
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。

本年度は、市庁舎開催にかわり、オンラインや市内分散開催

という新しいスタイルで10日間開催します。

さあ一緒に、未来へ続く出会いや発見を探しにいきましょう！

「まちカフェ！」実行委員会事務局 （町田市地域活動サポートオフィス内）

お問い合わせ　

042-785-4871（平日9時～18時）

machicafe@machida-support.or.jp

10days
2020.12/4      --13金 日

町田市市民協働フェスティバル 「まちカフェ！」専用ホームページ

https://www.machicafe.tokyo/
https://www.facebook.com/Machida.machicafe https://twitter.com/machicafe2019

最新情報は
ホームページを

チェック！

「まちカフェ！」のシンボリックカラーである「緑」にちなみ、
今年度の出展団体の紹介パネルを、
様々な緑色の葉で装飾して森に見立てた展示
「まちカフェ！の森」を実施します。

町田市市民活動
応援キャラクター
「おうえんマン」

詳しくはチ
ラシの

裏面を見て
ね！

11/30      --12/11月 金

「まちカフェ！の森」

＠市庁舎1階みんなの広場 「まちカフェ！」を知っていただくために
「まちカフェ！の森」展示期間中の2日間、
市庁舎をシンボリックカラーの緑色にライトアップします。
緑色は「安心・やすらぎ・生命力・調和」を表現する色と言われています。
緑色の持つ力を実際にご体感ください。

Special EVENT

     ワークショップ       ウォーキング       バザー       工作       トークセッション       ダンス       まなび       展示会…

オンラインからリアルイベントまで10日間 全30イベント!

今こそ見せよう
町田の底力
～未来へつなぐ新たな挑戦～

シンボリックカラー
市庁舎ライトアップ

12/2      ・9水 水 18:30--21:00

第14回 町田市市民協働フェスティバル

「まちカフェ！」



無料塾ってこんなところ！
オンライン つるかわ無料塾 結い

今年は市庁舎での大規模開催に代わり、様々なイベントを10日間にわたりオンラインや市内各地で分散開催します。
オンラインで参加できるイベントも多く、ご自宅で気軽に楽しんでいただけます。
イベントのお申し込み方法や詳細は、主催する団体のメールまたはお電話にてお問い合わせください。

トークセッション

「ボーイスカウトと遊ぼう！ 自然体験遊び」あそＢリンピック
上小山田町2072 バードヒルズ駐車場 ボーイスカウト町田地区体　験

町田の歴史遺産“鎌倉街道上ノ道”を歩こう！①
集合場所：サン町田旭体育館正面 鎌倉古道・歴史遺産の会（とうや）体　験

チャリティートートバック販売会
マチノワ 探求フリースクール・マチラボ販　売

人生100年時代 ポールウォーキングで健康寿命を延ばしましょう
町田シバヒロ まちだポールウォーキングクラブワークショップ

町田の歴史遺産“鎌倉街道上ノ道”を歩こう！②
集合場所：野津田車庫バス停 鎌倉古道・歴史遺産の会（とうや）体　験

認知症本人と家族とサポーター交流会
町田シバヒロ 町田市認知症友の会体　験

みんなのステージ～音楽、ダンス等の表現を楽しもう
せりがや冒険遊び場 NPO法人子ども広場あそべこどもたちワークショップ

～発達障害あるある話など、お話しませんか～

▼ 鎌倉古道・歴史遺産の会

▼ NPO法人子ども広場あそべこどもたち

▼ 色彩心理グリーンハート・ラボ

▼ 中学校によりよい給食とどけ隊＠町田

▼ 成瀬お助けたい

▼ Power Chorus マチサガ！

▼ NPO法人町田演劇鑑賞会

▼ 町田ボランティア連絡協議会

▼ 町田市ユニカール協会

ディーキャリア町田オフィス ディーキャリア町田オフィストークセッション

大王松の松ぼっくりでクリスマス飾りを作ろう！
せりがや冒険遊び場 NPO法人子ども広場あそべこどもたちワークショップ

カラーセラピーを体験してみませんか？
祥雲寺 色彩心理グリーンハートラボワークショップ

筆談で遊ぼう！～書いて伝えあう気持ち～
マチノワ 町田要約筆記サークルかけはし体　験

まちだ旅する絵本で地域課題を考えよう！
町田パリオ4階パリオフィールド まちだ旅する絵本実行委員会ワークショップ

ビジュアライズ工作～好きや夢や希望を工作しよう～
ディーキャリア町田オフィス ディーキャリア町田オフィスワークショップ

NPO法人クローバーの会 福祉バザー
町田木曽住宅「スーパーおおた」前 NPO法人クローバーの会販　売

そもそもコソダテ。
オンライン だるま哲 学 対 話

パパママ給食クロストーーク！！
オンライン 中学校によりよい給食とどけ隊＠町田トークセッション

一枚の紙から楽しいおもちゃを作ろう！
オンライン toy-spice!（友近）ワークショップ

無料

500円

無料

550円（絵本1セット付）

無料

無料

1,000円（学生500円）

500円

1,000円（学生500円）

2,000円

無料

無料

無料

無料

無料

無料

モグオもパクコもみんなで考える！ 給食って何だろう？
オンライン だるま×中学校によりよい給食とどけ隊＠町田哲 学 対 話

無料

私たちのボランティアを語る
オンライン 法政大学多摩ボランティアセンタートークセッション

無料

無料

無料

「まちカフェ！」10days 開催期間中、団体の活動内容を紹介した動画を公開しています！ リンク先は「まちカフェ！」専用ホームページをご覧ください。
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イベント一覧

障がい者でもできること
オンライン 町田市身体障害者福祉協会

sho224uchi@yahoo.co.jp

トークセッション

無料

machidanokyusyoku@gmail.com

daruma3253@gmail.com

mft-f@mti.biglobe.ne.jp

i.touya108@hotmail.co.jp

machi.labo@machida-labo.com

090-5828-7451

i.touya108@hotmail.co.jp

080-3316-2896

asobekodomotati@yahoo.co.jp

ゆどうふ作品展示・販売会
ゆどうふフリースペース NPO法人ゆどうふ展示会

無料

info@yudofu.or.jp

asobekodomotati@yahoo.co.jp

042-794-7482 

greenheart1949@gmail.comkakehashi.machi.2020@gmail.com

machida.ehon@gmail.com

042-794-7482 

042-791-3357

tmj.judy@gmail.com

daruma3253@gmail.com

info@toy-spice.jp

ひとりでも大丈夫！ 終活のあれこれ
オンライン 認定NPO法人エンディングセンターオンラインセミナー

無料

info@endingcenter.com

tama-vc@hosei.ac.jp

陸上版カーリング『ユニカール』って何？ 作戦で参加しよう！
オンライン 町田市ユニカール協会体　験

無料

unic.machida@gmail.com

「まちだをつなげる30人」アクション宣言
オンライン 町田市市民協働推進課トークセッション

無料

042-724-4362

整体×似顔絵 整体施術1,000円、似顔絵500円

ハンドシェイクの事務所 就労移行支援事業所ハンドシェイク体　験

042-850-8498

旅するボールペン・インクカートリッジプロジェクト［ 寄贈品募集 ］
町田市地域活動サポートオフィス 一般社団法人東京アジア応援計画その他

無料

090-4470-2975

こちらの
QRコードから
アクセス！

イベント情報は
9/25（金）時点の
ものです。

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、イベント主催者へ直接ご確認もしくは「まちカフェ！」専用ホームページ（https://www.machicafe.tokyo/）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症の拡大防止チェックシート」に従って開催します。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

11/29（日）  13：00～16：00

12/5（土）  9：30～15：30

12/5（土） ・ 6（日）  10：00～17：00

12/5（土）  10：00～12：00 ※予備日12/12（土） 

12/6（日）  9：30～15：30

12/6（日）  12：00～14：00

ちょこっと体験！話してみよう外国語
町田国際交流センター 町田国際交流センター体　験

無料

042-722-426012/5（土） ・ 12（土）  13：00～14：00 / 14：30～15：30

12/12（土）  14：00～15：00

12/12（土）  13：00～16：00

12/5（土）  13：00～15：00

印刷工業組合オリジナルメモ帳販売
アベ企画の事務所 町田市印刷工業組合販　売

100円～

042-722-182812/5（土） ・ 6（日）  11：00～15：00

12/6（日）  10：00～15：00 （1回30分）12/6（日）  10：00～15：00

12/6（日）  10：30～12：00 （受付10：15～）

12/12（土）  13：00～16：00

12/12（土） ・ 13（日）  10：00～17：00

12/3（木）～14（月）  13：00～16：00 12/4（金）～6（日） ・ 11（金）～13（日）  10：00～16：00

終の住処を考えよう！－高齢期の暮らしについて
町田すまいの会 まちすま相談室 NPO法人町田すまいの会トークセッション

無料

042-788-200612/5（土） ・ 8（火） ・12（土）  14：00～16：00

12/3（木）～10（木）  10：00～17：00

12/4（金）～7（月） ・ 11（金）～13（日）  平日 10：00～11：00 / 13：00～14：00  土日 10：00～11：00

12/9（水）  10：00～12：00

12/12（土）  10：00～11：30 12/12（土）  11：00～ / 14：00～

12/5（土）  10：00～12：00

12/7（月）  15：00～17：00 ・ 8（火）  11：00～13：00 / 17：00～19：00

12/8（火）  10：00～12：00

12/5（土） ・ 12（土）  10：00～12：00

12/6（日） ・ 13（日）  13：30～14：30

12/8（火）  13：00～17：00


