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市民劇場●

2017

3/25

旧水戸街道

10:30〜15:30 土

ダイエー

千葉銀行●

参加団体の御紹介

伊勢丹前広場

遊ぼう
昔のあそびを一緒に楽しみましょう！

松戸駅周辺開催 !
松戸駅西口デッキ

伊勢丹

昔のあそびと遊ぼう会

松戸西口公園

西口

『関さんの森』の竹のおもちゃであそぼう！

←至上野

関さんの森を育む会

松

無料ゲームでお菓子をＧＥＴしちゃおう！
生活クラブ生活協同組合 松戸ブロック

ステージ ( 松戸駅西口デッキ & 西口公園 )

〜世界にはいろいろな国があるね！〜
認定 NPO 法人外国人の子どものための勉強会

キッズダンスショー

パパ LABO presents「パパを楽しもう !」

HAPPY SMILE COMPANY☆

NPO 法人子育てひろばほわほわ

和の志・絆の和太鼓

☆★ラグビーボールに、さわってみよう★☆

アトレ松戸 3F

キッズ＆ママネイル / フラワーワークショップ
スマイルマルシェ

楽しい紙芝居のはじまり〜はじまり〜
松戸子どもの文化連絡会

ほっとステーション・アロマバンド タッチケア

向日葵太鼓

民謡のみらい！みんなのみらい！み音の会！

ほっとする街を考える会 kinari

松戸アミューズメントラグビークラブ

み音の会

カプラであそぼ！市内の子育て情報の提供

すこっぷくんミニミニコンサート

食べよう

NPO 法人松戸子育てさぽーとハーモニー

すこっぷくんファミリー

長熟・発酵

みんなで遊ぼう！わいわい縁日☆

笑顔と元気をお届け !! キッズ・チアダンス

馬橋のパン屋さん パン・ド・ヒロ

松戸 Kids チアダンスサークル Candy Girls Beans

まつど子ども食堂の会

「詩吟を楽しむ会」による詩吟の朗詠

子ども起業家たちによる夢の企画を実現！

NPO 法人人材パワーアップセンター「わくわくいこいの場」

CHIE の輪

お絵かきせんべいをつくろう

※その他にも、サプライズゲストやパフォーマンスがあるよ。
詳細なスケジュールは後日 web で発表！

NPO 法人子どもっとまつど

相

知ろう

談

松戸の寺社の春色フォトコンテスト実行委員会

これを見た君！一緒にパトランしませんか？
パトラン松戸
狭山事件にとりくむ東葛住民の会

学びを求める人への情報提供とスタッフさん募集
NPO 法人松戸市に夜間中学校をつくる市民の会

NPO 法人日本ファイバーリサイクル連帯協議会

君も気軽に、野球に挑戦！

体験しよう

被災地の子供に想いを書こう黄色いハンカチ

手をつなぎ皆で踊ろう車椅子レクダンスの輪！

NPO 法人すまいの応援団
NPO 法人建築Ｇメンの会

手作り作品とオリジナルネームシールのお店

不幸な外猫を減らして地域トラブルを減らす

世界で一つの「オリジナル」を作ってみよう

自立サークル FC
NPO 法人 MamaCan

自分の居場所を見つけて生きる力をつける！
放課後クラブ 僕の塾

矢切コンドルス
好友会

キッチンカーで松戸を盛り上げます！
一般社団法人渡辺グループ 日本移動販売協議会

ものづくり
木工体験バードコールを作ってみよう！
NPO 法人子育て支援ぽこら

エコもの作り体験カプセルコマ・エコトンボ等
日本エコトイ協会 / エコトンボの会

認定 NPO 法人たすけあいの会ふれあいネットまつど
東日本大震災復興支援松戸東北交流プロジェクト
日本犬猫殺処分ゼロ実行委員会

豆のちから

美味しい焼き鳥を食べよう

簡単なことから建築を知ろう・考えよう

千葉県生涯大学校東葛飾学園浅間台教室

美味しいとうふとドーナツ販売コーナー

住まいの困りごとありませんか？

NPO 法人千葉盲ろう者友の会

若者に未来のバトンをつなぐお手伝い

ポップコーン

ＰＰＣＮを選んで‼デコって‼食・べ・よ！

こころの健康応援隊 あすなろ会

盲ろう者のコミュニケーション体験＆バザー

NPO 法人松戸エコマネーアウルの会

パン工房ボナペティート北松戸店

パキスタンの学校支援：カレー・古着の販売

L!NK× だいすき松戸！子どもフェスティバル

廃食油を集めます。会場にお持ち下さい。

15 周年！北松戸の美味しい無添加のパン

スクールカウンセラーによる親と子の関係づくり

プレゼントできる！折り紙アクセサリー作り

メイク松戸ビューティフル

矢切ネギコロッケ本舗

とうふ工房

NPO 法人車椅子レクダンス普及会 松戸支部

捨てないで！街はみんなの庭だから

松戸の新グルメ 和菓子屋のコロッケ

NPO 法人岳易館・有宵会

NPO 法人人材パワーアップセンター 住まいのミニミニお助け隊

冤罪狭山事件、再審開始への理解と協力を

味わいクリスタル・パンの販売

サポセン☆Let s 体験‼ふりかえり文集作成委員

今年こそ 今年も 幸せになりたい人！集合

松戸の寺社！春色フォトコンテスト！

イライラをニコニコパワーに変えよう！
Happy Kids Project

貯金箱づくり＆チェキで記念撮影
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社

着物や羽織などを楽しく作り替え、着る活動
つかいまわし工房グループ

☆星空と太陽を楽しもう☆
松戸天文クラブ

スーパー紙とんぼとスカイ竹とんぼの体験

千葉県が進める環境再生資源循環の活動

未来の天才画伯集まれ

ちば環境再生県民の会

ぱそこん１１９

スーパー紙とんぼの会

地域の担い手をつなぎ住みやすい地域を育む

簡単な運動の継続で介護予防を！

カラフル・ペーパーを作ろう！

NPO 法人まつど NPO 協議会

至柏→

名前で作る素敵なメッセージ

お囃子一緒に楽しみませんか

NPO 法人人材パワーアップセンター
NPO 法人子どもっとまつど

駅

ことうた屋 大蔵

五香六実お囃子の会

「宿題寺子屋」でゲームをして遊ぼう

戸

NPO 法人人材パワーアップセンター「わくわくストレッチクラブ」

まつど市民活動サポートセンター 〒271-0094 松戸市上矢切 299-1

お問い合わせ／

アトリエ＊カラフル絵画造形教室

TEL：047-365-5522 メール：hai̲saposen@matsudo-sc.com

アトレ松戸、㈱有田商店、Aroma&Herb 天使のて、居食屋ダイニング パストール、㈱エムズジャパン、おれんじ・あい、葛西屋呉服店、
カフェ & バル 類、㈲川井商店、きょうどう歯科 新八柱、㈱サンヨーホーム、J-doc company、ジャパンケア松戸六実、
スクールショップナベシン、生活クラブ生協 松戸ブロック、㈱ダイエックス、タップダンスラボラトリー、東葛塗料商事㈱、
東京豚骨拉麺しゃかりき、すこっぷくんファミリー、パーティーシャワー、パルコンドウ、パン工房ボナペティート北松戸店、
パン・ド・ヒロ、ベビーマッサージ・ベビースキンケア教室ぬくもり、ベン・デザインオフィス、
東葛地域の情報ポータルサイト まちしるべ○、NPO 法人まつど NPO 協議会、みかんハウス、矢切ネギコロッケ本舗、
やしま商店、㈱リノキノ、( 一社 ) 渡辺グループ 日本移動販売協議会
R

順
( 不同
)

デザイン協力／ベン・デザインオフィス

高山ベン

http://ben-jp.com
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松戸市で社会貢献に取り組む「市民活動」を支援する公設民営の施設です。団体を立ち上げたい方やボランティアをしてみたい方、お気軽にご相談ください。
【開館時間】月曜〜土曜 9:00 〜 21:00 日曜 9:00 〜 17:00 【休館日】第 1・第 3 水曜日、年末年始、施設点検日

