
 

ふじえだ市民活動支援センター通信
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回 

覧 

入場無料 

日時：令和 1 年 12 月 7日(土) 
   9：45～15：00 (開場 9：15) 

会場：生涯学習センター 

＊駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用

いただくか、乗り合わせの上ご来場ください。 

式典・無料上映会  9：45～ 

ステージイベント  13：30～15：00 

13：30 ふじえだ花ふじ会   ・着物ショー (きもの今昔)  

13：50 Miracle(ミラクル) ・日本昭和歌謡ダンス 太極舞 

14：10 辻本真友みさんによるトーク  

パリ Japan EXPO での着物ショーの紹介 

14：20 夢づくり東海道を楽しく学ぶ会  ・もったいない着物リメイクショー 

 14：40 志太マンドリン・ギターアンサンブル 

   演奏曲 いつも何度でも(千と千尋の神隠し)、川の流れのように他 

を開催します 

Dr. Seuss' How The Grinch Stole Christmas” © 2000 LUNI Productions Gmbh 

& Co KG. All Rights Reserved. “Dr. Seuss' How The Grinch Stole Christmas” 

“The Grinch” and Dr. Seuss characters TM and © Dr. Seuss Enterprides.L.P. 

 

!!鑑賞には事前配布するチケットが必要です!! 
 

【配布場所】 *各施設開館日のみ、11/5(火)より先着順で配布 

●ふじえだ市民活動支援センター(文化センター2階) ●岡部支所 

●市民活動団体支援課(市役所東館 4階) ●生涯学習センター 

市民活動団体等を表彰する式典にあわせ、 

アニメ映画 グリンチ を上映します。 

声の出演：大泉洋、杏、秋山竜次（ロバート） 他 

あらすじ：クリスマスが大嫌いな捻くれ者のグリンチは、「自らサンタクロースに

化けてみんなの“クリスマス”を盗んでしまおう」と画策するが―！？ 

「人と人との心のつながり」を感じられる、大人から子どもまで楽しめる映画です。 

他にも市民団体によるワークショップや物販、こども食堂、縁カフェなど

楽しい企画が盛りだくさん！詳しくは中面をチェック！ 



 
 
 

     

ディーセント‘18 

体験農園で作った有機野菜 

の販売 

(大根、カブ他)   

 

志太マンドリン・ギターアンサンブル 
 

マンドリン、ギターを 

実際に触り、体験できます。 

生活クラブ 
 
こねこねしながら好きな 

形の石鹸を作ろう。 

限定 30人 

材料費：100円 

ふれあいサタデーパーク 
 
わら細工でお正月飾り! 

作った作品を玄関に飾って 

お正月を迎えよう♪ 

材料費：大人 300円 

 
 

絵付け体験教室 グレース 
 干支のネズミの置物の絵付け。  
限定：15人 
材料費：大 250円・小 200円 
 ＊台つき、ポスカ使用します。 
 

   
 
 
 

 

似顔絵ウフフ 

あなたのステキな笑顔を

描きます!! 

材料費：1人描き 200円   

    2人描き 400円   

 

 
 

パソ楽 

ご希望の名刺をその場で

作ります 

材料費：1シート 100円 

 
 

趣味の会 
 
干支のちりめん細工。 

限定：10人 

材料費：500円    

 

 
 

折り紙の会 
 

ポチ袋や風車を作ろう！ 

材料費：無料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベーカリーカフェ風 
 

菓子パン、総菜、焼き菓子、

パスタなどの販売   

 

 
 
 

 

心愛会 
 

パン、座布団、雑貨など

の販売   

 

 
 
 

 

夢づくり東海道を楽しく学ぶ会 

もったいない市場 洋服、その他（有料）  

 

 
WS 11 時 

物販 10時 30 分 

START!! 

 



 

出張！ 11：30
～ 

ランチトーク｢縁カフェ｣ 
12：30
～ 

ランチや飲み物を囲みながら楽しく交流を 

深めるチャンスです。どなたでも参加できます。 

参加料：500円（お弁当、デザート、飲み物他） 

申込：ふじえだ市民活動支援センター 

締切 令和 1年 11月 15日(金) 

TEL 054-646-3555 

未来に向けてコミュニケーションの場として 

手作りの食事を作っています。 

どなたでも参加できます。 

是非こども食堂の体験をしてみてください。 

先着：100食 

参加料：こども 無料、おとな 500円の寄付 

Fボラコーナー 

藤枝ボランティア（通

称：Fボラ）活動の紹介。 

新規登録者には、ポロ

シャツプレゼント！ 

“できること”から 

はじめてみませんか？ 

昨年のフォーラムの様子 

スタンプラリー 

 

いろんなコーナーを回ってスタンプを集めて 

豪華プレゼントをゲットしよう！ 

 
                ※イラストは 

イメージです 
  

協賛企業（敬称略、順不同） 

エスエスケイフーズ㈱/大井川農業協同組合/東洋水産㈱ 

 

市民団体の活動をパネル展示で紹介します。 

物販は 

大賑わい！ 

みんなで 

バルーンアート 

に挑戦！ 

縁カフェで 

ランチトーク！ 

活動をＰＲ♪ 

Ｆボラ 

大活躍！ 



 2011年にダンス好き 10人が集まり、スタートしたMiracle は、ZUMBA・DISCOWORLD・太極舞・ 

ピラティス・セルフリンパマッサージ等、様々なフィットネスを楽しんでいます。 

いつも笑顔のメンバーが作り出す雰囲気は、とても温かいので、初めての方や、一人で参加の方もすぐに仲良

くなれます。 

有志のメンバーで「世界お茶祭り」「オーレ藤枝」「て～しゃばストリート」「FUJICO フェスタ」や市内のイ

ベントに参加して、「笑顔と元気」をお届けしています。この活動を通して、それぞれが目標を持つことで、体

力がつき、表現力や美しさに対して向上心を持てるようになりました。 

現在 30 代から 70代の 30人の会員が楽しく活動しています。参加、見学は自由です。お待ちしています。 

活動日 毎週土曜日 ピラティス 

          ZUMBA・DISCOWORLD   

    隔週火曜日 太極舞 

          セルフリンパマッサージ 

活動場所 稲葉地区交流センター 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 090-7040-1703(鈴木) 

 

09070401703 

 

10時～10時 40分 

10時 45分～12時 

9時 45分～10時 45分 

11時～12時 

 

かぼちゃとさつま芋の和菓子作り体験教室 

日時：令和 1年１１月１６日（土） ９：３0～1１：３0   

会場：青島北交流センター２Ｆ料理実習室 

講師：田辺万里子さん 

定員：１６名(定員になり次第締切) 

料金：８００円 

持ち物：エプロン・三角巾・布巾  

申込み：１１月９日（土）～１３日(水) 

 TEL 090-7672-5682  デイーセント‘１８ 大石 

実りの秋 甘い和菓子はいかがですか？ 

年賀状講座 

日時：令和 1年 11月 22日(金) 

9：30～11：30 

会場：ふじえだ市民活動支援センター  

       (藤枝市文化センター2F) 

定員：8名(先着順) 

持ち物：パソコン・筆記用具 

料金：500円 

申込み： 

ふじえだ市民活動支援センター  

TEL 054-646-3555 

パソコンで年賀状を作りましょう 

静岡友の会 友愛セール 

日時：令和 1年 1２月 1０日(火) 10：00～11：00 

会場：日本福音ルーテル栄光協会（藤枝礼拝堂） 

    (藤枝市瀬戸新屋 296-1) 

内容：会員によるお菓子、手作り製品販売 

 ＊直接、会場にお越しください。 

問合せ：静岡友の会 

  TEL:054-644-3113(担当：久木野) 

 

手作り満載です！！！ 

センターからのお知らせ 

支援センターのホームページでは、 

イベント・講座情報などを掲載中！ 

ぜひアクセスしてみてください♪ 

センターHP 

Miracle(ミラクル) 


