
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浦安市市民活動センター  

〒279-8501 浦安市猫実 1-1-1 市庁舎 10階 

TEL：047-305-1721 FAX：047-305-1722  

Eメール：shiminkc@jcom.home.ne.jp 

ＨＰ：http://u-shimin.genki365.net/ 

主催 

問合･申込 

市民活動団体 地域活動団体 

自治会・老人会・こども会 

学 校 

行 政 

 
■プログラムは「つなぐプロジェクト」専用サイトでもご覧になれます。 

         https://tsunaguproject.jimdofree.com/ 

■プログラム提案団体の詳細は、各ページ下部に 

記載されたQRコードを読み取ってから、ご覧ください。 

まちづくり活動マッチング事業 
『 つ な ぐ プ ロ ジ ェ ク ト 』 
～ つ な が れ ば  み ん な 笑 顔 に ～ 
プログラムの申込から実施まで 

事業者 

連携団体用 

（2022年 10月発行） 
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歌やダンスする人 いない？ 
お楽しみ会を企画したい 
講師を探している  
【地域活動団体】 

・自治会   ・老人会 

・こども会  ・ＰＴＡ 

【学校】 【事業者】 

【行政】【社会福祉協議会】 

【市民活動団体】 

  ・子育て支援 

  ・高齢者支援 

  ・障がい者福祉 

  ・環境保全 

  ・国際交流 

  ・地域安全 など 

○○について講座を開催したい 
活動の場を広げたい 
地域とつながりたい 

地域貢献 まちの活性化 

事業実施 

協議 
・  
・ 
・ 
連携 

まちづくり活動マッチング事業 
～つながれば  みんな笑顔に～ 
地域をもっと元気に！  
つなぐプロジェクトは 
市民活動団体と地域活動団体・学校・事業者・行政をつなぐプロジェクト 
お互いの「アイデアや資源」を出し合って、まちづくりに活かしたい・・・ 
そんな思いからはじまりました つなぐプロジェクト 
みなさんの活動を応援します！ 
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市民活動は、高齢者支援・子育て支援・環境保全など地域の課題を解決するために

市民が主体的に取り組む活動。多くの団体が更なる活躍の機会を求めています。 

一方、自治会・老人クラブ・ＰＴＡなどの地域活動団体・学校・事業者・行政・社

会福祉協議会も市民活動と連携することで、より一層、社会貢献・地域貢献の促進、

まちの活性化など、活動や事業の効果を高められると考えられます。 

市民活動センターでは、市民活動団体と地域活動団体や事業者などが、双方の資源

を持ち寄り連携して事業や活動を行うことで、その効果を更に高め、みんなが笑顔に、

もっとイキイキと暮らせるまちにすることを目指しています。 

   

   
目 的 

 市民活動団体と地域活動団体・学校・事業者・行政が連携し、プログラムを実施す 

ることで、団体単独で行うより更に効果的に地域課題解決あるいは改善が行われるこ 

とを目的として実施します。連携することで団体相互の信頼関係が構築され、その関 

係は新たな事業や連携を生み出し、ますます地域活性化が促進されることも期待して 

行います。  
市民活動団体とプログラムを実施できる団体（連携団体）  ①市内の自治会・老人会・こども会・ＰＴＡなどの地域活動団体 

 ②市内の市民活動団体 

 ③市内の小学校・中学校・高等学校・大学 

 ④市内の事業者（事業所、商工会、職種による組合など） 

 ⑤浦安市（行政担当課、行政施設） 

  ⑥社会福祉協議会 

 

※ただし、次のいずれかに該当する団体を除きます。 

 ⅰ.政治、宗教、選挙活動を行っている団体 

ⅱ.法令等に違反する活動を行っている団体 

 

 

 

趣 旨 

実 施 概 要 



- 3 - 

 

申込から実施まで 

次の手順で申込・実施してください。 

① 本冊子、または市民活動センター（以下センター）ホームページ「つなぐプロジェクト
ページ」の中から、プログラムをお選びください。 

② プログラム申込書（様式２）に必要事項をご記入の上、センターまで直接、FAX、Eメ

ールにてお申し込みください。 

申込書は、センターから市民活動団体（以下団体）へと送られ、団体担当者は連携団体

担当者に連絡します。 

③ 団体双方で日程、内容等について話し合い、調整します。詳細が決まったら実施に向け
て準備し、本番を迎えます。 

※日程調整ができなかった等の理由で実施に至らなかった場合も、センターまでご連絡

ください。 

④  終了後はアンケート（様式 4）にて感想やご意見をお聞かせください。今後のつなぐ

プロジェクト実施に役立てます（提出は任意）。 
 

※申込書（様式２）とアンケート（様式 4）のデータが必要な方は、市民活動センターまで Eメー

ルでご連絡ください。 

 
 
 

申込から実施までのながれ 
提案団体 

【市民活動団体】 
 

 

【市民活動センター】 

  連携団体 

【地域活動団体･学校･事業者等】 

     

  プログラムメニュー公開 

 

①  プログラム検討 

    
 

申込書の受理 

 

申込受付・申込書の送付 

 

②プログラム申込書提出 

※様式２ 

     

連携団体と 

協議・調整・実施 

ふりかえり 

 

③   提案団体と 

協議・調整・実施 

ふりかえり 

     

実施報告書作成・提出 

※様式３ 

 

実施報告書受取・確認 
 ④アンケート提出（任意） 

※様式４ 
 
 

周知方法 

プログラムメニューは、市民活動センターホームページに掲載するとともに、地域活

動団体・行政・学校・事業者などに配布して周知します。 
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禁止事項 

プログラムは市民活動として行いますので、次に掲げる行為を行うことはできません。 

①  営利活動を目的とする行為 

②  政治、宗教、選挙活動に関する内容を目的とする行為 

③  活動で 知り得た秘密を他に漏らす行為 

④  その他法令に違反する行為 

  
保 険 

市民総合補償保険の対象となりますが、実費相当額以上の謝礼を受け取る場合や保育や

スポーツなどてん補されない場合もありますので、実施の際には市民活動センターホーム

ページに掲載している市民総合補償保険の内容をご確認ください。    
その他 

・プログラムは団体相互の責任及び協力のもとで行うものとします。 

・プログラムの連絡調整は団体相互が直接行うものとします。 

                       



「つ な ぐ プ ロ ジ ェ ク ト」 
プログラム申込書                            【作成日：令和  年  月  日】   

項 目 内  容 

連携団体名 

※申込団体名 

 

（区分） 

 

自治会 老人会 こども会 学校 行政 事業者 市民活動団体 

 その他（                          ） 

担当者 

（役職）           氏名                

連絡先  
プログラム名 

 

 

（区分） 

（Ｎｏ．   ） 

 

講座・講習会  ワークショップ   歌・楽器演奏・ダンス・劇  

その他（                       ） 

提案団体名  

参加対象及び人数 
参加対象： 

（        ）人 

希望日時 

第 1希望    月   日（  ） （  ）時～（  ）時 

第 2希望    月   日（  ） （  ）時～（  ）時 

提供できる場所  

その他 

 

 

 

 

 

 

 

様式 2 

No.        

 



連携団体ご担当者様 

  この度は、「つなぐプロジェクト」にご協力いただき、ありがとうございました。 

今後、このプロジェクトがさらに地域社会に貢献できるよう、みなさんからのご意見をいただ 

きたく、アンケートへの協力をお願いいたします。 

※アンケートの提出先は、市民活動センターまで。直接、FAX、Eメールにてお願いします。 

 なお、提出については任意です。 

  

「つなぐプロジェクト」アンケート  

プログラム名 （No.         ） 

実施日時      年    月    日（   ） 

実施場所  

 

■参加人数をお聞かせください。 

 プログラム参加人数   （       ）人 

 貴団体スタッフ・関係者 （       ）人 

 

■準備、実施当日等について、良かった点、改善点、その他お気づきの点があれば、ご記

入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

記載者 

氏名 団体名 

連絡先     

記載日    令和    年    月    日 

 

様式 4 

No.     

 

浦安市市民活動センター  TEL：047-305-1721  E-Mail shiminkc＠jcom.home.ne.jp  

浦安市市民活動センター行 FAX：047-305-1722  



つなぐプロジェクトプログラム一覧

番号 区分 プログラム名 【団体の主な活動分野】　団体名

1 ダンス チーバくんダンスキャラバン
【まちづくりの推進】

  特定非営利活動法人浦安ダンスパーク

2-1 講座・講習会 布ぞうり作り講習会

2-2 ワークショップ 裂き織りでコースターを作ろう！

3 講座・講習会 誰でも楽しめる初級パソコン講座
【情報化社会の発展】

 “楽ねっと”

4 講座・講習会
安全・安心まちづくり　子ども地域ネット
ワークづくり

【地域安全】

  ＮＰＯ　浦安防犯ネット

5 その他 芝桜の鉢植えおよび花壇の企画・実施相談
【まちづくりの推進】

　芝桜de花のまちづくりin浦安

6-1 講座・講習会 救急法講習会

6-2 講座・講習会 赤十字・パパママ安全教室

6-3 講座・講習会 高齢者向け健康生活支援講習会

7
講座

ワークショップ タイ・ラオスに文具を贈ろう
【国際協力】

　タイの子供たちを支援する会
　「コープクン・マーク」

8 歌･楽器演奏
音楽で広げよう笑顔の輪
～楽器演奏やよさこい演舞

【学術・文化・芸術・スポーツの振興】

 　浦安カルテット！

9 ワークショップ
フラではぐくむアロハの心
（ハワイアンフラのワークショップ）

【学術・文化・芸術・スポーツの振興】

　フラ フイ オハナ ポリネシアン
　ダンススタジオ

10-1 ワークショップ HAPPY YOGA（ハッピーヨガ）

10-2 歌･楽器演奏 親子コンサート（0歳からのベビーリトミック）

10-3 その他 吹奏楽・サクソフォン

10-4 ワークショップ 手ごね石鹸作り

10-5 ワークショップ UVレジンのイニシャルストラップ

10-6 ワークショップ
親子で遊びながら、あかちゃんの運動発達を
楽しく促すリズム運動

10-7 ワークショップ プリザーブドフラワーアレンジメント

10-8 ワークショップ 固まるハーバリウムではしおき作り

10-9 ワークショップ ビニールコードを使って作る"使える小物”

10-10 講座・講習会

ファシリテーション講座
「今日から役立つ！
多様性を活かす話し合いのコツ」

11-1 楽器演奏 オカリナ演奏

11-2 楽器演奏 オカリナ コンサート

11-3 講座・講習会 オカリナ講座

11-4 講座・講習会 オカリナ講座（小学校向け）

【環境保全】

　ファイバーリサイクルうらやす

【保健・医療・福祉の推進】

　浦安市赤十字奉仕団

【男女共同参画社会の形成の促進】

　Prism！プリズム

【学術・文化・芸術・スポーツの振興】

  オカリナ･アンサンブル･ファンタジア



つなぐプロジェクトプログラム一覧

番号 区分 プログラム名 【団体の主な活動分野】　団体名

12－1 講座･講習会 幼児サッカー（フットサル）体験

12－2 その他
イベントなどでサッカー（フットサル）選手
の派遣

12－3 講座・講習会 聴覚障がい者スポーツをもっと知ろう！ 

13 その他 マジック・エンターテインメント・ショー
【学術・文化・芸術・スポーツの振興】

　新浦安マジックサークル

14－1 講座・講習会 親子足もみ講座

14－2 講座・講習会 ふれあい足もみ講座（対人ケア）

14－3 講座・講習会 セルフケア足もみ講座

15 ワークショップ
フラワーアレンジメントで
植物を楽しみましょう

【学術・文化・芸術・スポーツの振興】

　花育・マリス

16-1 ワークショップ まちづくりゲーム（まちげー）体験会の開催

16-2 ワークショップ
まち歩きをして地図を作ろう！
(地図システム（GIS）を活用した「街歩き」での情報収
集・管理)

17 楽器演奏 オカリナ演奏
【学術・文化・芸術・スポーツの振興】

　オカリナサークル・ハーモニー

18 歌 懐かしい歌をご一緒に！
【保健・医療・福祉の推進】

　NPO法人歌のボランティア
　いちかわシャンテ浦安支部

19 ワークショップ 子ども向けプログラミング体験
【学術・文化・芸術・スポーツの振興】

　浦安プラグラミング部

20 ワークショップ 子どもとアートで話そう！
【健康・医療・福祉の増進】

　U de 臨床美術部

21 ワークショップ ストリートダンスを体験しよう
【学術・文化・芸術・スポーツの振興】

　URSストリートダンス協会

22 ワークショップ アウトドア活動のお手伝い
【子どもの健全育成】

　浦安市スカウト連絡協議会

23 ワークショップ 出張530（ごみぜろ）カフェ
【環境の保全】

　チーム530

24 ワークショップ CAP(子どもへの暴力防止プログラム）
【子どもの健全育成】

　ENJOY　CAP

25-1 講座・講習会
市民参加・協働による「公園づくり・ボラン
ティア」

25-2 その他
ふれあいの森公園の
「公園ボランティア」体験・学習

26 講座・講習会 子育て・こども発達に関しての講演
【保健・医療・福祉の増進】

　NPO法人発達わんぱく会

27 その他
当世風紙芝居
～今風な紙芝居、歴史物語等を
プレゼンテーションする語り部～

【学術・文化・芸術・スポーツの振興】

　当世風紙芝居

28-1 その他 出前紙芝居

28-2 劇 出前人形劇

29 歌･楽器演奏 歌とアコースティックギター演奏
【保健・医療・福祉の増進】

　社会福祉法人 千楽 chi-raku

【保健・医療・福祉の推進】

　ほんわか（子育て・健康学びあい）

【まちづくりの推進】

　チームURA-CIMA

【環境の保全】

　ふれあいの森公園を育む会

【子どもの健全育成】

　ルフラン

【学術・文化・芸術・スポーツの振興】

　浦安市サッカー協会



つなぐプロジェクトプログラム一覧

番号 区分 プログラム名 【団体の主な活動分野】　団体名

30 楽器演奏 オカリナ演奏
【学術・文化・芸術・スポーツの振興】

　オカリナ・アンサンブル・ドルチェ

31
講座・講習会

ワークショップ ドローン体験会・ドローン講習会
【子どもの健全育成】

　浦安ドローンラボラトリー

32 ワークショップ 出前演劇講座「演劇公演してみよう」
【学術・文化・芸術・スポーツの振興】

　劇団 マジカル･アチャラカ・シアター

33-1 講座･講習会 シニア向け　マニキュア講座

33-2 講座･講習会 子ども向け(親子向け) マニキュア講座

33-3 講座･講習会 足の爪　講座

33-4 ワークショップ 子ども・大人向け　カード作り

33-5 ワークショップ ドライフラワーアレンジメント

33-6 ワークショップ バルーンモビール作り

33-7 ワークショップ アイスキャンディーソープ作り

33-8 ワークショップ バラのソープ作り

33-9 講座･講習会 携帯（スマートフォン）写真の撮り方講座

34-1 その他 HSP映画上映会

34-2 講座･講習会 HSP/HSCを知っていますか

35
その他
勉強会 きょうだい児を知ってほしい！

【保健・医療・福祉の増進】

　肢体不自由児きょうだいの会
　ぞうさん組

36-1 講座･講習会 ミャンマーは今どうなってるの？

36-2 ワークショップ ミャンマー料理を作って食べよう

37 講座･講習会 もっと身近にLGBTQ
【社会教育の推進】

　Feel the rain

38 ワークショップ 認知症予防ゲーム
【保健・医療・福祉の増進】

　ライラック

【社会教育の推進】

　HSP/HSCリンクパートナー
　『Heart Smile Present』

【国際協力】

　Heartship Myanmar Japan

【まちづくりの推進】

　NPOスマイルー

























様式１ 

No.  9    

 

「つなぐプロジェクト」プログラム提案カード 
項目 内  容 

プログラム名 

 

（区分） 

フラではぐくむアロハの心（ハワイアンフラのワークショップ） 

□講座・講習会  ☑ワークショップ（ダンス） 

□歌・楽器演奏・ダンス・劇   □その他（         ） 

団体名 フラフイオハナ ポリネシアンダンス スタジオ 

目的 

ハワイの伝統文化であるフラを楽しく体験してもらい、自分の心を表現し、
仲間と一緒に踊ることの楽しさ、そこに広がるアロハの心を育んでいっても
らう。 

内容 

子ども～若者世代のためのハワイアンフラの体験型プログラム。ハワイの心
地よい音楽に合わせて、あたたかい雰囲気を感じてもらいながらフラの基本
ステップ、ハワイ語にも触れながら歌の意味などを学んでいきます。全身と
心で異文化体験できます。 

参加対象及び人数 

参加対象：連携団体の会員など 

※園児・小学生・中学生・高校生・大学生、大人、高齢者も応相談 

（ 何人でも  ） ※会場の広さに応じて 

所要時間 ご希望に応じます。 

対応できる日時 

【時 期】☑随時  □（   ）月（□上旬  □中旬  □下旬） 

【曜 日】☑月  ☑火  ☑水  ☑木  ☑金   ☑土  □日   

【時間帯】☑午前     ☑午後    ☑夜     

講師 

運営にあたる人 
講師：団体インストラクター    運営にあたる人：団体スタッフ 

担当者（連絡先） ジェシカ ヒラノ（047-727-3413） 

【連携団体への要望事項】 

実施場所 提携団体指定場所、ホール・体育館・集会所など 

備品の借用 CDデッキ（1台）、参加人数によってはマイクを使用 

謝礼・交通費 応相談 

駐車場 不要 

その他  

【団体の主な活動実績】 

2018年／2019年 

 

デイサービスボランティア 

つなぐプロジェクト 美浜北小学校 

美浜西エステート 夏祭り 

海辺のカフェ「The Beach」 

葛西臨海公園「サマーフェスティバル」 

Uセンター「夏祭り」 

浦安市内老人ホーム クリスマス 

東京ベイ東急ホテル「サマーフェスタ」 

舞浜ホテル クラブリゾート「ファミリービュッフェ」 

































様式１ 

No. 12-2   

「つなぐプロジェクト」プログラム提案カード 

項目 内  容 

プログラム名 

 

（区分） 

イベントなどでサッカー（フットサル）選手の派遣 

□講座・講習会  □ワークショップ  □歌・楽器演奏・ダンス・劇 

✅その他（サッカー選手の派遣                ） 

団体名 一般社団法人浦安市サッカー協会 

目的 サッカーにふれあう。 

内容 

サッカーやフットサルの選手たちと会員のみなさんがサッカーやフット 
サルを楽しむ。キックターゲットやキックボーリングといった遊びも可 
能です。 

参加対象及び人数 
参加対象：連携団体の会員など どなたでも            

（ 要相談  ）人 

所要時間 2 時間程度（要望に応じて変更可能） 

対応できる日時 

【時 期】✅随時  □（   ）月（□上旬  □中旬  □下旬） 

【曜 日】□月  □火  □水  □木  □金  ✅土  ✅日  

【時間帯】✅午前     ✅午後     ✅夜 

講師 

運営にあたる人 

講師：バルドラール浦安・ブリオベッカ浦安 選手 または コーチ 

運営にあたる人：浦安市サッカー協会技術委員会 

担当者（連絡先） 事務局 町山 幹男（090-4816-1028） E-mail urayasu.f.a@gmail.com 

【連携団体への要望事項】 

実施場所 連携団体の指定する場所、公園や自治会専用の広場など 

備品の借用 拡声装置など 

謝礼・交通費 応相談 

駐車場 要（２～３台程度） 

その他 受付などのお手伝いをお願いします 

【団体の主な活動実績】 

通年 幼稚園・保育園への巡回教室 

中高年のサッカー環境の充実 

サッカー・フットサルの普及 

バルドラール浦安・ブリオベッカ浦安への支援 

 

 

 

 

  











様式１ 

No. 14-3   

 

「つなぐプロジェクト」プログラム提案カード 
項目 内  容 

プログラム名 

 

（区分） 

セルフケア足もみ講座 

☑講座・講習会  □ワークショップ  □歌・楽器演奏・ダンス・劇  

□その他（                     ） 

団体名 ほんわか(子育て・健康学びあい） 

目的 

育児中のママさん、介護者さん、不調を感じる方のメンテナンスをセルフケ

アという形で行なうための簡単足もみ術を、身体の仕組みや、育児や介護の

コツとともに学ぶことで、健康の維持や、育児不安、介護疲れを軽減し、家

族の健康的な営みも含めサポートしていきます。 

内容 

リフレクソロジスト・整体師・保健師等により、身体の仕組みと反射区の相

対応から、セルフケア足揉み術と質疑応答による不調対策を、予防対策も含

め伝授します。 

■流れ：講義（年代別身体特徴、リフレの効用・禁忌、即効性の体験） 

実技（基本的手技、5分で出来る全体足もみ、不調対策） 

参加対象及び人数 

参加対象：子育て・特定高齢者・老人会等各年代の集い、幼稚園・小学校

家庭教育学級参加者、小・中学生、介護職、介護者。 

（ 3～３０ ）人程度  ※感染予防の為、少人数対応にて応相談 

所要時間 90分～120分 

対応できる日時 

 

✓を入れてください 

【時 期】☑随時  □（   ）月（□上旬  □中旬  □下旬） 

【曜 日】☑月 □火 □水 □木 ☑金 ☑土 ☑日 ※火～木応相談   

【時間帯】☑午前     ☑午後     ☑夜     

講師 

運営にあたる人 

講師：保健師・国際若石リフレクソロジスト＆認定講師・思春期保健相談士・

育児相談員・メンタルトレーナー・心理カウンセラー等ほんわか講師 

運営にあたる人：小池 美幸 

担当者（連絡先） 小池 美幸（090-2442-7251） E-mail koiket99@jcom.home.ne.jp 

【連携団体への要望事項】 

実施場所 
連携団体指定場所：和室、または、椅子が人数分用意でき、全体に声が通

るような場所（会議室やホール） 

備品の借用 ホワイトボード 広ければハンズフリーマイク 

謝礼・交通費 応相談  

駐車場 多い対象者の場合要検討 

その他  

【団体の主な活動実績】 

2010年～     
 2011年 12月～  

 
 
 
 

2015年 6月～   

2017年 9月～ 

赤ちゃんサロン健康講話～ママのお疲れ対策・赤ちゃんママの触合いリフレ～ 

健康と栄養とリフレクソロジーをテーマにしたミニ講座を開始。 

・子育てママにも手軽にできる家族の体調管理術 

・気血水の廻りを促す日焼けに負けない素肌ケア 

・セルフリフレで不調対策！～更年期編～ 

・簡単リフレ対人ケア講座～小学生の足揉み講座～・～親子足揉み～ 

生協・千葉市内中学校からの依頼 ～5分でできる簡単リフレ！～ 

自治会からの依頼 ～自分でできる足もみ講座～ 





































様式１ 

No.  29    

「つなぐプロジェクト」プログラム提案カード 

項目 内  容 

プログラム名 

 

（区分） 

歌とアコースティックギター演奏 

□講座・講習会  □ワークショップ  ✅歌・楽器演奏・ダンス・劇 

□その他（                     ） 

団体名 社会福祉法人 千楽 chi-raku 

目的 歌やギターを通して皆さんと楽しい時間を共有 

内容 対象の方に合わせた歌を演奏。合唱もあり 

参加対象及び人数 
参加対象：連携団体の会員など   

（ 何人でも ） ※会場の広さに応じて 

所要時間 15 分から 30 分 

対応できる日時 

【時 期】✅随時  □（   ）月（□上旬  □中旬  □下旬） 

【曜 日】✅月  ✅火  ✅水   ✅木   ✅金   ✅土   ✅日 

【時間帯】✅午前     ✅午後     ✅夜   

講師 

運営にあたる人 
講師（出演者）： 小原 繁久       運営にあたる人：小原 繁久 

担当者（連絡先） 小原 繁久 （080-4073-6632）  E-mail shigemaru69@yahoo.co.jp 

【連携団体への要望事項】 

実施場所 連携団体指定場所 

備品の借用 音響機器（準備できない場合はご相談ください） 

謝礼・交通費 応相談 

駐車場 要 

その他  

【団体の主な活動実績】 

2019 年 6 月 

毎年 4 月 

 

「浦安音楽村」参加 

「ちらく桜まつり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








































