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@Machida.machicafe

@machicafe2019

第16回 町田市市民協働フェスティバル

仲間とつくる新たな未来
～エールをつなごう心のブレンド～

町田市役所・市内各地の会場
および オンライン

https://www.machicafe.tokyo/12/4 日

11/26      土2022.

町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」は、 
市内で活動する市民活動団体やNPO法人、地域活動団体（町内会・自治会）などが交流を深め、 
市民のみなさんが地域活動をはじめるきっかけとなることを目指して開催するイベントです。 

16回目を迎える今年度は、 「仲間とつくる新たな未来～エールをつなごう心のブレンド～」を
テーマに掲げ、 市内で活動する団体や団体同士のコラボ企画も多数実施。 
初日となる11/26（土）は市役所で70を越える団体がマルシェやワークショップ、
講演会や映画上映会等を開催するオープニングイベントを盛大に実施します。
趣向を凝らした各種の催しものを見て・参加して・楽しんで、
町田が誇る地域活動団体をより身近に感じてください。

TOPICS
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TOPICS

02議場でコンサート＆講演会 まちカフェ！マルシェ

TOPICS

03
TOPICS

04
町田Bambooチーム×まちだ自然エネルギー協議会 ダイバーシティー（多様性）

イベントの開催竹灯籠展示

の見どころ！今年の

普段はなかなか入れない町田市議会の活動の場「議場」
で開催するプロのアーティストのコンサートやトップアス
リートによる講演会を楽しもう！

想いのこもった一品に出会えるまちカフェ！マルシェに
は19団体が市役所に出店。その他、市役所内の各イベ
ントスペースで販売をしている団体も！

町田Bambooチームや市民が作った竹灯籠を、まちカ
フェ！期間中は市役所1階の町田駅前通り側の窓に展示。
再生可能エネルギーを使用した幻想的な灯りを見よう！

誰もが楽しめるユニバーサルスポーツ「ボッチャ」や「ユニ
カール」、多様なモデルが参加する夢collectionまちだ
ファッションショーを体感しよう！

～

最新情報は
ココから
チェック！！

町田市市民活動
応援キャラクター
「おうえんマン」

開催場所

入場
無料

初日は市役所に70を越える
ワクワク体験が集合！

まちカフェ！カラーの「緑」を身につけて

来場された方に記念品をプレゼント

まちカフェ！カラーの「緑」を身につけて

来場された方に記念品をプレゼント

まちカフェ！カラーの「緑」を身につけて

来場された方に記念品をプレゼント

まちカフェ！カラーの「緑」を身につけて

来場された方に記念品をプレゼント

高ヶ坂・成瀬フェスタ2022同日
開催

11/26     ・27土 日2022.

【場所】成瀬コミュニティセンター（西成瀬2-49-1）【時間】11/26 9：30～16：00　11/27 10：00～16：00

期間中、毎日21：00まで点灯



11/26      --12/4土 日 町田市内各所開催イベント

アートネット活動紹介
【団体】アートネットまちだ

これが「せりがや冒険遊び場」です！
【団体】子ども広場あそべこどもたち

ブラインドITサポート町田活動紹介
【団体】ブラインドITサポート町田

展示

販売

クラフト工房LaMano
冬の染織展

事前予約

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

【時間】
【場所】

【団体】

平日13：30～16：30 土日10：30～16：30
クラフト工房LaMano（町田市金井５-１４-１８）
LaMano
042-736-1455

「命」を守る、
ドライブレコーダー販売会！

11/23-12/22 11/26、11/27

10：00～18：00
町田市内のトヨタモビリティ東京（株）
全6店舗
トヨタモビリティ東京株式会社

【時間】
【場所】

【団体】

ハンドクラフトマルシェ
＠ゆどうふ

11/28、30、12/2、3

12：00～16：00
フリースペースふらっと
（町田市小山町2595-1）
ゆどうふ

町田市100人カイギvol.14

事前予約オンライン

～町田の子どもたちへ町田の大人たちができること～
トークセッションVol.3

11/27 11/29

野染め～１本の長～い布を
みんなで染めよう～
【時間】
【場所】
【団体】

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

10：30～12：30
せりがや冒険遊び場
子ども広場あそべこどもたち

自分だけのオリジナル
ストラップを作ろう

11/26 事前予約11/26
11/26、11/28-12/2 11/26、11/28-12/2 11/26、11/28-12/2

まちだサポーターズって？
【団体】まちだサポーターズwithスポーツ振興課

ともにつくろうワンダフルな暮らし

　　   ～コレクティブハウスって何？
【団体】コレクティブハウジング社

11/28～12/2 11/3013：00～15：00
赤い屋根作業所（町田市大蔵町122）
ライフベターたまり場
044-988-4975

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

❶ベイビーシアター上演
❷ベイビーシアター講座・意見交換会

事前予約11/28     

❶11：00～約60分 ❷13：30～約90分
町田市役所2階おうえんルーム
町田にベイビーシアターを広げる会
080-4163-3677

そもそもコソダテ！～
ゆっくり考えて対話するカフェ

事前予約

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

10：00～12：00
町田市役所2階おうえんルーム
まちいろドロップス
mdrops2020@gmail.com

歴史ロマン・ウォーク
“鎌倉古道を歩こう”

12/2 12/3

9：45～15：30
小田急町田駅東口カリヨン広場集合
鎌倉古道・歴史遺産の会
090-3579-1753

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

演劇を通して心を開放する
ワークショップ

12/3

13：30～15：30
COMMUNE BASE マチノワ(町田市中町3-10-6)
町田演劇鑑賞会
042-726-9325

世界のスポーツで遊ぼう

事前予約

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

13：30～15：30
町田市民フォーラム4階第2学習室
町田国際交流センター
info@machida-kokusai.jp

12/4

【時間】
【場所】
【団体】
【問合】

ベイビーシアター×ぶらんこ町田
「ぴんたろうとうた子の音楽ひろば＆
  なが～いダンボールトンネル」　　

事前予約事前予約 12/4

10：30～15：00
子育て広場ぶらんこ町田（町田市旭町1-23）
生活クラブ子育て広場ぶらんこ町田
042-851-7511

【時間】
【場所】
【団体】

フードドライブ強化月間

11/19-12/4 

9：00～21：00（開館時間内）
町田市立室内プール2階受付
町田市立室内プール(株式会社協栄)

【時間】
【場所】

【団体】
【問合】

10：00～12：00
町田市役所2階おうえんルーム

つるかわ子どもこもんず
080-4198-2619

【時間】 【団体】
【問合】

19：00～21：00 町田市100人カイギ
machida.100.kaigi@gmail.com

【団体】
【問合】

町田演劇鑑賞会
042-726-9325

トークセッション・相談

ワークショップ・体験

事前予約 事前予約オンライン

町田演劇鑑賞会のオンライン説明会

❶12/1、❷12/4

【時間】 【時間】
【場所】
【問合】

❶19：00～20：30
❷13：30～15：00

12/3

ディーキャリア町田オフィスって何をするところ？
13：00～15：30　【団体】就労移行支援事業所ディーキャリア町田
ディーキャリア町田オフィス（町田市中町１-18-12 3階）
042-794-7482 ※発達障害を含む、精神障害をお持ちの方対象

映画『道草』上映会

映画『ホームカミング』上映会

事前予約 事前予約

防犯プラスON事業いつもの景色から「安全」と「危険」がわかる！
～地域安全マップづくりを通して街を“見る目”を身につける～

映画『プリズンサークル』上映会＋坂上監督トーク
～人が人として大切にされる社会をめざして～　

❶11/30、❷12/1 12/2

【時間】
【場所】

【団体】
【問合】

13：30～15：00
町田市役所2階おうえんルーム

町田市地域活動サポートオフィス
info@machida-support.or.jp

【時間】

【場所】

【団体】

【問合】

❶12：30～15：00
❷10：30～13：00
町田市役所2階おうえんルーム

WA温（わおん） / 
ワン＆オンリーいのちの会東京・町田
nohaha0410@gmail.com

観る・聴く

事前予約

ラブ＆ピースな演奏会

12/3 12/4

【時間】
【場所】

【団体】

【問合】

18：00～20：00
鶴川団地センター名店街
プラスハートカフェ

みなさんの居場所『ぼくはぼく』 / 
町田ボランティア連絡協議会
090-4731-8107

【時間】
【場所】

【団体】
【問合】

13：40～16：40
ぽっぽ町田 地下1階 第1・2会議室

アムネスティ町田グループ
ricepine2021@gmail.com 

町田市役所1階イベントスタジオ・みんなの広場で、開所時間中展示しています。

イベントは急遽中止・延期等、内容が変更になる場合があります。最新情報は、まちカフェ！公式ホームページにてご確認ください。
リアルイベントは、「東京都新型コロナウイルス感染対策基本方針」に従って開催します。各会場へは、公共交通機関をご利用ください。

事前予約

期間中に市内各所やオンラインで実施するイベントをご紹介します。
素敵な出会いやワクワクする体験をお楽しみください。

無料

500円 無料

事前予約11/27

【時間】
【場所】

【団体】
【問合】

14：00～16：00
町田市民フォーラム3階ホール

慶應義塾町田三田会
090-3579-1753

500円

無料※ 200円

500円

100円～500円

❶1,000円※ ❷無料

無料無料

無料

無料

学割あり1,000円※

1,000円（学生500円・親子で参加500円）

一般1,000円、25歳以下700円300円～ ※飲食オーダー料金

※染めた布が欲しい人は50㎝500円

※学生500円・中学生以下無料

※３～１２歳対象（親子参加OK）

※親子１組1,000円 1名追加ごと500円

このアイコンがあるイベントは、事前予約が必要です。
右記の二次元コードで「まちカフェ！事前予約イベントページ」へ
リンクし、ご予約をお願いします。



和紙で作るかわいいお花ワークショップ、
トライアル発注認定商品のPR・販売

1F屋外

町田ファーマーズ

食べてみよう町田の野菜

1F屋外

たがやす

こもんずキッチン

1F屋外

つるかわ子どもこもんず

1F屋内

❶11：30～  ❷14：00～
夢collectionまちだ実行委員会

夢collection
まちだファッションショー

1F屋内

パラリンピック競技「ボッチャ」を体験

【団体】町田市シルバー人材センター / 
まちだサポーターズwithスポーツ振興課

2F

【時間】

【団体】

【団体】

【時間】
【団体】
【問合】

【団体】
【対象】 【団体】

【時間】

【団体】

❶10：00~12：00 (刀作り)
❷13：00~16：00 (的あてゲーム)
就労移行支援事業所ワン・ブリッジ町田

❶11：00～11：40  ❷13：00～13：40
❸14：00～14：40
日中文化交流市民サークル”わんりぃ”

ワンブリ城にとらわれた姫を救え！

3F

ワークショップ「墨絵教室」

3F

各回90分 ❶10：00～  ❷12：00～  ❸14：00～
色彩心理グリーンハートラボ
044-989-5816 / greenheart1949@gmail.com

体験しよう！色彩セラピーで
出会う知らない私

3F

絲子～ito.ko～

本革を使った
革小物製作ワークショップ

3F

フラワーセラピー研究会町田・厚木地区
3歳以上

シーズンオーナメント（クリスマス・お正月飾り）
を作りませんか！飾りませんか！

3F

町田市経済観光部産業政策課

町田の産業に触れてみよう

～助産師が語ります！
いのちのおはなし/産後ケア～

2F

【時間】
【団体】

【時間】
【団体】
【問合】

【時間】
【団体】

【時間】
【団体】
【問合】

【時間】
【団体】

❶11：00～12：00  ❷14：00～15：00
東京都助産師会町田分会

3F 事前予約

13：30～15：00
町田市ユニカール協会 / 子ども市議会『カワセミのお引越し』キャラバン隊
ohagimitarashidango@gmail.com

ハピネスチャレンジ！ パラリンピックメダリスト

鹿沼由理恵さんトークショー

3F 事前予約

❶10：30～12：30  ❷14：00～16：00
OMUSUBi  【問合】omusubi.playpark@gmail.com

映画『夢みる小学校』
をみんなで観よう

3F 事前予約

10：30～12：00
オール町田文化芸術祭プロジェクトチーム
090-2336-4721

市議会議場ギター＆
バイオリンコンサート

事前予約

みんなのeyeで作り上げる
一人の力はみんなの力

1F屋外

【団体】 【団体】【団体】

【団体】

【団体】

【団体】【団体】

【団体】 【団体】【団体】

【団体】
【団体】【団体】

【団体】
【団体】

【団体】 【団体】【団体】

ニットの部屋

周囲の手助けが必要なことが伝わる！

メッセージ入りグッズの販売

ランブータンカフェ

売上が子どもたちの笑顔に！

フリースクール生自作グッズ販売

町田産！ 
情熱を込めた新鮮野菜販売

1F屋外

町田かたつむりの家 / ブラインドITサポート町田

まちカフェ！
クローバーの会福祉バザー

1F屋外

クローバーの会

草木染めの作品に親しもう

焼きそば・お菓子販売

1F屋外

草木染めを楽しむ会

まちねこマルシェ

1F屋外

町田ねこの会

手作り小物販売

1F屋外

東京アジア応援計画

1F屋外

法政大学町田法友会・プラナス

1F屋外

リトリト

1F屋外

町田市シルバー人材センター

芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム

未来のミュージアムショップグッズ

3F

町田市文化スポーツ振興部文化振興課 / 
玉川大学芸術学部メディア・デザイン・プロジェクト

1F屋外

町田市社会福祉協議会
町田ボランティアセンター

社協って、知ってる？？

その他

町田焙煎珈琲

「町田演鑑」に入会して、
町田市民ホールで芝居を観よう！

1F屋内

【団体】町田演劇鑑賞会

これが「せりがや冒険遊び場」
です！

1F屋内

【団体】子ども広場あそべこどもたち

地元の助産師と繫がろう！
～助産師同志も繋がろう～

2F

【団体】東京都助産師会町田分会

アートネットまちだ活動紹介と
古着を再利用した作品の展示

1F屋内

【団体】アートネットまちだ　

ポールウォーキングクラブ
活動紹介展示

1F屋内

【団体】まちだポールウォーキングクラブ

もっとちかくに「里親制度」

2F

【団体】キーアセット /
町田市子ども生活部子ども家庭支援センター

地球環境保全を目指した
国際的草の根活動の紹介

1F屋内

【団体】環境修復保全機構

もっと知ろう！
町田に遺る鎌倉古道

1F屋内

【団体】鎌倉古道・歴史遺産の会

生きものやそのすみかを守る
活動の紹介

3F

【団体】町田生きもの共生フォーラム（環境共生課）

町田市赤十字奉仕団
PRブース

3F

【団体】町田市赤十字奉仕団

市民センター等の魅力向上
事業紹介

3F

【団体】町田市市民部

ワークショップ・体験

メモ帳販売～あると便利～

リアルこども商店街

1F屋内

町田市印刷工業組合

モレッティガラスで作った
アクセサリーショップ♪

まちカフェ！ブレンドコーヒー販売

1F屋内

相原ガラスフュージング千の花

2F

こどものまち「ミニまちだ」実行委員会

このアイコンがあるイベントは、事前予約が必要です。
右記の二次元コードで「まちカフェ！事前予約イベントページ」へ
リンクし、ご予約をお願いします。

初日は、市役所に70以上の団体が集まり、
趣向を凝らしたイベントを開催します。（時間の記載がないイベントの開催時間は、10：00～16：00です）

まちカフェ！のテーマカラーである「緑色」を身に着けて
来場された方には、記念品をプレゼント！

1,000円

当日予約事前予約500円

無料 無料

1F屋外

ボーイスカウト町田第1団

就労移行・定着支援事業所ハンドシェイク

SoELa　【対象】小学3年生以上

明日から使えるロープワーク

【団体】

無料

無料1F屋外

【時間】
【団体】 【団体】 【時間】

11：00～14：00
町田交通安全協会 / 南大沢交通安全協会

わくわく☆どきどき交通安全体験

1F屋外

相原保善会 / 大地沢青少年センター

丸太切り体験・
オリジナルストラップ作り

1F屋内

花王グループカスタマーマーケティング株式会社

３Ｒゴミ削減啓発

1F屋内

10：00～14：30 【団体】かけはしOG

筆談で遊ぼう！
～書いて伝えあう気持ち～

【団体】

無料 無料 無料 無料

【団体】町田市政策経営部・企画政策課 /
学校教育部新たな学校づくり推進課

3F

知ろう！考えよう！
公共施設のより良いかたち

無料

300円～600円

当日予約

【団体】
【時間】
【団体】

【時間】
【団体】
【問合】

【時間】
【団体】
【問合】

1F屋内

 
JSLアミーゴ

手話を使ってみよう

1F屋内

❶10：00～12：00  ❷13：00～15：00
町田市ユニカール協会

氷のいらない陸のカーリング
『ユニカール』

1F屋内

12：45～13：45
アマタメ企画　【対象】小学生以上 
akinko15@gmail.com

ミュージカルダンス体験会

1F屋内

❶10：30～  ❷11：30～  ❸13：30～
町田Bambooチーム
heliport0606.info@gmail.com

竹とうろうワークショップ
～ともにともす100のあかり

無料 事前予約 事前予約500円無料 無料

【団体】

2F

リラクゼーションマッサージ＆
アーティフィシャルフラワーミニブーケ

当日予約各500円

無料

【時間】
【団体】 【団体】

【時間】
【対象】

【時間】
【問合】

2F

❶10：10～12：00  ❷14：00～16：00
ブラインドITサポート町田   【問合】info@bismachida.jp

視覚障害者がiPhoneを
使いこなす方法の体験講習会

2F

10：30～12：30   【団体】町田やさしい日本語の会
minako.ara@gmail.com

外国人とコミュニケーションするための
「やさしい日本語」講座

2F

法政大学多摩ボランティアセンター

ちぎり絵体験をしよう！

2F

13：30～15：30　【団体】まちだ語り手の会
絵本の読み聞かせや語りに興味を持つどなたでも

耳から聞く
楽しい物語の世界

事前予約 事前予約無料 無料 100円 無料

【団体】

3F

大人と子供が本気で対決⁉
マイアース体験会

無料

320円～

無料

300円～500円

無料 無料

イベントは急遽中止・延期等、内容が変更になる場合があります。最新情報は、まちカフェ!公式ホームページにてご確認ください。リアルイベントは、「東京都新型コロナウイルス感染対策基本方針」に従って開催します。各会場へは、公共交通機関をご利用ください。

11/26    土

市内にある畑から採れた新鮮な野菜を販売します
市内で採れた新鮮な野菜と共に、当法人の畑
で育成した藍で作った品を販売します

無料フリースクール 自由な学び場 SOU！の
子どもたちと一緒にキッチンカー

木のスプーン（名入れあり）等の販売

端紙や残紙を利用したエコメモ帳販売
年に一回。「それでいい」 ガラスフュージング作品の販売

着物から作る布ぞうりや小物などの手作り作品
障害のある方・高齢の方にも身に着けて欲しい
缶バッチとクリアチャームの販売

保護猫の写真展示会、グッズ販売
チャリティーグッズで保護猫支援を！

東南アジアの雑貨・食品販売および寄付品
（インクカートリッジ）受付

身近な植物で染めた
スカーフ、ハンカチ、Tシャツ

子どもたちが自作したトートバックやTシャツ、
マスクを販売します

かわいい！クリスマスグッズほかできたての焼きそばと町田産シルクメロンを
使ったお菓子等を販売します

視覚障害者と、支える仲間による手作り作品

あいちゃんクッキーの販売、事業説明、
ボランティア登録受付、フードドライブ受付

駄菓子屋、ゲームセンター、雑貨屋などの
商店街現れる！

まちカフェ！の開催テーマに合わせたブレンドの
ドリップバッグコーヒーを販売

10:00--16:00町田市役所開催イベント
来 場
特 典

ワクワクするイベントが

たくさん開催されるね！

１F屋外
販売あり

気になるイベントは見つかったかな？

子どもも大人も一緒に楽しめるイベントが盛りだくさん！

【時間】
【団体】

❶10：00～12：00  ❷13：00～15：00
ホームスタートいずみ＆子育てひろば＊いっぽいっぽ

2F

小さな子どもも作れるクリスマスリース＆
フォトスポット

【団体】こどものまち「ミニまちだ」実行委員会

2F

宝石石けん発掘＆
アロマスプレーワークショップ

各500円無料※乳幼児とその保護者対象

【時間】
【対象】
【問合】

3F

14：00～16：00   【団体】地域活動団体からふぃ～
小学校3年生までの親子・障がい者と介助者のペア
colorfii2021@gmail.com

世界でたったひとつのオリジナル
紙ひこうきを飛ばそう

事前予約1,100円

まちカフェ！マルシェ・販売

展示

観る・聴く

1F屋内

【団体】目と心の健康相談室

地区協議会のPRブース ともにつくろうワンダフルな暮らし

　　   ～コレクティブハウスって何？
目の専門相談員による
目のことなんでも相談室

1F屋内

認知症相談会、小物販売

1F屋内

【団体】地区協議会

2F

【団体】

【団体】

きんじょの本棚

町田市認知症友の会

輝いて生きるための終活
（ミニ講座＆入棺体験）

2F 事前予約

【時間】
【団体】
【問合】

【時間】

【団体】

❶10：30～12：00  ❷13：00～14：30
エンディングセンター
042-850-1212

❶11：00～12：00   ❷14：00～15：00
展示＋住人による紹介（終日）
コレクティブハウジング社

発達障がいってなあに？

3F

【時間】
【団体】

10：30～12：00
うちの凸ちゃんとなりの凹ちゃん

きんじょの本棚ってなんだろう？
展示＆ショップ

3F

発達障がいを知る講座＆座談会

意外と知らない地元での活動「地区協議会」の
事業紹介

介護経験者と介護の悩みあれこれを
おしゃべりしませんか？ 手作り品の販売も！

経験豊富な看護師による目の悩みの相談

店主(本棚を置く人たち)さんの活動動画や
実際の本棚を通じて、活動内容を紹介！

トークセッション・相談

クイズ形式で楽しく覚えてもらうイベントキットです

キャンプやお家でもすぐに役立つロープの使い方結び方を体験

交通ルールを楽しく理解して学んじゃおう！

みんなが手話を使いこなせたら楽しいよね！

ほっと一息マッサージ体験とかわいいブーケ作りができます

誰でも作れる彩の世界

地球環境を遊びながら学ぶカードゲーム

パトカー・
白バイも
来るよ！

無料


