
朝市 

障がい者 
就労支援 
商品販売 

時間 9:00～13:00 
雨天決行 寄席/セミナー受付開始 8:30～ 

場所 桐ケ谷斎場  

内容 朝市等の販売と館内見学は、 
9:00～13:00で開催します。 

● 

● 館内見学 
式場や火葬炉などをご覧いただけます 

● 斎場寄席 春風亭柳朝 

時 間 11:50～12:50 
入場料 500円(税込)小学生以下無料 

申 込 当日、8:30から受付開始 
定 員 70名 

● 朝市 
無農薬野菜、ストレートジュースと旬の野菜、 
豆花、京都山椒/惣菜、100円新古書/アート 
フラワー、無料健康測定/健康美容品 

● 無料健康セミナー 

9:30 

10:15 

11:00 

スローエアロビック ® 

何をどれだけ食べるかから、 
    誰とどんな風に食べるかへ 

100歳まで元気でいるための健康体操 

(各40分定員30名) 

● 障がい者就労支援事業所販売 
 パン、焼菓子、コーヒー、編物、雑貨etc. 

館内 
見学 

健康 
セミナー 

主催 東京博善株式会社 株式会社廣済堂 品川区 
西五反田西二町会 大崎第一地区支え愛活動会議 大崎第一地域センター 協力 

後援 

【問合せ】㈱廣済堂地域感謝の集い事務局 03-3453-0774 担当殿村 平日10:00～17:00 

品川区西五反田5丁目32-20 

 【お願い】 ※諸事情により内容が変更になる場合があります。 
       ※お車での来場はご遠慮ください。 
       ※ペットのご同伴はご遠慮ください。 

同時開催 支え愛ひろば 10時～13時 

大崎第一地区支え愛活動会議主催 

大崎第一地域センターで年４回開催されている
「支え愛ひろば」が出張開催されます! 

老若男女、誰もが自然に楽しみながら交流できるひろばです 

☆食べる・遊ぶ・集う♪みんなの交流場所☆ 

ボールプール 

手作りコーナー 

輪投げ 健康相談 リハビリ体験 

斎場 
寄席 

● 開会式 9:00 １階ホール 
ダンス発表 しながわ学院エンタ部 



出店者ご紹介 

就労継続支援B型 

かもめ第三工房 

住所 品川区西五反田2-24-2 
電話 03-5435-1808 担当 勝亦 一浩 

かもめ工房では、「陽
気な雑巾」、クッキー
などの焼き菓子を作っ
ています。ぜひ、お買
い求めください！ 

就労継続支援B型ガーデン 

ぷらーす 
くるみボタンでヘアピ
ンなどのヘアアクセサ
リーやマグネットなど
を作成し販売していま
す♪ぜひ手に取ってみ
てください！ 

住所 品川区上大崎1-20-12 
電話 03-5793-7095 担当 伊藤 美佐 

就労継続支援A型 

パン工房 プチレーブ 
毎日心をこめてパンを
作っています。カフェ
では挽きたてのコー
ヒーをお楽しみ下さい。  
品川区役所より徒歩2
分、お立ち寄り下さい。 

住所 品川区二葉1-6-1 廣浦ビル１F 
電話 03-6421-6633 担当 佐野 正 

就労継続支援B型 

さつき 

住所 品川区八潮5-3-8 
電話 03-3790-0593 担当 佐藤 孝一 

使いやすく心が和む「花
ふきん」。丁寧に手縫い
で仕上げています。プチ
レーブのマドレーヌと花
ふきんをセットにしたギ
フトセットも大好評です。 

生活介護・施設入所支援事業 

かもめ園 

住所 品川区八潮5-1-1 
電話 03-3790-4720 担当 蔭山 和輝 

利用者一人ひとりできる
力で、丹精こめて作りま
した。アクセサリーや、
手づくりで愛着がでる革
製品など、皆さんに喜ん
でいただける作品です。 

就労継続支援B型 
TENTONE / SOCIAL GOOD ROASTER 

SGR千代田は福祉作業所ですが、熟練の
焙煎士が淹れたコーヒーには自信があり
ます。是非！ 

住所 杉並区方南2-12-31 ジャーニット 
電話 080-1357-0699 担当 伴 真太郎 

個性を大切にしたオシャレな商品をたく
さんご用意しました。 
ぜひ見にきて下さい! 

就労継続支援A型 

Café ふれあい 

住所 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階 
電話 03-3980-5020 担当 齊藤 健 

豊島区役所の4階にて営
業しています。 
みんなで頑張っています。 
皆さまのご来店をお待ち
しています。 

PROTEIOS project 

豆花 (台湾スイーツ) 

URL https://overthebig.wixsite.com/proteios 

電話 090-8110-2637 担当 大谷 格司 

豆花(トウファ) 
人間にとって大切な栄養
素、タンパク質の理解を
深め、健康で楽しい毎日
を提案しています。 

コクシネル株式会社 
ストレートジュース各種と旬の野菜 

園地を限定して搾った
混ざりのないピュア
ジュースをご紹介しま
す。ジュースの生産者
の新鮮な有機野菜もあ
わせてご紹介します。 

住所 北区滝野川2-6-7-505 東京事務所 
電話 080-6843-4850 担当 宇田川 充 

イトキン㈱ エミリオロバ事業部 

アートフラワー 

ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟhttps://www.itokin.net/emilio_robba. 
住所 渋谷区千駄ヶ谷3-51-10 ｲﾄｷﾝTCBビル6Ｆ 

「花の彫刻家」と謳われ
るエミリオ・ロバのアー
トフラワー。 生花と見
間違うほどのクオリティ
と高い芸術性で高い評価
を受けています。 

株式会社 SOUJITU 

簡単健康チェック 

住所 中央区銀座6-13-16-5F 
電話 03-6869-6740 担当 前田 ひづる 

血管の健康とストレス状
態・物忘れチェックで、
老化や認知証予防を。 
医師推奨の健康美用商品
のご案内も♪ 

創作レストラン まつお 

京都山椒・惣菜 
京都、山城に創業し４
８年。創作料理まつお
のお惣菜・秘伝のたれ
が買えるのはここだけ。
大人気「ちりめん山
椒」等を販売します。 

住所 京都府京田辺市田辺南里38-44 
電話 0774-26-0262 担当 松尾 亮佑 

カネマツ物産 ベジタブルズブラボー!!! 

無農薬野菜 

住所 長野県長野市松代町松代583 
電話 026-278-1501 担当 奈須野 真弓 

標高800m。 
北アルプスと雲海に囲ま
れた清涼な風土で栽培さ
れた安心、安全な無農薬
野菜をお届けします。 

NPO法人 FINE 

健康無料測定 

URL:http://npofine.org/（協力：清泉クリニック整形外科） 

電話 090-1557-1011 担当 玉置 但馬 

「健康づくりで地域貢献」を目指し、運動が苦
手、体力に自信がない、体に不調がある方など
を対象にした体操教室を開催しています。 
今回は、いつまでも健康でいるために必要な、
下半身の筋力とバランス能力、脳の反応力を
チェックします。 

人生100年時代の栄養学 

 -スローエアロビックを 
                    楽しもう！- 

セミナー 9:30～10:10 

『スローエアロビック®』は日本エアロビック
連盟（JAF）が提唱する健康寿命の延伸を目的
とした運動プログラムです。 
認知症予防にも効果が期待できる“がんばらな
い”軽運動として注目されています。 

こころとカラダの健康づくりと 
認知症の予防にも適しています 

 -100歳まで元気でいる 
      ための健康体操- 

セミナー 11:00～11:40 

抑えた体操を分かりやすくお伝えします。 
体力に自信のない方こそ、是非ご参加ください。 

講師 玉置 但馬 
 健康運動指導士・NPO法人FINE理事長 

 HP http://npofine.org/ 

健康寿命を伸ばすための要点を 

しながわ学院エンタ部 

ダンス発表 (開会式9:00) 

「エンターテイメントで品川区
を盛り上げよう！」をテーマに
毎月街のイベントに出演してい
ます。 
部員は区内在住の小中学生。 
いつでもメンバー募集中！ 
 

URL http://shinagawa-enta.club/ 
電話 080-4362-3885  担当 天田 陽子  

-何をどれだけ食べるか？から 
   誰とどんな風に食べるか？へ- 

セミナー 10:15～10:55 

講師 野口 律奈 
 博士（栄養学）、管理栄養士。 
 帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科准教授、 
 健康咀嚼指導士、日本栄養士会災害支援チームリーダ 
 ー。研究テーマは、「認知症を予防する食生活」等。 
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