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エコル
ぴよぴよクラブ
特定非営利法人

作品の販売

（手作り小物

容

ポス
ター展

、クリスマスリース、ポーチ等）

無添加の手作りカステラ販売

市民活動を支える会 ①ヨーヨー釣り ②パン販売

朗読「征の会」
ＮＰＯ法人

内

現代民話群読

タライ２個のスペースをお願いします。

○
○

民話語り

命を大切にする小田原を創る会 野菜たっぷりヤキソバ

Ｓポップス

メンバー７人（予定）によるオカリナ演奏とギター弾き語りです。

○

高校生ボランティアグループ「パレット」 綿菓子実演販売 防災の展示

リサイクル水樹
小田原バリアフリーを考える会

展示 手作り品の展示と販売（エコたわし、あさり貝のストラップ、松ぼっくりツリー古布
お年玉、創作寿司） 販売 フリーマーケット、古衣服
・バリアフリーマップの展示 ・バリアフリーパンフレット配布 ・募金箱の設置

会誌『小田原地方史研究』の割引販売 及び会員の成果物（一般向け地方史孝作）の販
小田原地方史研究会
売
1・文芸誌「酒匂川」展示と販売 2・エッセイワークショップ エッセイを書いてみよう～
文芸誌「酒匂川」の会
誰でも書けるエッセイ作り体験～（人数制限あり）
・活動報告 ・支援している洋裁学校の生徒の作品 ・ネパールの物産物（カシミアやパ
ＮＰＯ法人 ネパール教育支援の会 NESA シュミナのショール他）・ネパール式ミルク紅茶（チャイ）販売
パソコンを使ってｲﾝﾀｰﾈｯﾄの閲覧、デジカメ写真の取り込み、名刺を作成するなどの体
特定非営利活動法人パソボラサークル 験をしてもらう。

○

○

美育ボランティアグループhanaめーく 花器作りと、花一輪体験。

藤の会
エコホビーシジミ
小田原生（いき）ごみクラブ
城下町スポーツクラブ

・絵手紙展示 ・体験は絵手紙を描いてもらい本人宛に切手を貼って、ポストへ投函しま
す。後日自分の描いたはがきが自宅へ届く感動を味わって頂きたいです。
・フィルムケースで小田原ちょうちんストラップ作り。有料1個100円 ・小物販売
①段ボールコンポスト。。。2個 ②機材。。。10個 ③展示する。。。ＰＲ用パネル。。。3～４枚
④ＰＲ用旗。。。２枚（横幕。。２枚（机の前用です）） ⑤良く出来ているお花（堆肥を使って
出来たもの）１～２ヶ ⑥展示用。。。写真集（パネル２～３枚） ⑦飾付用。。。飾りもの少々
⑧その他
ボッチヤ(障がい者スポーツ)の体験

○

3033運動ブース（握力測定）

壁面表示 ・放射能土壌汚染マップ（神奈川と全国）・高レベル放射能廃棄物の最終処分
候補地のマップ・世界の電力供給変化のグラフ・大地震のリスク
アンケート チラシ
配布
国際協力の活動 アフリカのエチオピアの子供たち、女性たちへの教育支援識字教育
世界平和女性連合神奈川第八連合会 支援等をしています。 バザーの収益金を支援金として送っています。同時に現地の様
子をパネルに展示し、理解をしていただきます。

さよなら原発小田原

小田原良寛会
ガールスカウト神奈川県第１３団
書道指導者育成協会
温暖化防止アクショングループ
絇布の会
骨盤体操赤心クラブ
編み物サークル
酒匂川ネットワーク会議（SNK）
小田原鉄道歴史研究会
西湘日中友好協会
西湘カウンセリングの会
大正琴愛好会「花」
小田原少年少女合唱隊
新日本婦人の会小田原支部
朗読フレディ

○

良寛クイズ、古文字クイズ(賞品あり!)
焼鳥

お煎餅

書道体験 水書と木書
地球温暖化の原因と悪影響やその具体的対策をパワーポイントで示す。また対策のた
めの具体的実践法を体験学習するための機器を展示し、かつ実体験をしていただき、
そして家庭での実践に結びつけたい。

○
〇

・アクセサリー販売 ・手作り小物の展示販売
カイロプラクターによる姿勢チェック、未病対策（腰痛・肩こり・頭痛・ひざ痛・自律神経
症）となる姿勢の悪さからの原因を見付け、対応策、体験してもらう。
編物作品の展示・販売
○イヤリング-鮎 毛鉤を参考に ○ブローチ

○装飾品ペンダント ○スタンド飾り物

・鉄道模型の体験運転・デモンストレーション（有料）・絵ハガキ、絵本の販売
餃子販売（水餃子、焼き餃子） 中国東北地方に伝わる餃子の味を味わっていただく。
・人とのつき合いは、まず自分を知ること。その結果、コミュニケーションもうまく取れる
ようになります。性格診断テストを利用して質問に答えてもらい、結果をグラフ化したも
のを見て頂きながら、各人に解説します(一人１５分～２５分位) ボードに会の紹介記事
を貼ります。 ・パネルに会の紹介記事を貼ります(模造紙大) ・中学生～高齢者対応
大正琴の演奏に合わせて、よくご存知の懐かしい歌を、みんなで一緒に歌います。
ＣＤ販売

パフォーマンス歌

・活動成果物の展示

Xmasの歌

・不要品販売

朗読
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・チョコレートなど販売

○
○

団

体

名

内

容

ポス
ター展

着物・洋服不用品をリメイクしチュニックコートやワンピース、ブラウス、スカート、バッグ
や小物（動物）、編物ケープ、ペットボトル入れ、ぬいぐるみ手袋等１年間の製作発表展
示。
いけ花の体験講座 対象者は子供から大人まで男女問わず
※お願い 机を昨
お堀端地区伝統文化いけばな親子教室 年同様でお願いします。
団体よりのアレンジ作品の展示 Ｘｍａｓ用の簡単なステックツリーの作成体験 費用＠
さくらんぼの花教室
３００円～５００円
コミュニティーカフェサロン「たんぽぽ」 ①パンと飲み物 ②手作り小物

ときめきクラブ

ブルーミングスタイル
おだわら・九条の会
尊徳思想継承歌謡会
NPO法人おだわらシネマトピア
山岳集団ベルククラブ
ものつくり結の会
NPO法人 サポートＫＡＺＥ
サークル・ちぎり絵
MOA美術館

おだわら美の友会

アトリエＭ アートクレイシルバー

★フラワーアレンジメントの作品展示及び販売
ワークショップ（ハーバーリウム・プリ
ザーブドフラワー）
・憲法9条や平和に関する展示 ・九条まんじゅう等の販売
今、乱れた世を、「人として生き方、考え方」を学んで少しでも当、ご生誕地より、活動を
活性化するように、「金次郎像」が、教えている大切なポイント（基本的）を「歌に託し、よ
り多くの人々に理解を求めること！「教訓を歌で学びましょう～」を主目的として「パン
フレットを配布し、解説と、歌唱指導」をご披露します。
パンフレット 映画祭Ｔシャツ等販売 ・（コーヒー＋クッキー）、（紅茶＋ミニケーキ）、
（ポテトスープ＋パン１切れ）各セット300円又は単品150円
・山岳活動写真の展示 ・身体障がい者登山会の写真の展示 ・身体障がい者登山会の
計画書及び報告書の展示展示
・ちりめん小物

○
○

・ストラップ作り体験

○コーヒー販売 ○手作り手芸品の販売
・来年の干支(亥)の制作を体験(簡単なもので30分位で仕上がります。）・生徒さんの作
品展示
茶道の中で、略盆点前（気楽に簡略化された点前）を子どもから大人まで一緒に点前を
する体験。自分が点てたお茶を、召し上がっていただきます。（お菓子付）
・アートクレイシルバー（銀粘土）の紹介 ・銀粘土を使用して作るアクセサリー等の工程
の説明 ・作品の展示販売・参考テキスト等の展示

○

○

ハーモニカ・ジョイ・メモリーズ

ハーモニカ演奏
応急手当勉強会（登録団体）と一緒に心肺蘇生とＡＥＤの体験ブースを行ないます。※応
赤十字神奈川支部防災ボランティア第７ブロック
急手当勉強会と隣合わせでのブース配置をお願いします。

劇団摩訶不思議
萌木の会
森のなかま
家庭倫理の会 小田原
こどもの環境を育む会

・グッズ販売（ＣＤ他）

・パンの販売（足柄パン）

ヨーヨー釣り
・間伐材を使って作成したベンチの展示
ど（対象者：大人､子ども、すべて）

・ライブパフォーマンス

○
・間伐材の丸太切りやクリスマスツリー作りな

磯辺焼

パン・農作物の販売
医療生協かながわおだわら川東支部 健康チェック(体組成計、血圧) わかめ・昆布販売
１.当会の活動報告、活動計画 （ポスター・チラシの展示や配布） ２.小田原版「家事育
児についてのアンケート」結果展示＊このアンケートは平成２９年度小田原市との協働
小田原えがりて
事業です。 ３.来場者へ「あなたの家事・育児について」のシール貼実施 4.「女性の働
き方」に関連した身近な情報発信

KHMフェアトレードショップ

○

パレスチナオリーブオイル タンザニアオーガニックインスタントコーヒー”アフリカフェ”
フィリピンルソン島北部先住民族の手作り”カラバオ箸”ネパール手すき紙、ハンドペイン
トのカレンダー8種 ペルー、ボリビアからアンデスのアルパカの製品、全て自然色
フィリピンマニラ郊外手作り”布遊びリュック”

外郎売の口上研究会

お菓子、おもちゃ釣り ・ＪｅｗｅｌｒｙＬｅｍｏｎ（ゼリー入り片浦レモンサイダー）
体験講座 学習を通じて、経験ゆたかなシニアとたくさんの事を学びたいジュニアの
創造を交流の場①事前または当日のシニアの参加可②事前または当日ジュニアの参
しゅんぺい学習会
加可（英・数・国・または（ｓｃｒａｔｃｈ）・パソコンの学科を予定）
コンピーターグラフィックで巡る500前の小田原500年後の小田原バーチャル観光 タ
イムスリップ体験 500年前の小田原の街並みと500年後の小田原の街並みをコンピー
バーチャルリアリティーワールドを知る会 ターグラフィックで再現 映像でタイムスリップ体験する。※具体的方法としてはプロ
ジェクターで映像を映しマイクを使って語り人が案内する。
防災グッズ（常備品、非常持ち出し品、防災食品等）の出店と立会説明 防災関係資料
西湘災害ボランティアネットワーク （冊子など）、パネル、パンフレット等の出展提供。

小田原友の会

○

展示・・・友愛セールの製作品（鍋帽子・スモックエプロン等） 販売・・・住宅用洗剤（アルカ
リウォッシュ） 乾物類 その他 書籍 掃除の本・鍋帽子の本・家計簿 その他
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○

○

団

体

名

内

容

ポス
ター展

「ホゴちゃんのぬりえ」 社会を明るくする運動の啓発展示と子どもを対象とした「ぬり
えｺｰﾅｰ」の設置。 社会を明るくする運動のキャラクターである更生ペンギンのホゴ
小田原市社会を明るくする運動推進委員会 ちゃんのぬりえをしてもらい、参加賞としてホゴちゃんのイラスト入りクリアファイル（数
量限定）または菓子を渡す。 着ぐるみホゴちゃんも登場させ、１時間ごとに各回５分～１
０分程度で、適宜登場。

ボランティアグループＳｙｎａｐｓｅ
認定NPO法人 小田原なぎさ会
応急手当勉強会
たのしい輪の会
リープリング
聯＆聯坊童子
日本舞踊「征世会」
旭丘高等学校吹奏楽部
湘南西支部婦人会
ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団
マロン５

ホップコーン ステッカー（シール）販売
展示 絵。習字 販売 アクセサリー（指輪・ピアス他） エコキャップマグネット 飲み
物（ジュース・お茶）
赤十字神奈川支部防災ボランティア第７ブロック（登録団体）と一緒に心肺蘇生とＡＥＤ
の体験ブースを行ないます。※赤十字神奈川支部防災ボランティア第７ブロック応急手
当勉強会と隣合わせでのブース配置をお願いします。

○

①ワークショップ(プログラミング体験(描いた絵を動かす)、ペンキ塗り工作(木製品ペ
イント)) ②ジュース、菓子の販売など ③その他(防災やセキュリティ対策の啓発)
ビーズアクセサリー、布小物等販売
えっさほい踊りの演舞
日本舞踊(新舞踊)の発表
東口での吹奏楽演奏
韓国料理

綿菓子

・団体の活動を紹介するパネル及びチラシを設置する。

○

大正琴とドラムの演奏
・アロマ膝ケア（単体ＯＲお土産オイル付き50ml ・ドライヘッドスパ ・アロマハンドトリート
AromaClayColor健康活力癒しコーディネーター メント+クレイパック(説明会で考えます) ・クレイと手作り石鹸・アロマオイル・マッサー
ジオイルの販売

おだわら児童館連合

○展示・販売 児童館に来たこどもたちと一緒に作った作品（クリスマスオーナメント等
の予定）の販売、フリーマ-ケット等 ○パフォ-マンス 親子で楽しめるダンス・手遊び、
パネルシアター、絵本読み聞かせ（コンサートリーディング）等

縁結び小田原

活動内容の紹介、写真の展示など

○

鉄道模型工房オロネ地域サポートチーム ・模型鉄道運転会 ・古書雑貨販売
ＤＶ/デートＤＶ防止啓発展示（・啓発パネル、バナースタンドの展示・パープルリボンの配
布） ※基本的には展示スタイルの範囲内で来場者が参加できるものも検討している
小田原市人権・男女共同参画課
が、詳細未定。

小田原市地域政策課

①自治会連合会パズル（ホワイトボード）、自治会名クイズ（スケッチブック） ②ボラン
ティアタイプ分けチャート（配布又は展示） ③市民活動応援補助金・提案型協働事業の
紹介（展示及び配布） ④地域コミュニティの紹介（展示及びぬり絵）

小田原市文化政策課

ときめき国際学校、小田原海外市民交流会、地球市民フェスタ等の国際交流事業に関す
る展示

小田原華道協会
日本語教室いろはの会
NPO法人小田原ガイド協会
鷹俳句会小田原
エコロジカルコミュニティあおいほし

傾聴かなコミ小田原
箱根ボランティア解説員連絡会
小田原文化サポーター
NPO法人小田原市生涯学習推進員の会

団体紹介のポスター展示のみ

小田原録音奉仕会
おだわら樂友会
小田原音楽連盟
傾聴ボランティア「ミミの会」
託児ボランティアグループ「はちの会」

神奈川県西部子ども劇場協議会
小田原通勤ネットワーク
にこにこ太極拳
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〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

