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第 24回障害者週間記念事業「ふれあいフェスティバル」開催について 

 
★市内の障害者福祉施設 21 事業所が合同で福祉バザーを実施 
松戸市では毎年、障害者福祉に対する市民の理解の深まりと、障害がある方々の社

会参加への意欲促進を目指して、障害者週間記念事業「ふれあいフェスティバル」を

開催しています。市内障害者福祉施設による福祉バザーとしては最大のイベントであ

り、24 回目の開催となる今年度は市内 21 施設が参加します。 
 「ふれあいフェスティバル」会場内では、音楽や和太鼓の上演、チーバくんや松戸

さんといったマスコットキャラクターとの交流イベント、スタンプラリーや来場者プ

レゼント抽選会などを実施することで、小さなお子様でも楽しみながら、障害がある

方々とふれあえる内容となっています。ぜひご家族連れでご来場ください。 
 
１．開催日時  平成 29 年 11 月 17 日（金）～18 日（土） 

10：00～15：00 
※天候により中止になる場合があります。 

 
２．開催会場  松戸中央公園（市民プール跡地） 
 
３．販売内容  市内障害者福祉施設 21 事業所による自主生産品の展示即売 

・食品：パン、焼菓子、クッキー、せんべい、あられ、饅頭、

ドーナツ、とうふ、野菜 等 
・雑貨：刺し子布巾、竹紙・和紙製品、さをり織り、陶芸品、

縫製品、クリスマスリース 等 
 
４．来場者向けイベント 
①音楽等の上演イベント … 11 月 18 日（土）のみ実施。 

市内 4 団体が音楽、演劇、和太鼓を上演します。 
《実施予定プログラム》 

時間 団体名 上演内容 

10：00~10：30 まつどだっこんちぇると ブラスバンド 
10：45~11：15 劇団人の森(ｹﾞｷﾀﾞﾝﾋﾄﾉﾓﾘ)ケチャップ 演劇 
12：30~13：00 楽鼓の会(ﾗｯｺﾉｶｲ) 和太鼓演奏 
14：20~14：50 ユーカリ楽団 吹奏楽 

 
②松戸市応援キャラクター・松戸さん、千葉県ＰＲマスコットキャラクター・チ

ーバくんが来場者と交流 
ⅰ）松戸さん  11 月 18 日（土）のみ登場。 
       【出勤時間】①11：30～12：00 

②13：20～13：50 
 



 

・会場内イベント上演スペースにてチーバ君と一緒にダンスを披露。 
・来場者とのじゃんけん大会を実施。景品に松戸さんグッズをプレゼント。 
・18 日（土）の開催時間中は、2 回の出勤時間以外にも随時会場にてグリー

ティング。来場者と写真撮影。 
 

ⅱ）チーバくん 11 月 17 日（金）～18 日（土）両日登場。 
・開催時間中、会場内にてグリーティング。来場者と写真撮影。 
・18 日（土）には松戸さんと一緒にダンスを披露。 

 
③スタンプラリー … 会場内で買い物をしてスタンプを集めた方に、チーバく

んグッズをプレゼント 
※プレゼントされるグッズは抽選で決まります。 
※台紙が無くなり次第終了させていただきます。 

 
④来場者プレゼント … 事前配布・当日配布チラシを持参した方に、自主生産

品をプレゼント。 
※プレゼント品が無くなり次第終了させていただきます。 

 
⑤バルーンアート … バルーンアートを目の前で作り、無料でプレゼント 

 
 
５．告  知  以下の媒体にて開催を告知（予定を含む）  

・広報まつど（平成 29 年 11 月 1 日号） 
・まつど社協だより（平成 29 年 10 月 15 日号） 
・ベイエフエム『MATSUDO HAPPY topics』 
（平成 29 年 11 月 16 日（木） 15：53～放送） 

・インターネットラジオ『ラジオポワロ やさシティチャンネル』 
（平成 29 年 11 月 2 日（木）配信開始） 

 
６．組 織  主 催）松戸市 

共 催）松戸市福祉施設共同販売推進協議会 
後 援）松戸市社会福祉協議会 

 

「障害者週間」とは… 障害者基本法においては、障害者福祉に対する市民の理解の深まり

と、障害がある方々の社会参加への意欲促進を目指して、12 月 3 日から 12 月 9 日を「障害

者週間」として定めています。松戸市ではその目的へ向けて、市内障害者福祉施設との協同

のもと、施設自主生産品を展示即売する福祉バザーを年間通して実施しています。 
 

【問い合わせ先】 
福祉長寿部障害福祉課  ☎０４７－３６６－７３４８ 

 

（両日実施） 

（両日実施） 

（両日実施） 

 





障害者の福祉について市民の皆様の理解を深め、障害者の社会参加への意欲 
を高めることを目的として、「ふれあいフェスティバル」を開催します。 

市内の障害福祉施設で作製した商品の販売や各種イベントを行いますので、 
皆様のご来場をお待ちしております。 

★食品コーナー 
 パン・お菓子・クッキー・せんべい・ 
 饅頭・ドーナツ・豆腐 など 
 
★雑貨コーナー  
 刺し子ふきん・竹紙・陶芸品・ 
 せっけん・手作り小物 など 

11/17  18  10時～15時 土 金 

松戸中央公園（市民プール跡地） 
          ※天候により中止になる可能性があります。 

会場 

写真撮影や、じゃんけん大会も開催！ 
★11 月17 日（金）・18 日（土） 
 チーバくん 
★11 月18 日（土） 
 松戸さん【出勤時間】 
 ①11:30～12:00 ②13:20～13:50 
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販売コーナー（20団体） 

来場者プレゼントコーナー チーバくん・松戸さん登場！ 

音楽・上演イベントコーナー 

【上演団体】 
《17日(金)》 
 11:00～14:00 松戸キャラバン隊たねっこ 
《18日(土)》 
 10:00～10:30 まつどだっこんちぇると 
 10:45～11:15 劇団人の森ケチャップ 
 12:30～13:00 楽鼓の会 
 14:20～14:50 ユーカリ楽団 

★スタンプラリーでチーバくんグッズを 
 プレゼント（抽選・台紙が無くなり次第終了） 

★自主生産品プチギフト 
 ⇒このチラシと交換で自主生産のプチギフト 
   を贈呈（無くなり次第終了） 

★バルーンアート 
 ⇒目の前でバルーンアートをつくって 
   無料でプレゼント 

●主催：松戸市 ●共催：松戸市福祉施設共同販売推進協議会 ●後援：（社福）松戸市社会福祉協議会  
【お問い合わせ】松戸市 福祉長寿部 障害福祉課 ℡:047-366-7348 Fax:047-366-7613 

プチギフト引換え券 
第24回 ふれあいフェスティバル 

引換え場所：受付（フェスティバル会場内） 
 ※プチギフトが無くなり次第終了。 
 ※お一人様1回限りです。 

※チラシのままお持ちください。 

施設の自主生
産によるプチ
ギフトなどを
プレゼント！ 

千葉県PRマスコット 
キャラクター 
チーバくん 

http://www.bing.com/images/search?q=%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%80%80%e3%83%90%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%b3&id=DCF8B668520D09FD8405C038F93C1652252CDDCC&FORM=IQFRBA
http://www.illust-box.jp/sozai/57259/


aigamo松戸オフィス 
AQUMOチーバくん
CANDLE 
電池不要、水につけるだ
けで点灯！ 
もしもの備えに是非♪ 

いぶきの広場・ 
第２いぶきの広場 
さをり織り製品・紙すき
製品・手作り品・ふき
ん・石鹸等 
皆で作り上げた製品を是
非ご覧下さい。 

あじょうだ 
手芸品 一針一針心を込
めて作りました 
バッグ、ふきん、なべつ
かみ、刺しゅう 
是非お立ち寄りくださ
い。 

だっくす 
和紙製品・ビーズアクセ
サリー・布製小物など 
皆で協力して一つ一つ 
丁寧に作り上げた品物で
す。 

わかば園 
刺し子布巾・刺し子バッ
グ・刺し子ポーチ・ 
刺し子作品・他 
皆様のお越しをお待ちし
ております！ 

第二わかば園 
ビーズ・刺し子・陶芸品 
縫製品・しおり・葉書き
等 
1点物に出会えます。 

小金わかば苑 
刺し子・ステンシル布巾、
陶芸品等 
かわいい布巾や動物のお
皿等があります。 
お待ちしています。 

ここらぼ まつさと 
あられ・かきもち 
国産米を100％使用した 
あられをぜひご賞味下さ
い。 

ワーク・ライフ まつさと 
手焼き煎餅・乾燥野菜・
刺し子布巾 
1つひとつ心をこめて作
りました。 
素敵な商品と共にお待ち
しております。 

豆のちから 
手造り豆腐・揚げ物・お
菓子 
揚げたておからドーナツ
販売中！ 
ぜひお召し上がりくださ
い！ 

オレンジハウス 
手作りオリジナル作品と
してお地蔵さん 
福島フクロウ・メガネ
ケースなどなど 
服・バッグなどリサイク
ル品も。 

ほくと＆あるば 
まんまるたこ焼きの実演
販売！！ 
カードケース・アクリル
たわし等手芸小物 
便利な日用品！乞う！ご
期待！ 

ビオラ工房 
手作りクッキー・パウン
ドケーキ等の 
焼き菓子、手作り刺し子
布巾等の手芸品 
是非お立ち寄り下さい。 

ワークジョイまつどセン
ター 
パン・焼き菓子・花苗・
竹紙 
縫製品等 
皆様、ぜひお待ちしてお
ります。 

ふれあいサロンさくら 
パン・菓子・新鮮野菜 
リサイクル品(服、雑貨
等) 
ぜひお立ち寄り下さい。 

ふれんず 
ﾏﾄﾞﾚｰﾇ・ｸｯｷｰ・刺し子布
巾等 
1つ1つ真心込めて作って
います。 
ぜひ一度お試しくださ
い。 

かりん 「マロン工房」 
菓子パン・惣菜パン・焼
き菓子・煎餅 
全て手作りです。 
是非お立ち寄りください。 

喜楽家 
手すきハガキ・カレン
ダー・さき織 
陶器・靴等利用者の方が
製作している作品、バ
ザー品を販売しています。 

グリーンハウス 
台ふきん・ネコクリッ
プ・ポーチ 
ピエロ人形・キャラク
ター名札 
是非お立ち寄り下さい。 

さくら工房 
さくら饅頭  
さくらの花びらが乗った
お饅頭です。 
ぜひ一度ご賞味下さい。 

上記参加施設が販売コーナーで食品や 
雑貨等の販売をします。 
○１７日（金）のみ参加 
 aigamo松戸オフィス、あじょうだ 
○１８日（土）のみ参加 
 だっくす 
※記載のない施設は両日参加。 
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