「自立課題」を行っています。刺し子作業では、味わ

いのある作品を目標に、毎日わずかな時間ではありますが、コツコツと取り組んでいます。

ぜひお立ち寄りいただき、作品を手にとっていただけると嬉しく思います。 

 

１３．多機能型事業所きらら就労継続支援Ｂ型  （市役所ロビー・市役所玄関外） 
 障がいのある人達で、野菜や手作りアクセサリー、お菓子作りをしています。なかでもシ

フォンケーキはふわふわの触感で美味しいと評判です。ぜひ一度ご賞味を！ 

アクセサリーは個性豊かな作品に仕上がっています。お手に取ってご覧ください。また、

フランクフルトとチーズドックの販売もしています。 

 

１４．特定非営利活動法人千葉精神保健福祉ネット鎌ケ谷工房  （市役所ロビー） 
 農薬を使用せず、おいしい野菜を作り、毎週金曜日 鎌ケ谷工房前、毎週火曜日 つばさ

クリニック前にて無人販売を行っています。月 1 回月末の金曜日には市役所のロビーにて自

主製品や野菜・苗なども販売しています。 

 農薬を使用せず栽培した野菜・花苗・自主製品を販売します。 

 

１５．特定非営利活動法人ワーカーズコープ・白井地域福祉事業所 （市役所ロビー） 
 私たちワーカーズコープは、「働く人々・市民がみんなで出資し、責任を分かち合って、人

と地域に役立つ仕事をおこす協合組合」です。鎌ケ谷市では、学習支援と就労準備支援事業

に携わらせていただいております。 

 活動の展示や、水風船釣り、アクセサリー、小物の販売をしています。 

 

１６．六地区社会福祉協議会                 （センター５階） 
 パネルを展示し、６地区の地区社会福祉協議会の活動を紹介しています。 

 

１７．ＮＰＯ法人鎌ケ谷市手をつなぐ親の会 （市役所ロビー・センター２階喫茶室） 
 主に知的障がい児者とその家族に対して、日中活動事業や福祉増進に関する事業を行い、

障がいのある人もない人も誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を目指しています。 

 就労継続支援Ｂ型事業所あっぷると喫茶とまとはうすの運営を行い、黒酢、稲荷揚げ、か

またんグッズ等の物品販売により事業所利用者の社会参加や地域の方々との交流を図ってお

ります。 
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ボランティアを知ろう 
 

１８．明るい社会づくり鎌ケ谷市推進委員会          （センター１階） 
 自らの生き方を正し、社会を明るくしていこうという志を同じくし、社会の一隅を照らす

ことができる仲間づくりを目指しています。 

１）月に 1回、市内「もくせい園」の清掃奉仕（草とり、清掃） 

２）年末に駅での募金活動、夏まつりの収益を鎌ケ谷市社会福祉協議会へ 

活動紹介や、無料で湯茶を接待しており、子育て悩み相談も行っております。 

 

１９．鎌ケ谷学習療法普及会                 （センター４階） 
 高齢者を対象に、音読や簡単な計算、数字盤を行うことにより、脳を活性化し、認知症の

予防ができる学習療法による「脳トレいきいきサロン」を開催し、認知症をなくす活動をし

ている団体です。 

 「脳トレ」体験や、認知症を予防する日常生活についてのアドバイスを行います。またパ

ンフレットを配布し、認知症予防の啓蒙を行います。 

 

２０．鎌ケ谷災害救援ボランティアネットワーク        （センター５階） 
 鎌ケ谷市内自治会の防災訓練への参加、ＨＵＧ・クロスロードゲーム等の講座の実施や段

ボールトイレや防災グッズ作成の体験指導をしています。 

 段ボールトイレの作成及び使用上の説明や、防災グッズの製作及びロープワーク指導を行

います。 

 

２１．鎌ケ谷市手話サークル「みどりの会」          （センター５階） 
聴覚障がい者に対する理解と配慮を求める活動や、手話普及のための出前手話教室を行っ

ています。 

活動の様子や指文字の展示、ミニ手話教室、ゲーム等、聴覚障がい者との交流と手話を体

験できます。 

 

２２．鎌ケ谷市赤十字奉仕団                 （センター３階） 
 献血推進のお手伝い、高齢者施設でのボランティアや、日常生活や災害時に役立つ救命・

応急手当や子供の事故防止などに必要な知識と技術などを普及するため、救急法講習会を開

催しています。 

 活動の展示や、三角巾の使い方、バスタオルを使った防災体験ができます。 

 

２３．鎌ケ谷市ボランティアサークルたんぽぽ         （市役所ロビー） 
 施設や保育園などからの依頼で、布製品の作製をしています。 

牛乳パック椅子、布玩具などを販売します。 

 

２４．鎌ケ谷市ボランティア連絡協議会            （市役所ロビー） 
 鎌ケ谷市内で活動しているボランティア１０団体が交流・情報交換を行い、地域福祉の向

上のために共に活動をしています。 

 団体の活動紹介と広報誌紹介のパネル展示、広報誌の配布、加入団体のパンフレット配布 

 

２５．鎌ケ谷市民生委員児童委員協議会            （市役所ロビー） 
 介護、子育てなど地域の何でも相談としてアンテナをはり、関係機関につなげています。

また、おひとり暮らしの方々の安否見守り活動を行っています。 

 活動紹介、チラシ配布、相談（困りごと、心配ごと） 

 

２６．鎌ケ谷朗読「はなしの小箱」              （センター４階） 
 発足以来、今年で３９年。視覚障がい者の人へ、鎌ケ谷市の情報、書籍などを私たちの声

で届けて参りました。これからも正しくわかりやすい音声訳を目指し、一人でも多くの人へ
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情報発信していきたいと思います。フェアの展示・体験を通して活動への理解を深めて頂き、

利用者拡大と仲間づくりを応援してください。 

 音声訳ＣＤ作成の様子、会の歩み、受章記念コーナー、機器等の展示、基本練習、練習文

の録音体験（自分の声をきいてみませんか） 

 

２７．公益社団法人鎌ケ谷市シルバー人材センター       （市役所ロビー） 
 ６０歳以上の高齢者が就業により健康と生きがいを実現し、生活支援やボランティア活動

等で地域社会に貢献することを目的としています。今回は、就業開拓と会員募集をＰＲしま

す。 

 

２８．シニア・ピア・なごみ                 （センター４階） 
 傾聴活動を広く市民に知ってもらい、高齢者（独居、老々等）の個人宅での傾聴活動の推

進に力を入れています。 

 活動の展示、及び傾聴相談を行います。 

 

２９．特定非営利活動法人日本アニマルセラピー協会千葉支部  （市役所玄関外） 
 人は動物との触れ合いの中で安らぎを感じ、心身に様々なプラス効果があると言われます。

主に、デイケア施設、特別養護老人施設、障害者施設に２頭のセラピー犬(ホワイトシェパー

ド紗知、黒柴由佳)と訪問し、セラピー活動を行っています。 

 セラピー活動の紹介と、セラピー犬とのふれあいができます。犬のしつけ相談も受けます。 

 

３０．保育サークル「コアラの会」              （市役所ロビー） 
 子育て中のママ＆パパが講座や講演会に積極的に参加し、学習ができるように保育のお手

伝いをしています。ご一緒に、「もっともっと子育て支援のわ」を広げていきませんか！！ 

 手作り小物類の販売をします。 

 

３１．ゆうゆう四季の会                   （市役所ロビー） 
 障がい者の運動の補助、市内小学校での体験学習の補助（車いす、アイマスク、高齢者疑

似体験）、盲導犬協会（松戸）のお手伝い等をしています。 

 フェアでは、本庁舎１階入口に入った所で車いす体験と使い方を教えます。 

 

健康を考えよう   （センター３階） 
 

３２．鎌ケ谷市健康づくり推進協議会（鎌ケ谷市健康増進課、鎌ケ谷市医師会、船橋

歯科医師会、船橋薬剤師会、船橋市栄養士会、鎌ケ谷市料飲組合） 
 

【予防係】がん予防のためのパネル展示と献血○×クイズを行います。 

 

【成人保健係】鎌ケ谷レインボーズによる体力測定（握力、立ち上がりテスト、血圧測定）、

介護予防・自殺予防・健康づくりボランティアの紹介等の展示を行います。 

 

【歯科コーナー】高齢者よい歯のコンクール優秀者紹介、フッ化物洗口実施施設の紹介、お 

口の元気度チェック（小学生以上）①のみこみチェック②パタカ測定③キッズの歯医者さん 

体験④カミングママぬり絵募集。お口の筋力アップ・誤嚥予防のためのお口の体操を普及す 

る、“健康づくりボランティアパタカラーズ”も一緒に活動します。 

 

【鎌ケ谷市医師会、船橋歯科医師会、船橋薬剤師会、船橋市栄養士会】健康相談、歯科相談、

薬の相談、栄養相談を行います。 

 

【鎌ケ谷市飲料組合】鎌ケ谷市料飲組合の専門店の自慢料理の展示、食品衛生についての展 

示、コーヒーやお菓子の無料配布があります。その他に鎌ケ谷市の食育展示、食育コンクー 

ルの投票、健康ちば協力店の紹介、習志野保健所のコーナーもあります。 
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３３．鎌ケ谷市食生活改善協議会 
 鎌ケ谷市内で『食をとおした健康づくりの案内役』として活動しています。今年度のテー

マは『食習慣を見なおそう!』です。 

野菜の手ばかり、知ってトクする食材クイズ、買ってきたお惣菜でひと工夫わが家風バラ

ンスごはん（試食）、朝ごはんを食べよう、減塩だし（試飲）、紙芝居「お菓子の国へ」、ヘル

スメイト紹介（栄養大学含む）のコーナーがあります。 

 

３４．公益社団法人千葉県看護協会船橋地区部会 
 まちの保健室（健康相談、血圧測定、体脂肪測定など）を開きます。 

 

交流をしよう    （センター６階） 
 

３５．鎌ケ谷おもちゃの図書館「あ・そ・ぼ」 
障がいのある子もない子も一緒に遊ぶ場所です。おもちゃと遊ぶ場を提供して、子どもた

ち、保護者の方、スタッフ皆で遊びます。終了時、子どもたちは、おもちゃの片づけを喜ん

でします。おもちゃの修理（おもちゃのお医者さん）も大人気です。子どもたち、親の楽し

い場として利用いただけると嬉しいです。おもちゃの貸し出しもしています（個人、市内福

祉関係団体）。 

「おもちゃであ・そ・ぼ」のブログを開設していますので、見てくださいね。 

http://kamagayaomocha.blog41.fc2.com/ 

 

３６．鎌ケ谷市レクリエーション協会 
 いつでもどこでも、“明るく、元気に、楽しく、喜んで”をモットーにみんなと遊ぼう！！ 

『遊びを通して健康に！』 

 フェアでは昔あそびとクラフト（とび出すカード）、センター６階で待ってま～す。 

 

ステージ発表    （センター６階） 
 

３７．鼓調連（10時 30分～10時 45分） 
 笛、太鼓、玉すだれを練習し、老人福祉施設、公民館、保育園、学校等を訪問して皆様と

楽しんでいます。興味のある方はぜひ見学にいらしてください。 

〔演目〕太鼓、玉すだれ 
 

３８．新寿会民謡クラブ（10時 55分～11時 10分） 
 平均年齢７８才、高齢でありますが民謡が大好きで、月２～３回元気にお稽古をしていま

す。日々ステージで唄うことを楽しみにしています。よろしくね。 

〔演目〕秋田節、道南盆唄、灘の酒造り唄 

 

３９．鎌ケ谷語り部協会（11時 20分～11時 35分） 
 鎌ケ谷市芸術文化協会、学校、老人施設、市民まつり等で鎌ケ谷の歴史や文化財、史跡、

民話等を広く伝承しています。 

〔演目〕佐津間出身の渋谷総司、鎌ケ谷大仏の演劇 

 

４０．鎌ケ谷市こども支援課（12時 15分～12時 30分） 
 お子様たちに大人気の「パプリカ」を踊ります♪ 

 参加型になりますので、みなさん一緒に踊りましょう！！ 

 〔演目〕パプリカ 

 

http://kamagayaomocha.blog41.fc2.com/

