
ロビーパフォーマンススケジュール

※出演時間・出演順は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

2022 年 7 月 24 日（日）10：00 ～ 15：00
パフォーマンスのみ　9：40 ～ 16：00

今年のテーマ：健康　人生100 年時代を生きるために

会場内をめぐってクイズに挑戦！
全問正解でプレゼントもあるよ♪

スタート・ゴール　1階受付
受付時間　10：00 ～ 15：00

今年のテーマは「健康」
「健康のためにやっている（やりたい）こと」
を葉っぱに書いてまろにえの樹を大樹に育て
ましょう！ 場所　1階ロビー

時間　10：00 ～ 16：00

場所　1階ホワイエ
時間　10：00 ～ 15：00
協力　東久留米消防署

場所　2階　学習室２
時間　10：00 ～ 15：00
協力　東久留米市役所（防災防犯課・保険年金課・健康課）

場所　1階ホワイエ
時間　10：00 ～ 15：00
協力　田無警察署

AED 体験、写真・資料展示　など

防災グッズ配布、白バイ展示
ピーポくんとの記念撮影　など

【健康課】
東久留米市健康づくり推進員　活動パネル展、
健康関係資料 特設コーナー
【保険年金課】
東久留米市国民健康保険　加入者対象サービス
「クピオ　プラス」（対象年齢 75歳未満）の紹介
【防災防犯課】
災害用品実物展示（災害プライベートルーム・段ボールベッド・
段ボール簡易トイレ・災害救助用クラッカー見本）、
災害時の分散避難と感染症対策　など
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東久留米九小舞組・Dance companyJJ
（大江戸ダンス・創作ダンス）

セサミチアダンススクール東久留米Elfi
（チアダンス）

くるぴよ隊　（吹奏楽）

クラシックギターアンサンブル リブレ

中野七頭舞　一の会
（郷土芸能）

NANIPILINA Hulastudio
（フラダンス）

NPO こころあ　（歌唱）

M²スポーツ新体操

楽鼓・和太鼓ワークショップ

ジンドー学園ダンスチーム　GLITTER
（HIPHOPダンス）

Los Amigos del Peru
（ペルー民族舞踊）

くるめ連　（阿波踊り）

Y.P.T　（ストリートダンス）

O.D.S 落合幼稚園ダンススクール

カフリンガダンススクール
（HIPHOPダンス）

Oneplay 清瀬富士見

Oneplay　（キッズダンス）

東久留米九小舞組は第九小学校のPTA ダンス同好会として活動を始め、
今年で 18 年目を迎えます。ダンスが大好きな子ども達、保護者、卒業生が
放課後に集まり、楽しく活動をしています。 Dance CompanyJJ はもっと
ダンスを深く楽しみたい！そんな仲間が集まりました。年間を通して、
市内外のお祭りやダンスイベントへの参加、高齢者福祉施設への訪問を
行っています。 2019 年には「大江戸ダンスコンテスト」にて金賞、大賞を
受賞しました。日頃、活動を支えてくださる全ての方々への感謝の気持ち
を込めて、元気と笑顔あふれるパフォーマンスをお届けいたします。

チアダンスのスクールです。月に3回、日曜日に練習しています。ダンスの
大会やフェスティバルに参加しています。キッズは３才～６才、ジュニア
は小１～中学生が活動しています。

子育て中のお母さん、お父さんと子供たちで活動しています。市民文化祭
や文化協会フェスティバル、市内老人福祉施設のイベントなどに出演して
きました。いつでも隊員募集中です。月会費無料、練習参加費250円/回。

東久留米市のドルフィンギター教室有志により2019年に発足しました。
１度は聴いたことがある名曲や、日本の童謡のオリジナル編曲を中心に
クラシックギターの魅力やアンサンブルとしての美しさを皆様にお届け
しています。2021年のまろにえ祭りにも参加し、「夏の思い出」「赤とんぼ」
「花のワルツ」を演奏いたしました。

中野七頭舞は岩手県岩泉町小本中野地区に伝わる郷土芸能です。
五穀豊穣、家内安全、大漁を祈願して踊る勇壮活発な舞です。幾多の
災害に見舞われた過去、現地の人々は立ち上がり伝統を絶やすことなく
繋いできました。先人が積み上げた想いを胸に踊り続けています。
七頭舞には7つの道具が出てきます。私達は開拓団です。荒地を耕し収穫
を祝う、そんな情景を思い浮かべながらご覧ください。

NANIPILINA Hulastudioは2021年4月に東久留米駅前ジンドー学園にて
開校したフラ教室です。小さなお子様から大人の方まで、様々な方がレッ
スンに参加しています。Café Gindoやジンドー学園でのイベント、まろにえ
ホールで行われた春にハワイアンイベントにも参加しました。

世代も国籍も職業も全く違う3人が立ちあげたばかりの団体です。音楽・
映画・ダンスなどの文化的なイベントを通して、多様性のある人達が共に
体験や感動を分かち合える場を創っていきます。今年4月の映画「ひまわり」
のチャリティイベントでは、テーマ曲のミニライブを日・英詞で行い、
大盛況でした！

2歳児からの踊ることが大好きなグループです。まろにえ祭り、市内の
イベント等や老人福祉施設のボランティア活動・試合にも出場し、ココロと
カラダの健康バランスを求めて、元気いっぱい楽しく活動しています。
まろにえ祭りでは、新体操のリボン・ボール・フープ・クラブやオリジナルの
物を使って、楽しい曲に合わせ日頃の感謝の気持ちを込めて、M²ワールド
全開で演技します。

ジンドー学園火・土HIPHOPクラスで構成されたダンスチームです。
東久留米市内外のイベントに出演しています。

ペルーを愛する仲間が集まりました。グループ名もその名のとおり「ペルー
の友人たち」です。新宿おどりの祭典、ラテンアメリカの道フェスティバル
などに出演してペルーの文化を紹介しています。

1993年に発足し東久留米市文化協会所属の阿波踊りサークルとして活動。
シーズンオフはほぼ無しで1年通してイベント・祭り・慰問など行っています。
今年は春のミニフェスにも参加しました。過去には「まろにえ祭り」の他にも
「滝山まつり」「下里まつり」「市民文化祭」「市民祭」など東久留米を中心に
活動を行っています。

昨年のまろにえ祭りも参加しました。バトルやコンテストで優勝経験のある
YUSUKEによるプロデュースチームです。

落合幼稚園で毎週（月）年少～年長～小学生まで活動しているダンス
チームです。

毎週金曜日17：00～18：00（幼児・低学年）、18：10～19：00（高学年）の
2クラスあり、ジンドービル4階でHIPHOPのダンススクールを開催してい
ます。発足して約4年。JリーグやBリーグなどのサポートダンサーや東
久留米市でのイベントなどに多数参加しています。

清瀬市内で幼児から小学生を対象に活動しているダンスチームです。
最年少が3才～小学3年までのチームです。地域のお祭り、行事をはじめ
様々なダンスイベントに出演しています。

関東・西東京を中心に活動しているダンス教室です。

今回の発表は午前中のワークショップに参加したメンバーでの発表です。
初めて太鼓に触れた人、年齢も小さな子供から大人まで・・・さまざま。
太鼓のリズムを体で感じて楽しくノリノリで演奏できることを目指します。
日本の心、みなさんも一緒に楽しんでください。応援よろしくお願いします！



※出店場所・内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
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①　耳つぼlove_eggs＆りゅうず
内：セルフケアグッズ、デニムとアフリカ布のアクセサリー、水引やこぎんざし
　のアクセサリーなど
プ：2人での初出店です。2人とも市内市外の各種イベントに出店しています。
　「耳つぼlove_eggs」は普段は耳つぼ施術で出店していますが、まろにえ
　祭りではセルフケアグッズなどを販売させていただきます。
　「りゅうず」は色合わせの可愛いデニムとアフリカ布のアクセサリーを販売
　させていただきます。

②　HARETANE*
内：ハンドメイド布小物（ハンカチ・ティッシュケース・ポーチなど）
プ：こどもから大人まで毎日使える布小物を製作しています。2018年より東久
　留米市を中心にイベント出店や、ひろばcafe・ひばりテラス118にて委託
　販売をしています。

③　染め工房布fu
内：草木染めで染めた布を使って洋服（Tシャツ・チュニック）や小物（マスク・
　アームカバー・帽子・革製品）を制作し販売します。東久留米産の野菜で染
　めたものも販売予定です。
プ：元パタンナーが20年以上前から染色を始め、染めた布を使ってオリジナ
　ルの洋服や小物を作りながら、染色教室と洋裁教室をやってきました。去年
　東久留米本町に引越して来て、東久留米で活動を始めました。東久留米の
　柳久保小麦や野菜を使って染めて、地域の皆様にも染色を楽しんで頂けた
　らと思っています。

④　東久留米市赤十字奉仕団
内：団員が作った手作り品の販売
　（カバン・ブローチ・エコバッグ・ティッシュ入れ・お手玉・ブックカバー等）
プ：世界デー（赤十字主催）、東久留米市合同防災訓練、災害時の防災にそな
　えてのグッズと説明、備品案内（市内自治会・中学校・児童館・小学校に出向
　き説明）、三角巾の使い方、簡易トイレ、防災ズキン（ふろしき）、スリッパ（新
　聞紙）、非常食等の作り方指導

⑤　ハンドメイドサークルピュア
内：物品販売（レジンアクセサリーキーホルダー、防災キーホルダー、スイーツ
　デコ、日常に便利な布小物、お子様アクセサリー）
プ：障害児・障害者・子ども・発達障害・独居高齢者・引きこもり、様々な人たち
　が地域で安心して暮らせるよう、理解啓発活動中。あたり前に個性を尊重
　し、差別されることなく暮らしていけるよう、障害者の防災にも力を入れて
　います。東久留米・清瀬・東村山で活動中。

⑥　東北応援ショップ
内：3.11東日本大震災被災地の女性達の手作り品の移動販売を行って支援を
　続けています。一部支援の為のバザー品の販売も行っています。
プ：社会福祉法人信愛報恩会の東北支援の活動を引きつぎ、清瀬・東久留米・
　小平・東村山などのイベントに参加、石巻の「NPO法人応援のしっぽ」を通
　して作品の提供をいただいています。

⑦　夢工房
内：押し花絵、布小物、袋物、部屋の布かざりもの等の販売
プ：押し花絵の講師でコロナ前は毎年展示会をしたり販売をしてきました。
　押し花は20年以上、小物を20年以上行っています。

⑧　布花
内：手さげバッグ、肩かけバッグ、巾着、テッシュケースなどの布小物の販売
プ：チャリティー手づくり小物市への出店、バザーへの出品、東久留米市文化
　祭で作品を展示、教会へのマスク寄付。種々な布との出会いを大切に、心を
　込めて作っています。

⑨　roko・motion
内：ハンドメイド布小物（ポーチ、ヘアアクセサリー、ブックカバー等）、
　バッグ・手編み小物（帽子・編みぐるみ等）の販売
プ：まろにえ祭りには大震災直後から参加させていただいています。最初は
　「ぶどうの木」というグループ参加でしたが、5年前にグループが解散し、
　その後は個人で活動しています。5年程前から、ネット販売や近郊のレンタ
　ルボックスにて委託販売をしています。

⑩　ヒメシャラの木
内：着物リメイク（ブラウス・ベストなどの洋服、袋物、生活雑貨など）
　手作りの洋服、手さげなどの布小物・手織りの洋服、小物など
プ：着物リメイク、手織りなどの製作を10年以上続けています。布を生かした
　作品作り、少しの布でも無駄にしないをコンセプトに製作し、まろにえ祭り
　に初出店します。

⑪　NPO法人 ラマーミトゥルの会
内：紅茶・紅茶ケーキ・スパイスセット・スパイスの販売
プ：スリランカと日本の文化交流を進めて友好親善を深め、さらにスリランカ
　の小規模小学校の支援を目的に活動しています。
　料理教室や文化紹介などと、毎年スリランカの小学校に訪問ツアーをして
　子供たちと交流しています。ホームページやニュースレターで活動報告して
　いますのでぜひ見てください。
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⑫　キシュエルドゥ × プチ・フール
内：焼き立てパンとはちみつたっぷりの美味しい飲み物、焼き菓子
プ：東久留米市内、本町一丁目のはちみつ屋キシュエルドゥです。はちみつ輸
　入販売の他焼き菓子を販売しています。中央町、六仙公園のプチ・フールさ
　んのパンと一緒にはちみつたっぷりの美味しい飲み物をご紹介します。

⑬　カレー屋KEN
内：タンドリー風チキン１パック500円
プ：2年前より滝山にあるアルゴ参番館にてシェアキッチンスタイルで毎週
　土曜日のみ営業。少ないながらも常連のお客様もつき支持を得ています。
　自家栽培の野菜や地場産野菜をふんだんに使い、スパイスを1から独自
　ブレンドした、オリジナルスパイスカレーを提供しています。

⑭　マライアン
内：シンガポールエスニック料理（焼ビーフン、焼大根もち、焼肉まん、パン
　ケーキ）の販売
プ：活動歴は15年以上。西東京市国際交流に参加し、シンガポールの軽食を
　皆さんに紹介しています。公民館や小学校で交流文化を深め、親子料理
　教室や子ども英語教室、ボランティア活動をしています。公立学校在籍の
　外国人生徒の授業の通訳もしています。

⑮　ひろばcafe
内：東久留米市特産の柳久保小麦を100％使ったオリジナル焼ドーナッツ
プ：2020年より市内にてcafeをオープンし、柳久保小麦を使ったお菓子を
　製造販売、市内の他店へも卸しています。

⑯　演劇教育研究所フルーツポンチ
内：身体をつかったコミュニケーションゲーム（ジャンケン遊び・手遊び・表現
　遊び等）、絵本の読み聞かせからかんたんな劇あそびに発展させる、音楽
　に合わせて自由に体を動かしたり簡単な合奏をする。
プ：市内では10年前から市内の学校の教室をお借りして活動してきました。
　2014年から毎年市民文化祭音楽の集いに参加してきました。母体は一般
　社団法人日本演劇教育連盟。全国演劇教育集会、指導者養成講座の開催。
　雑誌「演劇と教育」の発行。

⑰　こもれび音楽教室
内：【リトミック】
　アメリカ発の親子で楽しむリトミックを体験いただきます。
　様々なジャンルの音楽や楽器を使って楽しみましょう♪
　対象：子ども(0歳~6歳)＋保護者
　10:10~/11:40~/13:10~/13:40~/14:10~/ (各20分、定員あり)
　　【チェアストレッチ】
　お家でもできる、椅子に座ったままできるストレッチや軽い筋トレをお伝え
　します。頭と身体を同時に使う(!!)楽しい体操も♪
　対象：どなたでも　10:40~/11:10~/11:40~/14:40~(各20分、定員あり)
プ：子ども達の心の栄養のため、子育てやお仕事で大変なママの健康のため
　に、リトミッククラスとヨガクラスを市内で開講しています。
　https://linktr.ee/komorebimusic.km

⑱　NPO こころあ
内：親子で作ろう！（ワークショップ）①くるくるレインボー②ゆび編みシュシュ
　③バロックパール・ブレスレット
　不ぞろいで凸凹な多様性の美しさを感じていただける、バロックパール
　アクセサリー等の販売
プ：世代も国籍も職業も全く違う3人が立ち上げたばかりの団体です。世代、
　性別、国籍、言語、障害などを越えて、多様性のある人達が共に経験や感動
　を分かち合い交流できる場として、音楽・映画・ダンスなどの文化的なイベ
　ントを行っています。今年4月の映画「ひまわり」のチャリティ・イベントは大
　盛況でした！

⑲　生活協同組合コープみらい
内：ミニゲーム
プ：市内に宅配センターを展開し、市民の皆様の食とくらしに貢献させて
　いただきます。

⑳　バルーンアートサトル
内：動物等約30種類の中から好きなものを選んでもらい、目の前で好きな色
　で作って販売します。
プ：市民プラザ、各地域センター、障がい者福祉センター、児童養護施設等の
　お祭り、イベントで約300回参加させていただいています。

㉑　クロッシェあんず
内：子ども向けワークショップ（ビーズを通してブレスレットを作ったり、
　かぎ針編みの小物でネックレスを作ります）、かぎ針編みアクセサリー、
　手作り小物の販売
プ：東久留米・西東京を中心にハンドメイド仲間の交流を深め、物販やワーク
　ショップに参加しています。編み物の講師としても活動しています。

㉒　ボーイスカウト東久留米第2団
内：割りばし鉄砲作り、作った鉄砲で的当て
プ：ボーイスカウトは、野外を中心に子どもたちの自発性を大切にしながら、
　グループでの活動を通じて、自主性・協調性・社会性・たくましさやリーダー
　シップなどを育んでいく活動です。年齢別にバラエティに富んだ活動をして
　います。

㉓　ナーフな射的小屋
内：おもちゃの銃を使った、射的ゲーム
プ：演劇ひろばという団体で2017年より東久留米市内で活動。市内各イベント
　へ出店。

㉔　美蛙楽房　3色パステルアート
内：3色のパステルを使って、夏らしい「パステルアート作品」を仕上げます。
　脳と心にやわしいアートセラピーです。
プ：3色パステルアートのインストラクターとして活動しています。高齢者向け
　パステルアート教室（自宅）など。

・・・物品販売

・・・飲食販売

・・・子ども向け（ワークショップなど）
内　・・・内容

プ　・・・プロフィール


