参加団体の紹介

はスタンプラリー
参加テント

Participating organizations

A

展示ゾーン
A01 渋谷ユネスコ協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・展示
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16

B
C

東京都水道局渋谷営業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・東京都水道局渋谷営業所
東京都下水道局中部下水道事務所・・・・・・・・・・・・「油・断・快適！下水道」
公益社団法人 全日本不動産協会渋谷支部・・・・・・・不動産無料相談会
渋谷区行政相談委員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・渋谷区行政相談委員窓口相談
NPO 法人 家づくり援護会 ・・・・・・・・・・・・・・・・家づくり無料相談会・地震に備える集い
東京土建一般労働組合渋谷支部 住まいの相談室 ・・・住宅相談
渋谷食品衛生協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・食品衛生・街頭相談・渋谷食品衛生協会
東京都飲食業生活衛生同業組合渋谷支部 ・・・・・・・WE LOVE SHIBUYA キャンペーン
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会渋谷区支部・・不動産無料相談
東京都社会保険労務士会 渋谷支部 ・・・・・・・・・・・無料労働・年金相談
東京都行政書士会渋谷支部 ・・・・・・・・・・・・・・・・暮らしと事業の無料法律手続相談
東京土地家屋調査士会渋谷支部 ・・・・・・・・・・・・・無料相談会、スーパーボールすくい
東京司法書士会 渋谷支部 ・・・・・・・・・・・・・・・・無料登記法律相談・東京司法書士会渋谷支部

渋谷区商店会連合会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・商業感謝バザール

商店街飲食ゾーン
C

渋谷区商店会連合会 青年部・・・・・・・・・・・・・・・模擬店ブース

相談ゾーン
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07

E

全労済・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・いのちとくらしを守る

商店街バザーゾーン
B

D

渋谷区明るい選挙推進委員会 ・・・・・・・・・・・・・・明るい選挙啓発ポスターコンクール作品展示

東京税理士会 渋谷支部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・税の相談コーナー
渋谷税務関係団体協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・税の役割と税務署の仕事
一般社団法人渋谷区医師会 ・・・・・・・・・・・・・・・・血圧測定と健康相談
公益社団法人渋谷区歯科医師会 ・・・・・・・・・・・・・渋谷区歯科医師会『歯の健康案内 』
渋谷地区矯正歯科医会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・歯ならび無料相談会
一般社団法人 渋谷区薬剤師会 ・・・・・・・・・・・・・・お薬の無料相談
公益社団法人 渋谷区シルバー人材センター ・・・・・(公社) 渋谷区シルバー人材センター PR

バザーゾーン
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07

すみれ工房・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・焼菓子販売
NPO 法人 むつみ福祉会 むつみ工房・・・・・・・・・・オリジナル製品販売
藤連 子ども会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・バザー
さくら国際高等学校 東京校 〜えがおがラオス〜 ・・さくら国際高等学校東京校えがおがラオス
NPO 法人 絆の会 福祉作業所ふれんど ・・・・・・・・障がい者手作り品販売とミニバザー
NPO 法人 渋谷なかよしぐるーぷ・・・・・・・・・・・・自主製品販売と工作体験。活動紹介
NPO 法人 渋谷神宮前 ワークセンターひかわ・・・・福祉バザー

F

E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18

F33 NPO 法人 劇団はーとふるはんど・・・・・・・・・・・・・手話 de ゲーム＆バザー＠はーとふるはんど

ワーク＆ショップ〈はらっぱ〉
・・・・・・・・・・・・・・手づくり製品（布小物等）
・菓子の販売
NPO 法人 よりどりみどり みどり工房 ・・・・・・・・よりどりみどりの出張カフェ
渋谷区中学校 PTA 連合会・・・・・・・・・・・・・・・・・愛のバザー
渋谷区肢体不自由児者父母の会 ・・・・・・・・・・・・・福祉バザー（衣料品、雑貨、生花の販売）

G

G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20

社会福祉法人 福田会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・バザー
NPO 法人 ぱれっと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・作業所製品販売＆バザー
NPO 法人 あさのはネットワーク ワークささはた・・アート作品展示と自主生産品・雑貨の販売
渋谷区聴覚障害者協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福祉バザー、ろう者コーナー
渋谷手話の会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・渋谷手話の会手話 PR コーナー
渋谷区手をつなぐ親の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・障がい理解啓発活動、疑似体験他
布ぞうり「結の会」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・布ぞうり等の販売

アトラクションゾーン
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32

渋谷区シニアクラブ連合会 ・・・・・・・・・・・・・・・・シニアクラブ連合会 活動紹介・入会相談会
ボーイスカウト渋谷区協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・ボーイスカウト PR コーナー・古本バザー
渋谷たばこ商業協同組合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・喫煙マナー啓発キャンペーン
渋谷区華道茶道連盟 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・子供の生花体験教室
渋谷区民生児童委員協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・渋谷区民生児童委員協議会パネル展示
渋谷の遊び場を考える会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・渋谷区にあるプレーパークの紹介他
あ・ら・かるちゃー文化施設運営協議会・・・・・・・・自然の素材を使った木工クラフト
こども科学センター・ハチラボ・・・・・・・・・・・・・・わくわく！ ハチラボ体験
NPO 法人 ヒューマンケアクラブ ストライド・・・・自主製品販売＆ワークショップ
渋谷区内交通安全協会・代々木警察署 ・・・・・・・・・反射材視認器・クイックアーム測定実験
笹塚中学校健全育成推進委員会（おやじの会）・・・・笹塚中学校おやじの会 焼きそば
建設ユニオン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・リフォームに関する展示と無料住宅相談
畳研会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・たたみ屋です。
渋谷区造園緑化業団体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・花苗の販売
渋谷区動物愛護推進ネットワーク ・・・・・・・・・・・・地域ねこパネル展
渋谷麻雀同好会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・楽しい青空麻雀 & チャリティー三角クジ
囲碁コーナー・将棋コーナー ・・・・・・・・・・・・・・・囲碁・将棋の対局と体験
渋谷区人権擁護委員会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人権メッセージ ありがとう
渋谷明るい社会づくりの会 ・・・・・・・・・・・・・・・・渋谷明社 休憩処
渋谷区婦人団体連絡協議会 ・・・・・・・・・・・・・・・・掘り出し物がいっぱい！リサイクルバザー！
渋谷区青少年環境浄化連絡協議会 ・・・・・・・・・・・・青少年環境浄化パネル展示
一般社団法人渋谷ほんまちクラブ ・・・・・・・・・・・・美味しいハーブソーセージ販売
よよぎはちまんムーミンママ ・・・・・・・・・・・・・・・的あてゲーム
社会福祉法人渋谷区社会福祉協議会・・・・・・・・・・・渋谷区社協 事業案内
第一東京弁護士会渋谷法律相談センター・・・・・・・・渋谷法律相談センター弁護士無料相談会
（渋谷区議会）
渋谷区議会 多様性社会推進特別委員会・・・・・・・・・多様性社会を推進しよう！

渋谷サービス公社（ PLAY!SPORTS SHIBUYA パートナーズ ) ・動体視力機器＆ボッチャ体験
渋谷区町会連合会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お隣さんをつなぐ 町会に入ろう
東京渋谷ロータリークラブ・・・・・・・・・・・・・・・・・東京渋谷 RC ポリオ根絶支援バザー
㈱アセット・アドバイザー ・・・・・・・・・・・・・・・・不動産の相続で失敗しないための無料相談会
東京商工会議所渋谷支部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・「メイドインシブヤ」冊子配布
SHIBUYA CITY FC・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SHIBUYA CITY FC サッカーブース

都市交流ゾーン

H

チェコ政府観光局 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ピーアンドエムチェコ / チェコ政府観光局
渋谷日韓親善協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・韓国物産展
日本ブルガリア協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ブルガリア共和国の観光紹介・物産展示販売
・・・・・・・・・・・・・・Café &しぶやみやげ（渋谷サービス公社）
㈱渋谷サービス公社（企画係）

秋田県大館市 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・秋田名物本場大館きりたんぽまつり㏌渋谷
熊本県玉名市 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・玉名ブランド認定品、みかんの販売
鹿児島県鹿児島市 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鹿児島の食文化
愛媛県宇和島市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊達家のつながり 愛媛宇和島展
新潟県新潟市南区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新潟県新潟市南区物産展 秋の味覚狩り
東京・チェスト in 渋谷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・鹿児島物産品
長野県飯田市 ( 南信州観光公社）・・・・・・・・・・・・南信州飯田の特産物の販売
静岡県河津町 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・河津町地場産品市
アイリッシュ・ネットワーク・ジャパン ・・・・・・・アイルランドの観光・文化・物産を紹介
NPO 法人 ウシリカジャパン・・・・・・・・・・・・・・・NPO 法人ウシリカジャパン
福島県・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・復興支援 福島県
一般財団法人渋谷区観光協会 ・・・・・・・・・・・・・・渋谷お土産展
東京都新島村 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東京都 新島村
長野県立科町 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「おいしさいっぱい・信州立科産農産物」
渋谷区日中友好協会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・渋谷区日中友好協会
ラトビア共和国大使館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ラトビア大使館

スポーツ・ちびっこゾーン
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18

渋谷区スポーツ推進委員連絡協議会 ・・・・・・・・・・子供向けボッチャ教室
一般社団法人 渋谷区体育協会 ・・・・・・・・・・・・・・ストラックアウト、活動紹介
渋谷区コミュニティスポーツ・レクリエーション協会・・コミレクテント、モルック
サンロッカーズ渋谷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・サンロッカーズ渋谷ブース
公益社団法人東京青年会議所渋谷区委員会 ・・・・・SDGｓサステイナブル・ロボットレース
東京都赤十字血液センター ・・・・・・・・・・・・・・・・献血
渋谷区都市整備部木密・耐震整備課 ・・・・・・・・・・耐震相談会
一般社団法人東京都建築士事務所協会渋谷支部・・・耐震相談会・耐震クイズ・建築相談会
渋谷区役所 防災課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・来てみてさわって！防災グッズの展示と体験
渋谷消防署・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SHIBUYA FIRE STATION
渋谷消防団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・渋谷消防団
公益財団法人日本公衆電話会東京支部 ・・・・・・・・公衆電話＆災害用伝言ダイヤル体験コーナー
渋谷区リサイクル事業協同組合 ・・・・・・・・・・・・・資源リサイクルってなんだろう？？
清掃リサイクル課リサイクル推進係 ・・・・・・・・・・バーチャル見学！ 小型家電リサイクル
渋谷区清掃事務所・渋谷清掃工場 ・・・・・・・・・・・ごみ減量 リサイクルキャンペーン
ボーイスカウト渋谷区協議会・・・・・・・・・・・・・・・竹馬・けん玉コーナー
ボーイスカウト渋谷区協議会・・・・・・・・・・・・・・・野外体験広場
ガールスカウト渋谷地区連合会 ・・・・・・・・・・・・・ガールスカウトSDGｓクイズ！

ごあいさつ
Greeting

皆さま、
「 渋谷区くみんの広場 」へようこそお越しくださいました。
「 渋谷区くみんの広場 」は、昭和 53 年にスタートして以来、本年をもちまして
第 45 回を迎えることができました。今年は渋谷区制９０周年の節目の年であり、
また、代々木公園での開催は３年ぶりとなります。現地で皆さまと一緒に過ごせ
るこの時を心待ちにしていました。
「 渋谷区くみんの広場 」は、基本構想の「 ちがいを ちからに 変える街。渋谷区 」
の理念等をもとに、地域や団体、国内外の都市との絆や連帯を強めつつ、世界に
第45回渋谷区くみんの広場実行委員会

井上

順

向けて発信するために、趣向を凝らした多彩な催しを繰り広げてきました。今年

渋谷区長

実行委員長

長谷部

は新たなテーマとして「 わが街渋谷 再発見と新発見 」を設けました。様々なテント

健

やステージ、イベントが並ぶこのお祭りを通じて、渋谷らしさや渋谷の良さを
再発見、新発見してください。
「 渋谷区くみんの広場 」をどうぞお楽しみください。
令和 4年11月

協

渋谷区くみんの広場実行委員会
実行委員長 井上 順
渋谷区長 長谷部 健

賛

協

力 ： 東京電力パワーグリッド株式会社

近隣でのイベント
ヒューリック・ダイハツ BWF
パラバドミントン世界選手権 2022

入場
無料

NEXUS presents
第75 回 全日本フェンシング選手権大会

有料
観覧

フェンシングの日本一を決定する個人戦の
全日本選手権が渋谷で開催！

日本で初の世界選手権！世界のトップ選手
たちによる熱き戦いが開催！

11月 5 日（土）

● 第 1 部 13：00 〜

11月 6 日（日）

● 第 2 部 17：00 〜

● 10：00 〜

国立代々木競技場
第一体育館

● 第 2 部（中学生）

10 : 00 〜

LINE CUBE SHIBUYA
（ 渋谷公会堂 ）

※当日、会場での観戦
申込可能です。

代々木公園陸上競技場（ 織田フィールド）

※お座席には限りがあります

主催：一般社団法人日本パラバドミントン連盟

11 月13 日開催「 北渋ワンマイルレース 」に向けた
陸上イベントを織田フィールドで開催！

11月 5 日（土）
● 第1 部（小学生）
8 :15〜

11月 5 日（土）

● 9：00 〜

渋谷ユナイテッド 中距離陸上イベント
（ 観覧のみ）

※ 事前申込制ですが、活動の様子を
ご観覧いただくことができます。

主催：公益社団法人日本フェンシング協会

主催：一般社団法人渋谷ユナイテッド

感染拡大防止へのご協力をお願いいたします
全ての方々が安全にご参加いただけるよう、政府、自治体（東京都）
、公的機関および会場より示された新型コロナウイルス感染予防のガイドラインに基づき
「開催における新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン」を定め、徹底した対策を講じた上で開催してまいります。
ガイドライン、及び注意事項をご確認いただき、ご理解の上、ご参加いただけますようお願いいたします。

守っていただきたいこと
● 歓声・大声での会話はご遠慮ください

その他、必ず守っていただきたいこと・ご協力のお願い
● マスクは正しく常時着用をお願いします

● 会場内ではお客様同士が触れ合わない間隔の確保にご協力をお願いいたします

● 会場内外問わず、人と人との十分な距離の確保をお願いします

● 入場規制・規制退場の実施をする場合がございます

● こまめな手洗い・手指の消毒をお願いします

お問合せ
Contact

● 渋谷区くみんの広場実行委員会事務局（ 文化振興課 交流推進係） TEL : 03-3463-1142（ 平日 8 時 30 分〜 17 時）
● くみんの広場 本部テント（ 11 月 5 〜 6 日） 携帯電話：090 -1059 - 6815

