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WISH TREE 
心と体を元気にする

いろんなカタチ展

主催：いろんなカタチで応援　後援：福岡市社会福祉協議会

福岡市民芸術祭2022 数学からはじまるつながるいろんなカタチ展・サイエンスアゴラ2022 関連イベント

日時：２０２２年１１月２０日（日）０９：３０－１８：３０

会場：福岡アジア美術館内アートカフェ

女性のための護身術
WEN-DO
リアライズ

YOKOHAMA

病気の子どもも、外国の
子どもも、大人もみんな

で楽しめる 
 

不思議アートのぞき箱 
UAPふくろうの会 

※詳細ならびに
ご参加方法はこちら

☞

遊び心ある数学で
心模様をカタチに！

ＷＩＳＨ　ＴＲＥＥ

LAL-LAL Inc.

英国赤十字社の 
「心と身体に寄り添う手あ

て」 
ケア体験＆親子ふれあい

ワークショップ
認定NPO法人

日本セラピューティック・
ケア協会

~お花を作りながら・『み
んな』と『じぶん』とつなが

ろう~
アーティフィシャルフラ

ワーによる『愛でるcare』
MINX woman 

healthcare design

家族のガーランドを作ろう
～みんなの想いをつない

で～
認定NPO法人
にこスマ九州

&
NPO法人

ETERNAL BRIDGE

ケアラーズカフェ＆コ
ミュニケーションアート
一般社団法人福岡こども

とパートナーの会
 &

 NPO法人コミュニケー
ションアート

女性のための護身法 
Wen-Do 

エンパワーで
セルフディフェンス
Wen-Do Japan

& 
貴女の心と体の守り方

を伝えます
リアライズYOKOHAMA

非暴力・共感コミュニケー
ション

ＮＶＣジャパン

手話演劇・表現ワーク
ショプ

一般社団法人
福岡市ろうあ協会

あなたのカタチを全
国世界に

発信しませんか？
※詳細は裏面まで☞

※詳細ならびに
ご参加方法はこちら

☞

あなたのカタチを
全国世界に

発信しませんか？
※詳細は裏面まで☞

福岡おなじみ筑前琵琶の <さわり>が<触れ合って>より豊かで複雑多彩な <響き>に広がるように、目に耳に手に心に触れる

ように対話を育んで世界を変えるいろんなカタチの力になりますように。 みんなで  WISH TREE をつくります！

非暴力・共感コミュニ
ケーション

ＮＶＣジャパン

心と体の回復ケア
NPO法人アコア

スペシャル

オンライン

前日祭開催！

スペシャル

オンライン

前日祭開催！

令和４年度第 ５９ 回福岡市民芸術祭参加

主催：いろんなカタチで応援　後援：福岡市・福岡市文化芸術振興財団
令和４年度第５９回
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心と体を元気にするいろんなカタチの公募展 
いろんな皆様に喜び・癒し・活力を与えるような　"心と体を元気にする" 作品ならびにグッズ（雑貨・インテリア・ファッション等）・玩具を公募申し上

げます。

公募期間：２０２２年１１月２０日まで。

応募方法：オンライン申請フォームより受付申し上げます。☞右下QRコードよりアクセスして頂けます。

公募後1週間以内に審査、入賞者の皆様にご連絡申し上げます。ウェブサイト・カタログにてご紹介申し上げますとともに、いろんなカタチの応

援団からプレゼントを謹呈申し上げます。

お申込み・お問い合わせ
いろんなカタチで応援実行委員事務局　✉ info@lal-lal.co.j　💻☞右のＱＲコードまで　

いろんなカタチの応援団

認定NPO法人日本セラピューティック・ケア協会
英国赤十字社の「心と身体に寄り添う手あて」
ケア体験＆親子ふれあいワークショップ箱』
①09:30～11:00　親子のふれあいワークショップ　 
②14:00～16:00　セラピューティック・ケア体験 
★無料。①0歳～未就学児と保護者。②どなたでも。
☏092-928-1546（平日 10：00～16：00）
💻https://therapy-care.net✉info@therapy-care.net

認定NPO法人にこスマ九州小児がん経験者のための支援団体
「広げよう笑顔の輪」
☏092-553-6408
💻https://nicosuma.net✉info@nicosuma.net

認定NPO法人がんのママをささえ隊ネットワーク 
ETERNAL BRIDGE 
がんと子育ての不安に悩むママを笑顔に変えたい！

☏092-661-0657
💻http://www.sasaetai.or.jp✉info@sasaetai.or.jp

家族のガーランドを作ろう～みんなの想いをつないで
①11:00～12:00　みんなの想いをつなぐガーランドづくり 
②12:00～13:00　個別相談　 
★無料。①家族のがんと向き合うご家族やこの企画に賛同して下さる
方。１０家族限定。チャリティブース10:00-17:00

UAPふくろうの会　ユニバーサルアートプロジェクト
病気の子どもも、外国の子どもも、大人もみんな一緒に楽しめる「不
思議アートのぞき箱」
★14:00～18:00。参加費：学生￥1,000一般￥1,200。20名。
☏092-403-7211　💻https://ja-jp.facebook.com/uapfukuro/

NVCジャパン・ネットワーク

非暴力・共感的コミュニケーションの学び場

★スペシャルオンライン前日祭１９日（土）14:00～16:00
💻http://nvc-japan.net/

一般社団法人福岡市ろうあ協会

手話演劇・表現ワークショップ

★16:00～18:00。20名。
☏092-406-3406💻https://smappon.jp/fwi5obf1

MINX woman healthcare design　
各ライフステージの女性をcareいたします。
アーティフィシャルフラワーによる『愛でるcare』
★無料。09:30-11:00。14:00-16:00。定員各１０名。
✉minxishimaru@gmail.com

Wen-Do Japan　エンパワーでセルフディフェンス
女性のための護身法Wen-Doオンライン・ワークショップ
★スペシャルオンライン前日祭１９日（土）10:00～12:00
★性自認が女性の人で小学校高学年以上を推奨。必ず個室環境か
らご参加ください。資料
URL：https://www.wendo-japan.com/wnd-onl/
💻www.wendo-japan.com ✉info@wendo-japan.com

リアライズYOKOHAMA　貴女の心と体の守り方を伝えます
女性のための護身術WEN-DO 
★12:00～14:00無料。小学4年生以上の女性限定２０名。
💻https://www.realize-yokohama.jp ✉akkochan@fan.hi-ho.ne.jp

一般社団法人　ソーシャルワーク心地よい風　
福岡こどもとパートナーの会（こどもぴあ福岡）
親がこころの病を持つ子どもの集いとパートナーの集い 
☏080-3992-7788 💻https://kodomoftf-fukuoka.amebaownd.com
✉fukuoka_childs_partner@yahoo.co.jp

NPO法人コミュニケーション・アート
障がいのある人達のアート活動をサポートします。
💻http://comm-art.shop-pro.jp/　✉commu.art.info@gmail.com

ケアラーズカフェ＆コミュニケーションアート
①14:00～15:00　切り紙でステンドグラス風「窓飾り」
②15:00～16:00　個別相談＆「切り絵」作家星先こずえアートライブ 
★①中学生以上10名。②個別相談は中学生以上。障害のあるアー
ティスト達の作品展はどなたでも。

LAL-LAL Inc.　心模様をカタチに！Listen To A Shape！

WISH TREE
★全日。ご参加の皆様のメッセージでWISH TREEづくり。\500。応援

団ワークショップご参加者様は無料。 

💻https://lal-lal.co.jp ✉info@lal-lal.co.jp


