平成30 年

文京総合
福祉センター
祭り
さあ、
つながろう！クレェ・デ・リアン
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10：00〜16 30

※イベントスケジュール等、詳しくはパンフレット、
ホームページをご覧ください。
※クレェ・デ・リアン（仏語）は「つながろう」という意味です。

参加自由・入場無料
リアン文京
イメージキャラクター
「ぶんにゃん」

江戸川橋公園前

稲田
←早

江戸川橋

都バス 上58
「江戸川橋」
バス停

■主催：文京区 ■運営：文京福祉センター江戸川橋 ■共催：リアン文京
■後援：文京区社会福祉協議会 ■協力：文京区障害者基幹相談支援センター、
子育てひろば江戸川橋

※詳しくはホームページをご覧ください。 ※駐車場はございません。ご来場の際は公共交通機関（電車・バス）をご利用ください。
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〒112-0006 東京都文京区小日向2-16-15 文京総合福祉センター
TEL：03-5940-2901 e-mail：nomura@team-lien.com

都バス 上58
「江戸川橋」
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※イラストはイメージです。実際のイベントとは異なります。
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さあ、
つながろう！クレェ・デ・リアン〜Créer Des Liens〜

「文京総合福祉センター祭り」
イベントスケジュールのご紹介
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オープニングセレモニー 9：45〜
1階 【エントランス】

文京区長成澤廣修より、開会の挨拶をさせて頂きます。
セレモニー終了後、絆太鼓による演奏を行います。
お楽しみください♪

ぶんぶんプロムナード 10:00〜16:00
※内容は変更になる場合があります。

【エントランス】
【café BUNBUN】
【ぶんぶんストア】
1階 【談話コーナー】
【障害者基幹相談支援センター】
【駐車場】

障害者関連団体販売（順不同）

＜参加団体＞ ○社会福祉法人復生あせび会 あかり・アビーム

○社会福祉法人佑啓会 ○ベジティア ○工房わかぎり
○ヒューライフ水道橋キャリアセンター ○本郷福祉センター 若駒の里
○文京区聴覚障害者協会女性部 ○社会福祉法人 本郷の森 銀杏企画
○文京区心身障害福祉団体連合会 ○文京区肢体障害者福祉協会 ○文京家族会

カレーライス、
たこ焼き、
ケバブ、
飲食屋台 焼きそば、
焼き鳥、
デリシャス・トッピング・ワッフル、
巻き寿司、
ホットドッグ、
クラブサンド、
ぶんにゃん焼、
飲み物
子ども縁日ひろば 【活動室1・2・3・4】
お菓子すくい、
スーパーボールすくい、
射的、
駄菓子屋さん、的当てゲーム、
おもちゃと絵本のひろば
（お話し会もあるよ）
「OSAGARI絵本」
ミニSL、いちにち動物村、
ウェルカムポップコーン
3階 【交流広場】
10:30〜12:00▶本物の白バイに乗って記念撮影♪「大塚警察署」
ピザ
飲食屋台 クレープ、
【活動室】Nゲージ体験コーナー・プラレールで遊ぼう
「東京都ボランティアリーダー会グループ」
4階 【ラウンジ2】
手作りおかし販売
「体よろこぶいきいきキッチン」

文響フェス 10：30〜16：00
4階 【視聴覚室】 ＜出演団体＞
10：30▶若竹会 11：00▶コーラス椿
11：30▶関口友和会 12：00▶若菊会
12：30▶せきだい和輪羽 13：00▶関台ファマーズ
13：30▶カラオケサークル希望 14：00▶若葉会
14：30▶舞夢 15：00▶文京サーブ・コール
15：30▶文肢協混声合唱団
「風の子」
【トレーニングルーム】
10：45▶ガランチード 11：15▶ハイビスカス
11：45▶太極拳音羽クラブ 12：15▶音工場
12：45▶ぶらり庵 13：15▶エアロゆり 13：45▶スイート ジュエルズ

ワークショップ 10：15〜15：30
4階 【多目的室】
10：15▶染色アートの世界
「Mai」
14：15▶スベスベ葉っぱのキーホルダーを作ろう
「mamamano 江幡三香」
【トレーニングルーム】14：30▶親子で始めるプレバレエ
「森下麻由」
【地域活動室】
お絵描きボード作り
「Maxell」

LIENクッキング 10:30〜15:00
4階 【料理教室】
10:30-12:30▶焼き菓子作り
「烏山福祉作業所 工房asi」
13:00-15:00▶自家製グラノラとレモンシロップ作り
「イロトリドリ」

展示企画 10：00〜16：30
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CaféBUNBUN カフェコンサート 11：00〜14：45
1階

クレェ・デ・リアン

【エントランス】 11:00▶焚火もありさ
【café BUNBUN】12:30▶吉沢美栄子＆野村美樹子
14：00▶大瀧詠一Tribute Band「LONG VACATION」

ぶんぶんプロムナード 10：00〜16：00

※内容は変更になる場合があります。

【café BUNBUN】
【ぶんぶんストア】
1階 【エントランス】
【障害者基幹相談支援センター】
【駐車場】
カレーライス、
たこ焼き、
お好み焼き、
フライドポテト、
飲食屋台 焼きそば、
ピザ、
フランクフルト、
焼き鳥、
巻き寿司、
飲み物
スーパーボールすくい、
子ども縁日 お菓子すくい、
射的、
お菓子屋さん
スタンプラリー 〜参加賞がもらえるよ！〜
（10:00〜16:00）
障害体験教室・福祉用具体験教室・認知症啓発講座
14:30〜15:30▶消防自動車と記念撮影♪「小石川消防署」
ミニSL、
ウエルカムポップコーン、ふれあい動物園
3階 【交流広場】
飲食屋台 くまさんカステラ、
クレープ
【活動室】Nゲージ体験コーナー・プラレールで遊ぼう
「東京都ボランティアリーダー会グループ」
4階
【ラウンジ2】手作りおかし販売「体よろこぶいきいきキッチン」

文響フェス 10：30〜16：30

4階 【視聴覚室】

＜出演団体＞ 10:30▶文京ウェルファー・コール
11:00▶ママン・デュ・ソレイユ 11:30▶うざいる
12:00▶ふくの会 12:30▶華みずき 14:00▶琴玲会
14:30▶市ヶ谷ゴスペルクワイヤー 15:00▶アンサンブル・ジターノ
15:30▶和太鼓 破魔
4階 【トレーニングルーム】
＜出演団体＞ 12:15▶カーレット文京club
12:45▶しのぶ会 13:15▶キルティング・パーティー
4階 【リフレッシュルーム】
13：45▶落語〜出演／瀧川鯉津（たきがわ こいつ）
〜

ワークショップ 10：00〜15：30

1階 【活動室3・障害者基幹相談支援センター】
10：00-15：30▶障害体験教室・福祉用具体験教室
13：00、14：10▶認知症啓発講座「岩佐まり」

4階 【多目的室】
10：00、11：00▶ハーバリウム
「色の会」
12:45▶英会話「東洋大学グローバルサービス株式会社」
14：00▶染色アートの世界
「Mai」
【トレーニングルーム】
10:45▶しゃかたんを作って音楽を楽しもう！
「ペットボトルオーケストラ」
14:00▶カポエイラ
「オンダカンパニー」
15:15▶応急救護体験〜キミも救急隊員「小石川消防署」
「仲地菊乃」
【地域活動室】消しゴムはんこで!

LIENクッキング 10：30〜15：00
4階 【料理教室】
10:30-12:30▶手打ちうどん
「折原由美子」
13:00-15:00▶手作り味噌体験
「田吹日出子」

展示企画 10：00〜16：30

3階 【ホール】
「手形・足形・どうぶつひろば」子育てひろば江戸川橋

3階 【ホール】
「手形・足形・どうぶつひろば」子育てひろば江戸川橋

4階 【地域活動室ABC】アートギャラリー
寿作品展（文高連大塚地区） いきいき作品展 リアン作品展

アートギャラリー
4階 【地域活動室ABC】
寿作品展（文高連大塚地区） いきいき作品展 リアン作品展

ぶんぶんまるしぇ

ぶんぶんまるしぇ

※イラストはイメージです。実際のイベントとは異なります。 ※この他多数のイベントが開催されます。 ※ワークショップは事前申込と当日受付があります。詳しくはパンフレット、ホームページをご覧ください！
（※雨天時、
その他の都合によりイベントが変更になる場合があります。）

