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インドネシア・ジャワ
の影絵芝居

江ノ嶋最中を
つくってみよう！

by スミリール by 芝神明榮太樓

:～:
@5階ダンススタジオ
インドネシア・ジャワの影絵
芝居を日本語で上演します。

:～:
@2階展示ギャラリー
榮太樓で人気の、江の嶋最中
を作る体験ワークショップ！
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※ブース内容は多少変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

ミニステージ
13:00～15:30 ＠6階ホワイエ

フードコーナー 11:00～15:30 ＠1階喫茶

めぇめぇセット（コミカフェ特製フードセット）

前売り250円・当日350円
※引き換えは15:00までにお願いします。

画像

その他メニュー（当日販売）

※画像はイメージです。
※当日の食券売り場は1階のエントランスにございます。

冷やし塩ラーメン 三色点心（エビ・枝豆・たまご）

とうもろこし りんごと桃のきらきらケーキ

※めぇめぇセット前売り券は、8月21日～9月7日まで
販売いたします。
数に限りがありますので、お早めにお求めください。

飲み物
1本100円

おにぎり
1個100円

パラリンピック競技である
「ボッチャ」をみんなで体験!!

自転車シミュレーター
～自転車のルールを学ぼう～
by 株式会社ホンダカーズ東京中央

11:00～16:00
＠6階体育館

CGの街を走り、基本的な
自転車の交通ルールや乗
り方を楽しく学ぼう！

木の粘土遊び、
木の映画祭
by (一社)木暮人倶楽部

11:00～16:00
＠6階体育館

木のおが屑からできた
木の粘土で、いろんな
ものを作ってみよう！

お話会コーナー
by 港区立神明保育園

①13:00 ②14:00 ③15:00
各60分
＠5階プレイルーム

保育士によるお話会を開催し
ます。
今年のお話会は劇を行います。
是非お越し下さい！

骨密度・
血管年齢測定
by 芝地区高齢者相談センター

11:00～16:00
＠4階ダンススタジオ

自分の骨や血管年齢を
知ろう
～今からコツコツ介護
予防～

芝を楽しむ会
by 芝会議・地域コミュニティ部会

うちわ作り 11:00～13:00
定員なし
クラフト①13:00 ②14:00
各10名
＠5階学習室

おなじみ芝輪投げ、オリジナ
ルうちわ作りと、今年は当日
予約のお楽しみクラフトがあ
るよ！※なくなり次第終了

アロマテラピーボランティア
講座修了生による地域貢献プログラム

アロマハンドマッサージ体験
by 芝地区総合支所区民課保健福祉係

(特非)日本アロマテラピー活動
サポートセンター

13:00～16:00
一人当たり約15分
＠4階ダンススタジオ
認知症予防に効果的と話題のアロマ
テラピー！アロママッサージで心も
身体もリラックス♪
※なくなり次第終了

13:00～
ジャグリングステージ
by Shangri-La（芝浦工業大学）

13:30～
「ダンシングヒーロー」
by 神明いきいきプラザ

14:00～
ジャグリングステージ
by Shangri-La（芝浦工業大学）

14:30～
SHIBA-HAMA落語
出演者：鈴々舎 馬るこ

by 株式会社文化放送

※開演時間は若干前後する可能性があります。

東京タワーの秘密教え
ちゃいます!
by 日本電波塔株式会社

11:00～16:00
＠6階体育館

開業60周年を迎える東京
タワー。東京タワーの秘
密を教えます。

白バイに乗ってみよう
by 愛宕警察署

11:00～16:00
＠6階体育館

みんなの憧れ！お巡りさんが
白バイに乗せてくれます。
写真撮影も出来るよ！
反射神経測定機も体験してね！

楽しく交通安全を学ぼう！
JAF東京支部
by (一社)日本自動車連盟東京支部

11:00～16:00
＠6階体育館

子ども安全免許証発行や、
大人まで幅広く交通安全を
学べるブースです！

一風堂 ワークショップ
by 一風堂浜松町スタンド

①11:00 ②14:00
各90分定員各30名
＠4階集会室C

餃子作りのワークショップ！
餃子を皮から作ります。

※小学3年生以下のお子様は
保護者同伴でご参加ください。

オリジナルふりかけを
つくろう！
by 太陽化学株式会社

11:00～16:00
＠6階体育館

太陽化学商品を使用したふりかけ作り
を楽しみましょう！
ふりかけ作りのみでなくパッケージの
デコレーションもしてみよう。

※なくなり次第終了

江の嶋最中を
つくってみよう！
～もなかの餡をつけて食べて！～
by 芝神明榮太樓

①13:30 ②14:10 ③14:50
④15:30 各30分定員各10名
＠2階展示ギャラリー

榮太樓で人気の、江の嶋最中を
作る体験ワークショップ！

モノルンがプラザ神明
にやってきます！！
by 東京モノレール株式会社
11:00～12:30

東京モノレールのキャラクター
「モノルン」が登場するよ！
一緒に記念撮影もできるよ！
館内のどこにいるか探してみよう！

中南米グアテマラの
「心配ひきうけ人形」作り
by (特非)イスパニカ文化経済交流協会

①11:15 ②13:00 ③14:00
④15:00 各40分定員各10名
＠4階集会室A・B

中南米グアテマラの「心配ひきう
け人形」作りと、絵本「びくびく
ビリー」の読み聞かせを行います。

“モルディブ”
【Embassy of the 

Republic of Maldives】
by モルディブ共和国大使館

11:00～16:00
＠4階集会室A・B

真っ白な砂といつも太陽と一緒の
モルディブ！
お絵描きや砂遊びコーナー等、モル
ディブの魅力をご紹介いたします。

書で遊ぶ
by (特非)和親文化交流会月のあかり

11:00～16:00
＠4階集会室D

世界で活躍する西浦喜八郎
先生スタイルの書道教室です。
墨の香りが心を落ちつかせて
くれます。

バルーンアート配布＆
ジャグリング体験
by Shangri-La（芝浦工業大学）

11:00～16:00
＠5階ダンススタジオ
大道芸を身に付けてみませんか？
分かりやすく丁寧に教えます！
バルーンの配布もあります！
※バルーンの配布は
なくなり次第終了

目指せ！達人！
スポーツスタッキング体験
by (一社) WSSA‐JAPAN

11:00～15:00
＠6階体育館

みんなもスポーツスタッ
キングに挑戦してみませ
んか？

※「事前予約」「当日予約」は予約が必要なブースです。４F受付または、TEL（03-3436-2500）にて受付中です。

アフガニスタンのパンと
名産サフランやラピスラ
ズリ
by 駐日アフガニスタン大使館

11:00～16:00
＠4階集会室A・B

アフガニスタンの美味しい
文化とおもてなしをお楽しみ
ください。
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パン
1個100円

今日からクリニックの一員だ!
小さなお医者さんと看護師
by 医療法人財団百葉の会 銀座医院

①11:45 ②12:15 ③13:45
④14:15 ⑤14:45 ⑥15:15
＠4階集会室A・B

みんなのスポーツ
「ボッチャ」をやって
みよう!!
by (公財)東京都人権啓発センター

11:00～16:00
＠6階多目的室

お医者さんとお仕事体験。お医者
さんと看護師さんのお仕事にチャ
レンジしてみよう!!集まれ未来の
お医者さん‣看護師さん!
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フランス絵本の読み聞かせ
by アンスティチュ・フランセ日本/

駐日フランス大使館

11:15～12:00
＠5階プレイルーム

子どもたちの大好きな『リサとガ
スパール』『すてきな三人ぐみ』
といった、フランス絵本の日本
語・フランス語、両方での読み聞
かせを楽しみにいらしてください。

かわいいプリザーブド
アレンジメント教室
by 日比谷アメニス・ケイミックス・

日比谷花壇グループ

①11:00 ②13:00 ③14:30
各45分定員各16名
＠5階工作室

日比谷花壇スタッフによる
オリジナルのミニアレンジ
メントをつくりましょう。
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SHIBA-HAMA落語体験
by 株式会社文化放送

11:00～14:30
＠5階ダンススタジオ

落語体験＆写真撮影を行い
ます！参加者には特製扇子を
プレゼント。14:30からは6階
ステージへGO！

※扇子の配布はなくなり次第終了

AED体験
by 芝消防署

①11:00～16:00
＠6階体育館

大切な人を守るためAEDの使い方
を学ぼう。
ミニ防火衣の着衣体験もあるよ！
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