
「縁フェス2020」は、エイジフレンドリーシティ宝塚 縁卓会議から生まれたイベントです。

地域団体や行政、関係機関などで、日々様々な形で行われているお互いさまの活動を知っていただき、繋がるきっ

かけを作りたいという想いで取り組んでいます。多様な社会活動に関心がある方、ぜひお気軽にお越しください！

“お互いさま”があふれるまち　宝塚をめざして“お互いさま”があふれるまち　宝塚をめざして

高齢者に　やさしいまち　は、　あらゆる世代　にやさしいまちになると考え「お互いさまがあふれるまち宝塚」
をキーワードに、子どもから高齢者まで多世代で交流し、地域が活性化することで「お互いさま」で支えあいなが

ら暮らせるまちを目指しています。

エイジ  フレンドリーシティ  宝塚とは？エイジ  フレンドリーシティ  宝塚とは？

注意事項

●アンケートへのご協力をお願いいたします。ご記入後、会場内の回収ボックスへご投函ください。
●休憩スペース等には限りがあります。譲り合ってのご利用にご協力ください。

案内事項

主催：宝塚市お互いさまのまちづくり縁卓会議/宝塚市地域福祉課

あなたも"お互いさま"のまちづくりに参加しませんか？

縁卓会議参加者募集中！
詳しくは公式WebサイトをCheck! 縁フェス  2020 検索

お気軽に
お問い合わせ
ください

宝塚市地域福祉課事務局

contact@afc-takarazuka.net
0797-77-0653

●各自で出したゴミはお持ち帰りください。
●具合が悪くなったり、怪我をした場合はお近くのスタッフまでお声がけください。
●会場内におけるトラブル、事故やケガ、盗難、紛失等につきましては、主催者は一切の責任を負いかねます。
●クローク／ロッカーなどの用意はございません。手荷物は各自の責任により管理してください。
●感染症対策のため、体調の悪い方や、発熱、咳の症状がある方は、参加をお控えください。
●新型コロナウィルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。
　何度も正しく手を洗い、手のアルコール消毒、咳エチケットをよろしくお願いします。
●新型コロナウィルス感染症の拡大状況により、開催方法や内容について変更する場合があります。
●各会場へは公共交通機関でお越しください。
中央公民館へお越しの際は、末広駐車場または市役所駐車場をご利用いただけます。

せき

せき

せき

令和3年（2021年）

～月 水3/1 3/31

わがまちのお互いさまに触れて、
ご縁をつくっていきませんか？

縁フェス2020 開催期間

宝塚市には地域で支え合う取り組みが盛りだくさん！

そんなお互いさまの活動が一同に集うイベントが『縁フェス』です。

スミレン まちキョン
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Main 2 DaysMain 2 Days

Youtube に縁フェスチャンネルがオープン！市内の
活動紹介動画や、講演会、おやこステージなどの様
子をライブ配信します。

3月は縁フェス期間！各地で様々な市民活動が展開されます。市内で活動されている趣味の会、親子 /地域の居場所づくり、体操やサロン活動などが、
期間中は「縁フェス2020」として展開されます！縁フェスののぼり旗やステッカーが目印です。ぜひチェックしてみてくださいね。

縁フェス2020講演会

宝塚市立中央公民館宝塚市立文化芸術センター
12:00～16:00　武庫川町7-64 10:00～16:00　末広町3-53

高次脳機能障がいは外見からは分かりにくく、
人知れず困りごとを抱えている方も多くいらっ
しゃいます。Ｗakaba は同じ障がいを持つ方が
気軽に集い、学び、症状に付き合いながら生活
を構築するきっかけの場を目指しています。

NPO法人
宝塚高次脳機能障害者共生の会
地域活動支援センターWakaba 

「住み続けたいまちづくり」をモットーに、
一小まち協だけでなく各所と協働して、安心
して笑顔で過ごせるように、様々な活動が展
開されています。縁フェスをきっかけに繋が
りが広がりますように。

宝塚第一小学校区 まちづくり協議会

コープこうべ第１地区本部にて取り組
んでいる、ソーラーシェアリングの農
地を使った活動についてご紹介します。

コープこうべ第１地区本部

スマホの使い方、ウォーキングでお遍路体験、オンライン会
議Zoom体験など。Zoomでツボ押し体験もあります！

体験オンラインブース

コミュニティ西山の活動の概要を紹介しま
す。また、2017年に作成した「安全・安心・
魅力マップ」や「西山まちづくり計画」など
の展示を行ないます。

宝塚市西山まちづくり協議会
（コミュニティ西山）

サロンは、誰もが気軽に集える地域の居場所
です。サロン支援プロジェクトでは、地域の
活動者と社協が協働し、サロン活動を応援し
ています。今回は、日頃の活動の様子や、活
動の中で制作された作品を展示します。

つながりづくりを応援中！
サロン支援プロジェクト

足先から膝までリンパを流すフッ
トリフレクソロジーについてご紹
介します。身体だけでなく、「心」に響く癒し
の大切さを広めていきたいと思っています。

フットリフレクソロジー

生の舞台鑑賞や体験遊びを通して「子どもた
ちが創造性を発揮し、自主性や協調性、他人
への思いやりなどがもてるように」そんな願
いを込めて、44年間活動を続けています。
コロナ禍であっても、工夫しながら、人と人
とのつながりを大切に活動を続けています。

宝塚ふぁみりぃ劇場

文化芸術センターと同内容
BRASS！地域計画

コロナ禍の中であってもつながりを失わない
よう地域での見守り活動を続けています。お
困りのことがあればお近くの民生児童委員へ
ご相談いただけるよう、活動をご紹介します。

宝塚市民生委員・児童委員連合会

文化芸術センターと同内容

ラ・ビスタささえ愛ネット

おおやねステージ ホワイエ

201-202学習室

WEB（Youtube縁フェスチャンネル）

月見山・長寿ガ丘地域を運行するランランバス。活動の経過・
現状などを動画でご紹介します。

ランランバスを守る会 

毎週火曜日10-12時に開催している、宝塚すくすくアカデ
ミーについてご紹介します。

宝塚すくすくアカデミー 

ひばり音楽教室 
生徒や講師による弦楽アンサンブルオーケストラ

ステージ

ストリートダンススクール ポルカ 
子どもたちによるダンスステージ

ステージ

おやこのえいごえほん
cheek to cheek

子ども向け大型絵本の読み聞かせ。ぜひおやこでご参加ください

ステージ

市民の健康づくりに役立つ情報を提供します。
認知症罹患者の抑制に役立つ情報（握力測定）や脳血管疾患や心筋梗塞抑制に役立つ情
報（血管年齢測定）など、 参加型のイベントを実施します。

第一生命保険（株）大阪北支社参加型ブース

作り方動画を見ながら、一緒にペーパードローンをつくって、みんなで飛ばそう！
（材料先着30名）

まちづくり協議会コミュニティすみれ動画展示

地域の人々がささやかな縁を育む場として『バス停』に着目し、『まちの停留所』と
してre-designします。バス停が新たな視点で描かれる事で、見方が少し変わり、実
際に『縁を育む場』として利用されるキッカケになれば、と考えています。

パネル展示 BRASS！地域計画

「ラ・ビスタ　ささえ愛ネット」の活動を通して、地域の輪が広がっています。このよ
うな時だからこそ、人と出会えることがとても素晴しいことだと気付きました。地域の
方の大切な居場所になっている「ラ・ビスタよりあい広場」の活動などをご紹介します。

パネル展示 ラ・ビスタ ささえ愛ネット
モルック交流会を行います！モルックと呼ばれる木の棒を投げて、得
点の書いたピンを倒し、倒れた点数の合計で勝敗を決めるゲームです。
　　　　 当日会場にて受付

体験ブース

芝生ひろば

参加型ブース

動画展示 

「コロナ禍でどうつながるか 
～新しいつながり方・感染防止に気を付けるポイントなど～」

3/7（日）　13：30～15：00
市立中央公民館ホール場　所

日　時

講　師

講　師

東京都健康長寿医療センター
社会参加と地域保健研究チーム
研究部長　藤原 佳典氏

「男女共同参画の視点で考える防災セミナー」

縁フェス2020講演会

場　所
日　時 10：00 ～ 12：00

市立中央公民館ホール
減災と男女共同参画研修推進センター
共同代表 浅野 幸子氏

認知症リスクから回避するには、どう
すべきか？知っておくべき内容を、皆
さまに紹介します。

レコードブック宝塚米谷 

ポラリスで行っている「ポラリス体操」の動画です。
家でも簡単にできますのでぜひお試し下さい！！

株式会社ポラリス 

子育て世代のつながりづくりのイベントなどの活動の様子を
動画でご紹介します。

宝塚ミライキャンパス

地域の方の大切な居場所になっている「ラ・ビスタよ
りあい広場」にお越しください。このような時だから
こそ、人と出会えることがとても素晴しいことだと気
付きました。今できることを考えながら、今ここにい
ることを楽しみましょう。

ラ・ビスタ ささえ愛ネット

地域活動支援センターＷakaba

Wakaba は高次脳機能障がいを持つ方やその家
族のための通所施設です。周囲にも相談できずに
困っている方をはじめ、Ｗakaba に興味のある方
はお気軽に普段の活動内容をご見学いただけま
す。また活動内容によっては体験も可能です。

笑居場さん  

子ども達が自由に遊びます。お気に入りの
外遊びグッズがあればご持参頂けると 安
心です。息抜き兼ねて、仲間を見つけに遊
びにいらしてください。子育ての悩みも安
心してお話ください。一緒に春の息吹を楽
しみましょう。 

生後 2ヶ月～未就園児のおやこ向け。40畳の和室に注ぐお～っ
きな窓から降り注ぐぽかぽか温かい日差し。子どもをお互いさ
まの気持ちで見守り合い、遊んで話して、ママもほっと一息つ
きませんか？

Mother tree 宝塚
毎週火曜日～土曜日　10：00～16：00 
地域活動支援センターＷakaba（小林5-3-43-106号）
要事前連絡　tel

▲

0797-69-6523
mail

▲

takarazuka@t-wakaba.org

日　時
場　所

申し込み

なかなかお会いできない同世代のお子様をお持ちのママ達と一
緒に過ごしてみませんか？気分転換になれば嬉しいです。10時
～11時は0～1歳児。11時～12時は2～3歳児。要予約。コロナ
対策してお待ちしています。

子育て支援　和みルーム 
3月25日（木）
10:00～11:00（３組） 11:00～12:00（３組）
和みルーム（美座2-24-8食文化研究所2F）
1組100円
2日前までにメールで連絡
mail

▲

sawapin2525@gmail.com

日　時

場　所
費　用

申し込み

毎週月曜日～金曜日、
第1・第3日曜日（祝日を含む）13:00～16:00
ラ・ビスタよりあい広場（すみれガ丘2-5-1-1）
お茶代100円（ただし、緊急事態宣言中は飲み物なしのため無料）
当日直接（※定員を超えた場合入場制限あり）

日　時

場　所
費　用
申し込み

3月3日（水）　10:00～12:00（出入り自由）
光明第四公園（光明町）　　　　　　当日直接

3月2日、9日、16日（毎週火曜日）10:00～14:00　
池田自治会館（川面5-18-39/宝塚駅より北に5分）
要事前連絡
Mother tree宝塚HPの申し込みフォームより（1日5組）

3/7 日3/6 土

縁フェス公式Webサイトで
参加団体を紹介！

縁フェスチャンネルYoutube

講演会後、3月末まで視聴可

※費用記載のないものは無料

申し込み
サロン支援プロジェクト
市内のサロン活動の様子を映像でご紹介します。

日　時
場　所 申し込み

日　時
場　所

申し込み

3月12日（金）10:00～12:00
一小宝梅ハウス（宝梅1丁目12-43）
当日直接

未就園児の親子を対象とした集いの場所です。お茶を飲みながら
ほっこりした時間を過ごしませんか？

宝塚第一小学校まちづくり協議会
日　時
場　所
申し込み

公園付近の清掃活動や、お花のお世話をします。今回は公園で
ミニゲームも行いますよ。 こんな時だからこそ、近隣地域やご
近所の公園の魅力を再発見してみませんか？　※軍手やゴミ袋
などご持参下さい

サツキとメイの庭
3月14日（日）（雨天時は3月21日に延期）
10:00～10:30頃（野上 第1公園にて） 
10:30～11:15頃（野上 第2公園にて）
野上第1公園・野上第2公園 

日　時

場　所 当日直接申し込み

毎週月火水金（土日は不定休）10:00～14:00
コープ安倉店2F（安倉南4-38-1）　　　　　 当日直接

多世代が集う地域の居場所です。洋服のチャリティショップ（リ
サイクル）や地域作家さんによるハンドメイド商品のほか、各種
相談、体験ワークショップもあります！

あくらす
日　時
場　所 申し込み

絵本の読み聞かせ、手遊び、工作など親子で触れ合える遊び
を行います！（未就園児親子5組）みんなで一緒に楽しみま
しょう！

宝塚ふぁみりぃ劇場  プチふぁみクラブ
3月3日（水）・17日（水）10:00～11:30
宝塚南口自治会「望月ハウス」
（宝塚市南口1-13-20）
メールで事前申込み tel

▲

0797-87-0628
mail

▲

t.famigeki@gmail.com

日　時

場　所

申し込み

すみれ治療院 

子どもと地域の課題を考えるラウンドテーブル

カップ麺などの配布（300食）
タイル貼りワークショップブース

あくらすの親子防災工作　自分でオリジナル防災グッズを作ってみよう！

ホワイエ/おおやね広場

あくらす

おおやね広場 

参加型ブース 参加型ブース

時　間

申し込み

①12:30～13:00 ②13:30～14:00
③14:30 ～ 15:00 各回 5組（先着順）
当日会場にて受付

おおやね広場 ホワイエ

折り紙ブース　教育相談会
子どもの学習コーナーブース

先着
50名

会場は
先着50名

映像の一部をホワイエでご紹介します

ホワイエ パネル展示 展示期間：3月7日～3月31日（一部展示を除く）

（13:30～15:00）
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縁フェス 2020講演会
縁フェス 2020の一つとして講演会を開催します！

地域活動や防災体制に男
女共同参画や多様性配慮
の視点を取り入れて、子
どもやシニア世代などの
支援について、みんなで
考えましょう！

スマホは持っているけどよくわからない。ど
んなことができるか知りたい。毎日のウォー
キングでお遍路体験ができる！？ゲーム感覚
で転倒や認知機能低下を予防する！？ その他、
さまざまな活動団体の紹介ブースもあります。

講演会のほか、3 月中市内のいろい
ろな場所で様々な活動が「縁フェス
2020」として開催されます。あなた
のお近くの活動を見つけて参加して
ください。
※２月下旬に活動一覧を掲載した縁
フェス 2020 パンフレットを配布し
ます。

こんな時だからこそつながりの
大切さを見直し、新しい形での
つながりづくりを考えてみませ
んか。通いの場活動などで注意
すべきポイントなどもお話しい
ただきます。
オンライン配信予定
講演会QRコード▶

「お互いさまがあふれるまち宝塚」を基本理念とす

るエイジフレンドリーシティの一環として、いろ

んな世代や活動者どうしでつながる機会をつくり

たいという思いから実施す

るイベントです。コロナ禍

により、顔を合わせて集ま

ることが難しい状況が続く

中、人と人とのつながりの

重要性を再確認し、新しい

つながりづくりの方法も提

案していきます。

縁フェス
2020とは？
縁フェス
2020とは？

10：00～ 12：00

講師
減災と男女共同参画研修
推進センター共同代表
浅野　幸子氏

「男女共同参画の視点で考える防災セミナー」
「コロナ禍でどうつながるか
～新しいつながり方・感染防止に気を付けるポイントなど～」

13：30～ 15：00

講師
東京都健康長寿医療センター 
社会参加と地域保健研究チーム 
研究部長　藤原　佳典氏

オンラインツール体験ブースもあります
中央公民館 201-202 学習室

主催：宝塚市　縁フェス実行委員会 
問い合わせ：宝塚市　地域福祉課（0797-77-0653）
縁フェス 2020 WEBサイト https://afc-takarazuka.net/　

令和 3年（2021 年）３月７日● 場所：市立中央公民館ホール日

参加無料

３月６日 (土 )　12:00～　市立文化芸術センターでも
子どもから大人までみんなで楽しめるイベントを行います !!

【会場 先着 50名】

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催方法の変更や中止となる場合がありますのでご了承ください。当日、検温を行い発熱や
倦怠感など体調が悪い方は来場をお控えください。来場にあたってはマスクの着用をお願いします。


