
 

報 道 資 料  
平成 28年 10月 31日 

 

第 23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 24 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、23 回目の開催となる今年度は市内 24 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、ゆるキャラとの交

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２８年１１月１１日（金）～１２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  西口公園（ダイエー松戸西口店前） 
 
３．販売内容  市内障害者福祉施設 24 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、梅干し 等 
・雑貨：刺し子布巾、竹紙、陶芸品、ポストカード、アクセサ

リー、帽子、せっけん、かばん 等 
 
４．来場者向けイベント 
①音楽等の上演イベント … 市内 4 団体が音楽や和太鼓を上演 

11 月 12 日（土） 下記プログラムのとおり実施予定。 
 

時間 団体名 上演内容 

10：00~10：30 東葛ジュニアオーケストラ ミニオーケストラ 
10：45~11：15 楽鼓の会 和太鼓演奏 
11：30~12：00 まつどだっこんちぇると ブラスバンド 
14：20~14：50 ユーカリ楽団 吹奏楽 
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②ゆるキャラ登場！ … 松戸さん、チーバくんが来場者と交流

ⅰ）松戸さん

11 月 12 日（土） 【出勤時間】①12：30～13：00 
②13：30～14：00

・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。 
・12 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 11 日（金）～12 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。

・12 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。

④来場者プレゼント … 会場内の福引抽選コーナーで当たりが出た方に、自主

生産品をプレゼント

⑤手焼きせんべい体験 … せんべい手焼きを体験し、焼きたてを購入

※せんべい 2 枚 100 円 

⑥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．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
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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・梅干・とうふ・ドーナツなど 
★雑貨コーナー 
刺し子ふきん・竹紙・ポストカード・ 
帽子・せっけんなど 

11/11 12  10時～15時土 金 

西口公園（ダイエー松戸西口店前） 
  ※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11 日（金）・12 日（土） 

チーバくん
★11 月12 日（土） 

松戸さん【出勤時間】
①12:30～13:00 ②13:30～14:00

ふ あ

ェ テ バ

い

ルィ

れ

スフ

販売コーナー（24団体） 

イベント・体験コーナー ゆるキャラ登場！ 

音楽・上演イベントコーナー 

【出演団体】（12日のみ） 
10:00～10:30 東葛ジュニアオーケストラ 
10:45～11:15 楽鼓の会 
11:30～12:00 まつどだっこんちぇると 
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） 

★福引抽選（このチラシが抽選券になります） 
⇒抽選で自主生産のプチギフトをプレゼント

★手焼きせんべい体験
★バルーンアート

●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 

プチギフト抽選券

第23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！ 
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いぶきの広場 
第２いぶきの広場 
いぶきふきん・石鹸・さ
をり織り 
毎日楽しく作業に取り組
んでいます。 
一度遊びに来て下さい。 

(福)まつど育成会かり
ん「マロン工房」 
菓子パン・惣菜パン・焼
き菓子・煎餅 
心をこめて作った手作り
商品です。 
ご来店お待ちしています。 

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
芸品いろいろ 
ぜひお立ち寄り下さい。 

とうふ工房豆のちから 
手づくりとうふ・揚げ物 
パン・菓子類 
おからドーナツ実演販売
致します。 
ぜひお立ち寄りください。 

コスモス 
しぼり染め・松笠アー
ト・梅干・農産品 
雑貨他、受注作業が中心
です。 
畑を借りて野菜作りも頑
張っています。 

あじょうだ 
手作りのアクリルたわし
とバスマット 
その他雑貨を販売致しま
すので、ぜひお立ち寄り
下さい。 

夢はうす・どりーむ 
ビーズ・しおり・雑貨 
チープ＆カワイイ小物の
お店です。 

喜楽家 
作業作品・紙すき・さき
織・カレンダー・バザー
品 
皆様のお越しをお待ちし
ております。 

アートボックス 
刺し子布巾・刺しゅう・
バスマット 
その他手作り品・雑貨等 
ぜひお立ち寄り下さい。 

だっくす 
手作り和小物・和紙製
品・毛糸小物 
みんなで協力して作りま
した。 
ぜひお立ち寄りください。 

ふれんず 
マドレーヌ・ヘルシー
クッキー・刺し子布巾・
手作り小物等１つ１つ真
心こめて、作っています。
ぜひ１度ご賞味ください。 

オレンジハウス 
手作り品・ビーズ・眼鏡
ケースなど 
洋服・バッグ・くつ・
ジャケットなど 
サイズが合えばお得なも
の一杯！！！ 

グリーンハウス 
手作り品・台ふきん 
クリスマス手作り品など 
ぜひお立ち寄りください。 

ほくと＆あるば 
アームカバー(各種)アク
リル毛糸たわし等 
手作り品とたこ焼きの実
演販売です。 
まんまるたこ焼き！自慢
の味！乞うご期待！ 

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・陶芸品等 
皆様、ぜひお立ち寄りく
ださい。 

ふれあいサロンさくら 
菓子パン、総菜パン、野
菜 
デコパージュ石鹼、古着、
雑貨等 
色々売ってますのでぜひ
来て下さい！ 

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。 

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！ 

ワーク・ライフ まつさと 
手焼き煎餅・乾燥野菜 
刺し子布巾 
素敵な商品と共にお待ち
しております。 

第二わかば園 
紙工芸（はがき）、陶芸
（皿、置物） 
刺し子布巾、ビーズ・ア
イロンビーズ 
皆様のお越しをお待ちし
ています。 

小金わかば苑 
刺し子・ステンシル布巾、 
陶芸品（人気のネコ皿
等）、お花等 
見に来て下さい。お待ち
してます。 

松里福祉作業所 
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。 

会 案 図内 場 

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。 
○１１日（金）のみ参加
あじょうだ、アートボックス 
○１２日（土）のみ参加
夢はうす・どりーむ、だっくす 
※記載のない施設は両日参加。 39
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