


１１月１２日（土）
階 室名 時間帯 内容 団体名

12:00～12:30
オープニング
みんなで演奏しよう！楽器持込OK！

実行委員会

13:00～14:00 コンサート KASHIWA NOTE

14:30～15:30 ウクレレ演奏とハワイアンソング ハワイの歌とウクレレ

16:00～17:00
昭和の歌謡曲をバンド演奏と共に
お楽しみ頂きます。

歌の散歩道

14:00～15:30 日本舞踊と日本の踊りを熱く心をこめて踊る ゆうきの会

15:30～17:00 ディスコ・イン・ラコルタ　2022 ミラーボールズ

③多目的室 12:00～17:00 休憩場所 ―

④フリースペース 12:00～17:00 オーケストラの中の弦楽器写真展 柏ジュニアストリングオーケストラ

高齢者による自主運営生涯学習1年間を紹介 柏シルバー大学院

つなぐかがやくみんなの未来 柏市ひとり親福祉会

セカンドライフファクトリーの活動について セカンドライフファクトリー

当事者に聞く、家族が笑顔になる介護 介護・認知症の家族と歩む会

⑥交流室 14:00～15:30 子どもも大人も一緒に楽しく体を動かそう！ すみれヨガクラブ

⑦創作室1 12:00～17:00 楽器体験 KASHIWA NOTE

⑧創作室2 13:00～17:00 一輪のお花体験：花と話して花の心を生ける MOA健康法サークル

12:30～13:00 PRタイム ―

13:00～14:00 ウクレレ演奏とフラダンス
ハワイの歌とウクレレ
Pilinaフラダンス愛好会

14:00～15:30 アロハの心と笑顔で楽しくフラダンスを踊る
グリーンローズ・フラスタジオ
27Aクラブ

15:30～15:45 PRタイム ―

15:45～17:00
㈱キズキ代表・安田祐輔による
講演＆対話型セッション

あ・えーるワークス

⑩会議室3C 12:00～17:00 救護室 ―

13:00～17:00
囲碁の道具（碁盤と碁石）を使った
石取ゲーム体験

ふれあい囲碁かしわ

13:00～17:00 作品展示・販売・ワークショップ かしわ地域若者サポートステーション

12:30～14:00
「ボッチャ」ってどういうの？
パラスポーツ「ボッチャ」ミニミニ体験

柏市心身障害者福祉連絡協議会

14:00～14:30 仲間と織りなすトーンチャイムの響きは最高 ザザビー・ドゥ　ｄＢ（デシベル）

14:30～15:30 けん玉教室 かしわ地域若者サポートステーション

⑫多目的研修室 13:00～15:00 「折り紙教室」折り紙で楽しい時間を！！ 東葛柏福祉会

⑬障害者活動センター 12:00～17:00 ミニ手話教室、（体験）、DVD上映、パネル展示 手話サークルかしわの会

⑭あ・えーるテラス 13:00～17:00
絵を描くワーク
チャレンジ＆カウンセリングイラスト

あ・えーるテラス

13:00～17:00 就労支援準備室の紹介と展示 あいネット

13:00～17:00 フードドライブ窓口を開設しています！ あいネット

12:00～17:00

5階

①講堂

②音楽室

4階

⑤集会室1～3

1階

⑮ロビー

3階

⑨オープンスペース

2階

⑪多世代交流スペース



１１月１３日（日）
階 室名 時間帯 内容 団体名

 10:00～11:00 かがやきカラオケ会員と一般応募者の発表会 かがやきカラオケ教室

11:00～12:00 楽器を使わないアカペラ演奏を楽しもう！ リトリーファン

12:00～13:00 楽しい盆踊り・見て学んで踊ろう！！ 柏盆踊りの会

13:30～15:40
短編映画『いつでもアオハル』上映会
いくつになっても青春！！
チームヒロシで盛り上がろう！

あ・えーるテラス
　　　　＆
Swing Beat Team♪ HIROSHI

10:00～12:30 誰でも年齢問わず健康ＵＰ吹矢体験会 健康スポーツ吹矢　柏吹会

12:30～14:30 ディスコ・イン・ラコルタ　2022 ミラーボールズ

14:50～15:20 柏おやじダンサーズと踊ろう！ 柏おやじダンサーズ

③多目的室 10:00～16:00 Miteneメンバーが作成した動画上映会 動画編集チームMitene

④フリースペース 10:00～16:00 オーケストラの中の弦楽器写真展 柏ジュニアストリングオーケストラ

高齢者による自主運営生涯学習1年間を紹介 柏シルバー大学院

つなぐかがやくみんなの未来 柏市ひとり親福祉会

セカンドライフファクトリーの活動について セカンドライフファクトリー

当事者に聞く、家族が笑顔になる介護 介護・認知症の家族と歩む会

⑥交流室 10:00～15:00 障がいのある子もない子も遊びにきてね！ 柏おもちゃ図書館かたつむり

⑦創作室1 12:00～17:00 楽器体験 KASHIWA NOTE

10:00～11:00 PRタイム ―

11:00～12:00 誰もが知ってるアニメソングメドレー 麗澤中学校吹奏楽部

12:00～12:30
ワークショップ
ゲーム感覚で出来る楽しい脳トレ＆チェック

あ・えーるワークス

12:30～13:00 PRタイム ―

13:00～13:30 けん玉パフォーマンス あ・えーるテラス

13:30～14:00 楽しい盆踊り・見て学んで踊ろう！！ 柏盆踊りの会＋来場者

14:00～14:30 柏太極拳同好会教室ご案内 柏太極拳同好会

14:30～14:45 PRタイム ―

14:45～15:30 高校生とフレイル予防！
日本体育大学柏高等学校
かしわフレイル予防サポーター

16:00～16:30
エンディング
みんなで踊ろう！

実行委員会

⑩会議室3C 10:00～16:00 救護室 ―

10:00～16:00 囲碁の道具（碁盤と碁石）を使った石取ゲーム体験 ふれあい囲碁かしわ

10:00～16:00 作品展示・販売・ワークショップ かしわ地域若者サポートステーション

10:00～12:00
「歌声喫茶クラブ開演」
大きな声で一緒に唄おう！！

東葛柏福祉会

13:00～14:00 手話で唄を届けたい～明るい未来へ～ 柏ドリーム手話ソング

14:00～15:00 けん玉教室 かしわ地域若者サポートステーション

10:00～12:00 健康寿命講演会 セカンドライフファクトリー

13:00～16:00
ドキュメンタリー映画「こんばんはⅡ」
上映と話し合い

柏自主夜間中学

⑭あ・えーるテラス 10:00～16:00
絵を描くワーク
チャレンジ＆カウンセリングイラスト

あ・えーるテラス

10:00～16:00 就労支援準備室の紹介と展示 あいネット

10:00～16:00 フードドライブ窓口を開設しています！ あいネット

10:00～16:00

3階

⑨オープンスペース

2階

⑪多世代交流スペース

⑫多目的研修室

4階

⑤集会室1～3

5階

①講堂

②音楽室

1階

⑮ロビー



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 コロナ感染防止対策へのご協力をお願いします 】 

感染症対策を講じてイベントを実施します 

ご来場の際はマスクの着用、会場出入り口での検温・手指消毒をお願いいたします 

発熱等の症状がある等、体調が良くないときは来場をお控えください 

感染拡大の状況により内容を一部変更する場合があります 

【 来場いただくとフレイル予防ポイントがつきます 】 

フレイル予防ポイントカードをお持ちください 

（ラコルタ柏フェスティバル当日はカードの発行は行いませんのでご注意ください） 

【 事前の申し込みが必要な催し 】 

① オープニング「みんなで演奏しよう！楽器持込OK！」  

11/12(土) 12：00～12：30 5階 講堂 

申込先：KASHIWA NOTE 渡辺 090-9952-3989 

※客席で演奏できるものに関しては定員の制限なし 

※ステージやステージ下で演奏する場合は様子を見て募集を終了する可能性があります 

※オープニング参加特典あり 

 

② 折紙教室 定員：先着２０名 

11/12(土) 13：00～15：00 2階 多目的研修室 

申込先：東葛柏福祉会 新田 090-1460-7285 

 

③ 歌声喫茶クラブ 定員：先着 30名 

11/13(日) 10：00～12：00 2階 多世代交流スペース 

申込先：東葛柏福祉会 新田 090-1460-7285 

 

④ 健康寿命講演会 定員：先着 40名 

11/13(日) 10：00～12：00 2階 多目的研修室 

申込先：セカンドライフファクトリー 事務局 04-7100-8023 

 

⑤ 誰でも年齢問わず健康ＵＰ吹矢体験会 定員：先着 20名 

11/13(日) 10:00～12：30 5階 音楽室 

申込先：健康スポーツ吹矢柏吹会 平田 090-7197-4614 

【 フードドライブ ＜食品の回収＞ にご協力ください！ 】 

・ ご家庭で不要な食品があればぜひご寄贈ください。 

・ お預かりした食品は、緊急性の高い個人や世帯への支援などに活用させていただいています 

※ ご注意いただきたい点 

・ 賞味期限が 2ヶ月以上あるもの、常温保存ができるもの、未開封で破損、中身が出ていないもの 

・ お米は令和 3・４年度のもの(玄米可)、アルコール類は受け付けておりません 

受付例：乾麺、防災食、缶詰、瓶詰、レトルト・インスタント食品、菓子、飲料、ギフトパック等 

② 折紙教室 定員：先着２０名 

11/12(土) 13：00～15：00 2階 多目的研修室 

申込先：東葛柏福祉会 新田 090-1460-7285 

 

③ 歌声喫茶クラブ 定員：先着 30名 

11/13(日) 10：00～12：00 2階 多世代交流スペース 

申込先：東葛柏福祉会 新田 090-1460-7285 

 

④ 健康寿命講演会 定員：先着 40名 

11/13(日) 10：00～12：00 2階 多目的研修室 

申込先：セカンドライフファクトリー 事務局 04-7100-8023 

 

⑤ 誰でも年齢問わず健康ＵＰ吹矢体験会 定員：先着 20名 

11/13(日) 10:00～12：30 5階 音楽室 

申込先：健康スポーツ吹矢柏吹会 小林 FAX 04-7173-9116 

 

⑥ かがやきカラオケ会員と一般応募者の発表会 定員：先着 5名 

11/13(日) 10:00～11：00 5階 講堂 【参加費 1,000円】 

申込先：かがやきカラオケ教室 中村 090-2331-7367 

 

Sandwich
サ ン ド ウ ィ ッ チ

 Café
カ フ ェ

 

PAISIBLE
ペ ジ ー ブ ル

 

 

麗澤中学校・麗澤高校とのコラボで 

特別営業します 

ラコルタ柏 

インスタグラム    ホームページ 

オープニング申込 
QRコード 
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