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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
■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。

http：//care-net.biz/13/lien/
http：//bunkyofukushi-matsuri.jimdo.com/

リアン文京
イメージキャラクター

「ぶんにゃん」

10：00～16:00

さあ、つながろう！ クレェ・デ・リアン
※クレェ・デ・リアン（仏語）は「つながろう」という意味です。

11/2（土）9時45分からオープニングセレモニーを開催します。

2 311 22 33土 日

文京総合
福祉センター
祭り

令和元年

参加自由・入場無料
※一部有料



「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

※写真、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。）

【談話コーナー】【エントランス】【カフェ BUNBUN】
【ぶんぶんストア】

オープニングセレモニー ◎9：45～
1階

ぶんぶんプロムナード ◎10:00～16:00

文響フェス ◎10：00～16：00

障害者関連団体販売（順不同）
【障害者基幹相談支援センター】【駐車場】

1階

3階

4階

【交流広場】3階

飲食屋台

ぶんにゃんキッチンカー

子ども縁日ひろば

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

【活動室1・2・3・4】

ひろばのお子さんがオリンピック選手に変身しました！

高齢者・障害者の方の手作り作品を販売しています。

一日楽しめる、懐かしいゲームや、美味しい屋台がいっぱい！
焼きそば、ピザ、令和元年 デリシャスホットドッグ（2日のみ）
押し寿司、カレーライス、焼き鳥、フランクフルト、ケバブ、たこ焼き、
ぶんにゃん焼き、クレープ、ジュース

おかしすくい、スーパーボールすくい、ケーブルわなげ、
あらぶんちょくんが来るよ！「東京ケーブルネットワーク株式会社」、 
ポップコーン、バルーンアート、幼児むけボールプール、あそボール
10:30～12:00▶工作ワークショップ「お面づくり」 
10:30～12:00▶おりがみ体験「折り紙の会」、 
13:00～16:00▶なんでもロケット発射マシーンをつくろう！「オカメ屋ユウコ」 
13:00～16:00▶OSAGARI絵本出張販売「OSAGARI絵本」
11:00～16:00▶電車で遊ぼう！運転体験・プラレール遊び

　　　　　　　　　　　　　　　　　＜参加団体＞○社会福祉法人佑啓会　○工房わかぎり
○本郷福祉センター若駒の里　○社会福祉法人本郷の森 銀杏企画　○就労移行支援事業所リバーサル
○茗荷谷クラブ　○文京区肢体障害者福祉協会　○文京区心身障害福祉団体連合会
○文京区聴覚障害者協会女性部　○社会福祉法人復生あせび会 あかり・アビーム

【視聴覚室】4階

4階

＜出演団体＞10:30▶若竹会　11:00▶せきだい和輪羽　11:30▶舞夢
12:00▶若葉会　12:30▶みんなで歌いましょう プラチナ＆コーラス椿
13:00▶関台ファマーズ　13:30▶若い芽コンサート
14:00▶ママン・デュ・ソレイユ　14:30▶文肢協混声合唱団「風の子」
15:00▶和太鼓 破魔

10:30～12:00▶キラキラクッキーを作ろう（ロシアンクッキー）世田谷区立烏山福祉作業所「工房asi」
13:30～15:00▶いもをもっと知ろう～しぜんキンダーブック「株式会社 フレーベル館」

【料理教室】4階

LIENクッキング ◎10:30～15:00

展示企画 ◎10：00～16：00

＜出展団体＞○絵手紙江戸川橋タンポポサークル ○絵手紙同好会へたでいい会 ○文京区更生保護女性会 ○手芸の会

「りぷりんとフレンズ文京」さんによる楽しい読み聞かせの時間です。
親子企画～読み聞かせ ◎14：30～15：00

歌や楽器演奏、ダンスなど、さまざまなイベントが楽しめます。
スタートから終了まで、約30分ごとに出演団体が交代で活躍します。

ワークショップ
【多目的室】4階

4階

10:30～12:30▶座輪話 ざわわ～みんなが集まる場所～「座輪話」／
UVレジンのキーホルダー／お花をふんわりとパステルで描いてみよう／お話(^▽^)ライブペインティング
14:00～16:00▶ 水墨画体験教室「瀬知エリカ 一般社団法人国際墨画会」

【リフレッシュルーム】
10:00～15:00▶ あなたの血管大丈夫！！「リアン文京」

キッズからシニアまでの方がクッキングを通して多世代間交流が
できる場所を提供します。

文京福祉センター江戸川橋で活躍されている皆さんの作品を展示します。

ぶんにゃんcafé タピオカミルクティー
自主生産品販売「工房asi」

特殊詐欺被害防止コーナー「文京区危機管理課」

10:30～12:00▶バルーンアート　10:30～12:00▶本物の白バイに乗って記念撮影「大塚警察署」　
10:00～16:00▶移動動物園　10:00～16:00▶ミニSLに乗ろう！

＜出演団体＞
10:45▶GRBCガランチード　11:15▶ハイビスカス　11:45▶太極拳音羽クラブ
13:15▶カーレット文京club　13:45▶エアロゆり　14:15▶音工場　14:45▶のびのびダンスクラブ

【トレーニングルーム】

アートギャラリー
寿作品展
＜出展団体＞○関口友和会 ○若菊会 ○小日水長寿会 ○若竹会 ○関水クラブ

いきいき作品展

「ひろばオリンピック」

【ホール】

3階 【子育てひろば】

【地域活動室ABC】

12:00～16:00▶あなたのまちへ～ムダゼロキッチン～おいしくSDGｓを学ぼう

4階 【ラウンジ】

【廊下】

ぶんぶんまるしぇ

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ないます。お楽しみください♪

心ふっくら楽しいね！親子でわくわくおはなし会「近藤千春」

「瀧川鯉津」（たきがわこいつ）

親子企画～読み聞かせ ◎14：30～15：00

落語 ◎13：45～　
3階 【子育てひろば】

11 3 日

1階

1階

【活動室１・２・４】

飲食屋台

子ども縁日ひろば

子ども縁日ひろば

【障害者基幹相談支援センター】サイコロトーク

焼きそば、ピザ、押し寿司、カレーライス、焼き鳥、
フランクフルト、ケバブ、たこ焼き、クレープ、ジュース

おかしすくい、スーパーボールすくい、輪投げ、ポップコーン、バルーンアート、幼児むけボールプール、あそボール
10:00～15:30▶電車で遊ぼう！運転体験・プラレール遊び
10:30～12:00▶ 東京こどもわくわくワークショップ「東京こども専門学校」
13:00～16:00▶なんでもロケット発射マシーンをつくろう！「オカメ屋ユウコ」
13:00～16:00▶お仕事体験 300円店長の絵本屋さん「OSAGARI絵本」

10:00～15:00▶障害のある方と話してみよう★
　　　　　　　 もれなくお菓子がもらえるよ！ボーナスチャンスあり(^▽^)

14:30～15:30▶消防自動車と記念撮影♪「小石川消防署」

10:00～12:00▶バルーンアート　10:00～16:00▶移動動物園
10:00～16:00▶ミニSLに乗ろう！

ぶんぶんプロムナード ◎10：00～16：00

【エントランス】【カフェ BUNBUN】1階

【交流広場】

【駐車場】

3階

ミニバザー「文京家族会」【ラウンジ】4階

カフェ BUNBUN カフェコンサート◎10：00～15：45

10:00▶Locopelli　11:30▶獨協中学・高等学校 軽音楽部 RP/ぬーぶず
13:00▶キルティングパーティー
15:00▶大瀧詠一TributeBand  LONGVACATION

クレェ・デ・リアン

文響フェス◎10：00～16：00

ワークショップ◎10：00～16：00

LIENクッキング◎10：15～16：00

【視聴覚室】

【トレーニングルーム】

4階

4階

＜出演団体＞10:30▶文京区民生・児童委員コーラス部文京ウェルファー・コール　
11:00▶カラオケサークル希望　11:30▶若菊会　12:00▶ふくの会
12:45▶アンサンブル華みずき　14:00▶琴玲会　14:30▶アンサンブルジターノ

歌や楽器演奏を楽しめるイベント。

【多目的室】
自由に飲食ができるスペースがオープン。
飲食スペース
1階 協力：文京手話会

に待機しています。

手話通訳
1階 4階

バラエティに富んだ内容のイベントがたくさん！

10:15-13:00▶基本の和食塾 『お米の研ぎ方を学ぶ』「高井英克」
14:00-16:00▶光るグミ＆フロートを作ろう「食育×科学 れしぴ研究所」

【料理教室】4階
キッズからシニアまでの方がクッキングを通して多世代間交流ができる場所。

【地域活動室ABC】

※作ったものはお持ち帰りいただけます。

10:30-12:00▶染色アート「Mai」
14:00-16:00▶陶芸体験教室  豆皿を作ろう「あがの陶房　渡辺みゆき」

【多目的室】

10:00-12:00▶あなたの血管大丈夫！！「リアン文京」【リフレッシュルーム】

4階

4階

【リフレッシュルーム】　みんなで笑ってつながろう♪4階

10:45▶しゃかたんを作って音楽を楽しもう「NPO法人サウンドクリエイター」
13:45▶みんなで歌おう　クレェ・デ・リアン「リアン文京」
15:00▶応急救護体験～キミも救急隊員「小石川消防署」

3階

4階

ひろばのお子さんがオリンピック選手に変身しました！

高齢者・障害者の方の手作り作品を販売しています。

展示企画 ◎10：00～16：00

◎10：00～16：00

　　　　　　　　　　＜出展団体＞〇絵手紙江戸川橋タンポポサークル
〇絵手紙同好会へたでいい会　〇文京区更生保護女性会　〇手芸の会

リアン文京の利用者による作品展です。

文京福祉センター江戸川橋で活躍されている皆さんの作品を展示します。

アートギャラリー

寿作品展
＜出展団体＞〇関口友和会　〇若菊会　〇小日水長寿会　〇若竹会　〇関水クラブ

いきいき作品展

リアン作品展・みんなの工房

「ひろばオリンピック」【ホール】

ぶんぶんまるしぇ

両日ご利用いただけます。

11 2 土

さあ、つながろう！クレェ・デ・リアン～Créer Des Liens～


