おだわら市民交流センター

29日(日)

展示・販売・体験講座［団体名／内容］

参加団体と予定内容

NPO法人和の文化塾／のし袋の由来講座と作
成体験、販売等

小田原Laboratory.／都市模型の展示と活動
紹介

里山ヤングリーヴス／アロマの販売、有効性
の説明等

西湘カウンセリングの会／性格診断テストや
コミュニケーション方法の紹介等

年金者組合吊るしびなの会／吊るしびなの展
示・販売

小田原市手話サークル連絡協議会／簡単な手
話講座と活動紹介

NPO法人チルドリン小田原／ママが子どもと
一緒に楽しめる簡単なワークショップ

ガールスカウト神奈川県第13団／クラフト
キット・おせんべいの販売など

小田原えがりて／パープルリボンのツリー展
示や作成体験等

NPO法人サポートKAZE／介護相談・難病相
談等・アンケートも実施

外郎売の口上研究会／プラ板作り、おもちゃ
釣り等

小田原文化芸術協会／文化芸術の作品展示や
制作ワークショップ等

新日本婦人の会小田原支部／絵手紙、きもの
リフォーム作品等の展示と体験

地域ささえ愛あみん／作品の展示等

温暖化防止アクショングループ／省エネ用体
験機器の展示と体験学習等

託児ボランティアはちの会／折り紙、手遊
び、紙芝居等で子どもと遊びながら学習

おだわら樂友会／活動内容の紹介

小田原生（いき）ごみクラブ／段ボールコン
ポストの活用方法の紹介等

NPO法人ウエスト神奈川女性の人権を守る
会／絵本の読み聞かせ等

コミュニティーカフェサロン「たんぽぽ」／
手作り品やスコーン等の販売

小田原の文学に光と風を送る会／団体の活動
紹介と講座

ガールスカウト神奈川県第55団／マクラメを
使った小物作りと飲食販売

小田原録音奉仕会／音訳体験

NPO法人ネパール教育支援の会NESA小田原
事務所／ネパールの物品販売等

書道指導者育成協会／講座「色紙に書道」

西湘災害ボランティアネットワーク／防災用
備品の展示と飲食販売

日本活性動画電書協会／動画や電子書籍に関
するワークショップ

小田原少年少女合唱隊／ＣＤの販売や活動紹
介等

足柄茶ラボ／足柄茶のおいしい淹れ方体験等

文芸誌『酒匂川』の会／文芸誌『酒匂川』の
展示・販売

NPO法人パソボラサークル／飲食物の販売

西さがみ文芸愛好会／文芸誌・文庫本・書籍
等の展示・販売

NPO法人子どもと生活文化協会（CLCA）／
農作物や梅ジュース等の販売

めだかサポーターの会／メダカの水槽展示や
保護活動の紹介

ぴよぴよクラブ／カステラの販売と活動紹介

NPO法人小田原なぎさ会／絵やビーズアクセ
サリー等の展示・販売

NPO法人命を大切にする小田原を創る会／や
きそばの販売等

小田原良寛会／良寛の絵画やアニメの展示、
手作り手毬の販売等

高校生ボランティアグループ「パレット」／
らくがきせんべいの販売

シニアネットワークおだわら＆あしがら／み
かんの農園プロジェクトの紹介等

ボランティアグループキャンバス／綿菓子の
販売

サードエイジの集い／団体の活動紹介

こうめこ／焼き菓子の包装に小田原の風景写
真を添付して販売

おだわらねこ／地域ねこ活動の報告や物品販
売等

小田原市民財政学習会／会で作成した冊子の
紹介

MGSラボ／誰でも作れるメガネの紹介

ボーイスカウト小田原第1団／活動での作製物
及びボーイスカウトの案内

スクールボランティア色えんぴつ２０／子ど
も向け防犯紙芝居と牛乳パック工作

リサイクル水樹／エコたわしの作成等

ホットピュアさがみ／書籍や環境に配慮した
洗濯用グッズ等の販売

西湘日中友好協会／餃子等の販売

エコホビーシジミ／しじみ等を使った手芸品
作り

小田原市交通安全母の会連絡協議会／交通安
全啓発の展示と啓発物品の配布

美育ボランティアグループ hanaめーく／花
器に花を活ける体験

小田原英語ガイド研究会／小田原に関する英
語でのクイズ等

小田原バリアフリーを考える会／団体の活動
紹介等

小田原トーストマスターズクラブ／スピーチ
の「話の組立て方」などの紹介

小田原の図書館を考える会／出版物の展示等
社団法人スコーレ家庭教育振興協会／団体活
動の紹介

明治文学を読む会／活動の歩みを紹介
NPO法人文法器普及会／文法器ミニチュア等
の展示・販売
世界平和女性連合神奈川第八連合会／モンゴ
ル・エチオピアの民芸品の販売等
NPO法人小田原食とみどり／新米やジャム等
の販売
ＫＨＭ／フェアトレード商品の販売
片浦植物蒸留所／植物蒸留水（フローラル
ウォーター）の作成・販売
草絵の会／草絵の紹介
小田原地方史研究会／会誌『小田原地方史研
究』の販売等
ときめきクラブ／着物や洋服のリサイクル品
の展示等
NPO法人小田原まちづくり応援団／小田原ま
ちあるきチラシの配付等
小田原市食生活改善推進団体／旬の野菜や魚
の料理レシピ等を紹介
おだわら・九条の会／憲法第9条についての展
示等
医療生協かながわおだわら支部／体組成計で
健康無料チェック等
おだわら森のなかま／間伐材を使った作品の
販売や丸太切り等

【主

団体ポスター展参加団体

催】おだわら市民交流センターオープニン
グイベント実行委員会

傾聴ボランティア「ミミの会」／小田原華道協会／酒匂川ネットワーク会議（SNK）／
城下町スポーツクラブ／小田原ユネスコ協会／鷹俳句会・小田原／さざなみ会／日本語

【お問合せ】小田原市地域政策課 市民活動推進係
0465‐33‐1458

教室いろはの会／やさしい英会話／精神保健福祉ボランティアグループ小ゆるぎ／西湘
友の会／NPO法人小田原ガイド協会／ＮＰＯ法人小田原市生涯学習推進員の会／おだわ
協会／JAPAN APEX CLUB／心の宿「さかわ」／クラフト仲間の会／酒匂川水系のメダ
カと生息地を守る会／西さがみ文化フォーラム実行委員会／小田原文化サポーター／高
齢社会をよくする女性の会あしがら／傾聴かなコミ小田原／報徳塾OB会／NPO法人日
本犯罪防止事業団神奈川県本部小田原支部／ＮＰＯ法人おだわらシネマトピア
※チラシに掲載した内容は予定のため変更になる場合があります
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12/1(火)通常利用開始
おだわら市民交流センター UMECO（うめこ）
施設内には、「市民活動サポートセンター」「女性プラザ」「国際交流ラウンジ」の３つの市民
利用施設を集約した「市民活動プラザ」と、市民会館の中小会議室に代わる９つの会議室の他、
印刷室やキッズスペース、授乳室などを設置します。

小田原駅

ら子ども防災／小田原史談会／エコロジカルコミュニティあおいほし／小田原国際交流

おだわら市民交流センター

東口

「つながる」がコンセプトです
誰でも気軽に・・・ つながり を生み出すきっかけの場
シェアしながら・・・それぞれの思いが つながる 行動の場
地域の課題を解決する・・・行動を社会貢献に つなげる 実現の場

オープニングイベント

28.sat

11月28日(土) ‐ 29日(日)

10:00 – オープニングセレモニーと内覧会
11:00 – 15:00 オープニングイベント
第1部参加者には
記念品プレゼント

29.sun

セレモニー終了後に施設内を内覧

10:00 – 15:00

100以上の活動団体が、日頃の活動内容を紹介します
（参加団体は裏面をご覧ください）

クリスマス・お正月など

パフォーマンス

体験講座

●大正琴 ［大正琴愛好会「花」］

プラ板作り・折り紙・絵手紙・牛乳パック工作・書道・お茶の淹れ方・

小田原駅周辺の大きな地図「ガリバーマップ」に乗って、おすすめの

●誰もがほほ笑むバルーンアート [おだわらシルバーらっこの会] 無料

●舞踊・吟剣詩舞道等 ［鈴乃会］

性格診断・ワークショップ・エコたわし作り・のし袋由来講座等

場所や行ってみたい場所に印をつけ、まちの魅力を発見します。

●書道：小田原の間伐材に一筆、コースター作り [堤千恵子] 100円

●民話の語り等 ［朗読「征の会」］

大人も子どもも参加できます。

●木のマイ箸を作ろう [おだわらそばくらぶ] 200円

●ハーモニカ ［ハーモニカ・ジョイ・メモリーズ］

まちなか魅力発見ワークショップ

ガリバーマップにのってみよう

【第１部】11:00‐12:45 事前申込制

冬を楽しむためのミニ講座 11:00‐15:00

●平成28年カレンダーとブンブンこま作り［60+α］無料

締切 11月20日(金)

●ハワイアンリボンレイのストラップ作り［ALOHA・MANA］300円
●クリスマスカードと紙とんぼ作り［一寸木ますみ］ 無料
●隠し芸にも最適 身近な品で手品に挑戦［小田原奇術クラブ］無料

音楽コーナー

●季節の絵手紙を書こう［高橋浩子］ 100円

仮装もOK♪

①ディズニーソングを子どもも大人も一緒になって歌って踊ろう♪
1回目 11:00‐ 2回目 13:00‐

各回40分程度 当日先着20名

チェロ・ウクレレ・ストローパンフルート・大正琴・トーンチャイム等、
手に取って音を鳴らせます。入場自由。

●二宮金次郎に関する歌謡［尊徳思想継承歌謡会・小田原梅の実歌謡連盟］
●コーラス［小田原少年少女合唱隊］

やきそば・わたがし・フランクフルト・ジャム・ジュース・おせんべ

●大正琴［アクアマリンＫ３］

い・クッキー・たいやき・カステラ・農作物等

●外郎売の口上［外郎売の口上研究会］

●フェルトで作るクリスマス飾り［リサイクル水樹］ 100円

CHAT茶っと文化祭～手作りが大好きな女性たちの作品展～
など

飲食販売

●しの笛［キャンパスおだわら人材バンク実行委員会］

団体ポスター展

●ギター・オカリナ等［Ｓポップス］

約70団体が活動内容を紹介するポスターを展示します。
「いいね」と思うポスターにシールを貼ってください。

団体ポスター展
バイク駐車場

「いいね」と思うポスターにシールを貼ってください。

各種展示～女性プラザや国際交流ラウンジの活動を振り返ろう～

の物品・モンゴルやエチオピアの民芸品・手作り手毬・木工品等

●よさこい踊り［聯・聯坊童子（レインボーキッズ）］

約70団体が活動内容を紹介するポスターを展示します。

11:50－12:50 14:00－15:00

国際交流関係事業の展示

●肩、腰、膝痛にテーピング［長田光代］ 無料
●折り紙を楽しもう［NPO法人サポートKAZE］ 無料

②チェロや大正琴等いろいろな楽器に触れてみよう♪

手芸品・手作り品・書籍・吊るし飾り・フェアトレード商品・ネパール

●朗読 ［朗読の会フレディ］

申込 地域政策課 33‐1458 (30名:先着順)

【第２部】13:00‐15:00 入場自由

展示販売

●ウクレレ ［ウク・アイカネ］

●ぬり絵ブックを作ろう［おだわら手作り絵本の会］ 20円

駐車場出入口

自転車駐車場

青空ライブ
W.C.

小田原城ミュージックストリート実行委員会（６組）

団体ポスター展

（会議室・廊下）体験講座・展示販売

スタンプラリー 先着300名
パフォーマンス

ミニ講座やワークショップなどに参加して記念品等をゲットしよう！
（屋外）飲食販売

授乳室
バイク駐車場

冬を楽しむためのミニ講座

駐車場出入口

音楽
コーナー

W.C.

各種展示

← 小田原城

自転車駐車場

オープン記念 フォトモザイクアート制作 写真募集！

団体ポスター展
青空ライブ

会議室

近くで見ると一つ一つ
の写真が分かります

皆さんの写真をレイアウトしてＵＭＥＣＯのロゴを描きます。あなたのお気に入りの写真をください。
完成した作品は、来年１月から市民交流センターUMECOに展示する予定です。

ガリバーマップに
のってみよう

写
授乳室

← 小田原城

お城通り

小田原駅 →

小田原駅 →

お城通り
会議室

真

テーマ：小田原に関係のある写真（人物・風景は問いません）
枚数等：お一人2枚まで。プリントしたものはＬ版のみ。写真の返却は原則行いません

募集期間

11月1日(日)～29日(日)

応募方法

公共施設、市ホームページの応募要項をご確認のうえ、応募してください。

提出場所

27日(金)まで：市役所5階地域政策課または、市民活動サポートセンター
28日(土)・29日(日)：市民交流センターＵＭＥＣＯ
午前11時～午後3時(29日は午前10時～午後3時)
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