
「ハロウィンコスプレゴミ拾い」実施要領 

 

議会報告会「Online カフェトークふじさわ」や羽鳥中学校での総合学習事業の一環

として行われた「海洋プラスチック問題に対する、中学生からのプレゼンテーション」

などで提案があった、コスプレしてゴミ拾いを行うイベントをハロウィンの時期に開催

される「湘南ふじさわ HEART-Fes」に併せて行うもの。 

 

１ 件 名 「ハロウィンコスプレゴミ拾い」 

 

２ 日 時 ２０２２年（令和４年）１０月２９日（土） 

１１時から１１時３０分まで（受付は１０時３０分） 

      ※雨天中止 

 

３ 場 所 藤沢市役所本庁舎及び藤沢駅周辺 

（受付は本庁舎サンライズ広場）※清掃ルートは別紙のとおり 

 

４ 内 容  

「湘南ふじさわ HEART-Fes」来場者などを対象に、サンライズ広場での受付を行い 

仮装したまま、本庁舎及び藤沢駅周辺を巡回し、ごみ拾いを行うもの。ごみ拾い終 

了後は、集積場所にて分別を行い、パッカー車にて施設に持ち込む。 

 

５ 持ち物  

（１） 軍手 

（２） 小さめのビニール袋２枚（可燃・不燃） 

※トングについては、環境総務課のものを貸出予定 

 

６ 参加特典  

ユニリーバジャパンから UMILE（ユーマイル）が付与。（仮装した小学生以下の子供

にはお菓子をプレゼントします。） 

 

７ 諸注意 

（１） 当日具合の悪い方、３７.５度以上の発熱がある方は参加をご遠慮ください。 

（２） 作業中は、人と人との間隔（１ｍ以上）をとるようにご注意ください。 

 

以 上 

 

 事務担当：環境総務課 廃棄物･美化担当 

   電話：５０－３５２９（直通） 



＜清掃ルート＞２通り 



湘南⼦育てファミリーフェスタ
＼ ⼥性起業家×湘南⼦育てライフ応援 ／

会場 藤沢市役所本庁舎
（1階プロムナード / サンライズ広場）
藤沢市朝日町１−１

10⽉29⽇（⼟）

⼈に︕環境に︕地球に優しい︕親⼦で楽しめる︕
親⼦で楽しめるコンテンツがたくさん︕
エコバッグをご持参ください︕
仮装もOK︕ハロウィンを楽しもう︕

開催
⽇時

⼊場無料

Happy Action

起業家ブース

イベント参加には、無料⼊場チケットのお申し込みが必要です。
1家族ごと、参加⼈数分をお申込ください。
https://www.woman-b-shonan.com/event

10︓00 15︓00

無料チケット 公式HP

お⼦様の写真⼊り
こども免許証作成
その場でお⼦様の写真を
撮影し、かわいい免許証
に仕上げます︕参加費は
無料。

ハロウィンを
楽しもう︕

[主催] ⼀般社団法⼈Woman-Bridge湘南 [共催] 藤沢市
[後援] （公財）湘南産業振興財団 / 株式会社タウンニュース社 / 株式会社ジェイコム湘南・神奈川
[協⼒] ふじさわCBネットワーク / タイムズ２４株式会社 / まま薬局 / SDGsマルシェ実⾏委員会

ハンドメイド、美癒し
ワークショップ、撮影会

体験、講座

仮装してゴミ
拾いをしよう︕

11時から11時30分で
（受付10時30分から）

はたらく⾞
パッカー⾞

ステージ
●⼿話ダンス隊
（⼿話ダンス）

●湘南修武館 藤沢道場
（沖縄空⼿演武）

かわいい仮装で
ハロウィンを
楽しもう︕︕

第2１回

がんに関する啓発や
チャリティグッズ販売

NPO法⼈
あいおぷらす

ふじキュン♡が
会場に遊びに来るよ︕

乗⾞体験/写真撮影
積み込み体験

①10時〜12時
②13時〜15時

Trick or Treat

無料起業相談
趣味や好きをお仕事に︕
⼦育てと仕事の両⽴など

お気軽に
ご相談

ください

素敵な特典が
もらえるよ♪



＜お願い・注意事項＞
・イベント中の事故、怪我の責任は負いかねます。
・⼩さいお⼦様は、⽬を離さないようお願いいたします。
・各ブースをご予約の⽅は、時間厳守でお願いいたします。
・オムツ替え・授乳は、1Fベビールームをご利⽤ください。
・貴重品等の管理は各⾃よろしくお願いいたします。
HP : https://www.woman-b-shonan.com
Mail : woman.b.shonan.org@gmail.com 藤岡

⾚字ブースは、事前予約優先となります。
フェスタ詳細・予約⽅法は、HPをご覧ください。

ウーマンブリッジ湘南 検索

art salon rainbow   /  でぃんぷる湘南

LuLu♡moani ルルモアニ

サニークラフト湘南

調理スナック・軽⾷販売
キッチンカーにて『⿂芳』の新鮮
鮮⿂⽣⿂の⿂の唐揚げ『⿂から』
とマグロ⾎合いを下処理して藤沢
市の地産地消野菜をふんだんに⼊
れた『マグロトルティーヤ』を販
売致します。また、お茶やラムネ
の冷飲料⽔の販売もします︕

アダンの葉っぱでバングル
作り＆雑貨販売
アダンの葉で⼩物や帽⼦を⼿編
みする、沖縄やハワイから伝
わった伝統技法のワークショッ
プです。

アダンの葉を使って、ラウハラ
バングルを作ります。

美癒し

体験・講座

⾚字は、予約優先となります。当⽇枠については、各ブースでご確認ください。

起業・⼦育て無料相談
・palm℃
（起業・⼦育て相談）

撮影会
・Photo Merry Shonan
（ハロウィン撮影会）
＊撮影時間については、HPやSNSでご確認ください。

起業or⼦育て
現在サロン経営10年。⾃らも家
庭と両⽴しながら続けてきた経験
を活かし、業種を問わずにお役に
⽴つ情報をお伝えできればと思い
ます。家庭との両⽴・起業準備な
どちょっとした疑問や⼦育てなど
お気軽にご相談ください。

美味幸菜（キッチンカー/サンライズ広場）

・heart hand happy
(サンキャッチャーと雑貨販売)
・LaJoya (ラホージャ)
(ラッキーアイテム＆アクセサリー販売)
・BOUQUET
(ハンドメイド雑貨)

PICK UP
起業・⼦育て無料相談 palm℃

Asuka企画

Plumeria Nail ⾞椅⼦アカデミー SDGsマルシェ (サンライズ広場)
・農家レストランいぶき
・⽇本⼤学⽣物資源科学部
住まいと環境研究所

・たまジーズ
SDGsを知りたい⼈とSDGsを知っ
てもらいたい⼈が出会えるマル
シェ♡お気軽にお⽴ち寄りくださ
い。

ケアネイル体験
⾞椅⼦ネイリストによる訪問
ケアネイルの体験ができま
す︕お湯でオフできる安全な
⽔性ネイルと、⽖⼼理⼠によ
るケアを体験できます。他に
も、SDGsなアクセサリーの販
売もあります。 是⾮この機会
に体験してみてください︕

さわってあそぼう︕親⼦教室
お⽶や野菜など、⾝近な⾷材を
使って、ちぎったり、やぶったり、
⽔を含んだらやわらかく変化した
り。さまざまな触覚にはたらきか
ける遊びを通して、⼦供の視点に
⽴ち、⼦どもの興味を理解しなが
ら、遊びと学びを⼀緒に体験でき
るワークショップを開催します。

タイムズ24オリジナル（サンライズ広場）
こども免許証

※ブースにて整理券配布。

出店ブース紹介

・Asuka企画
(さわってあそぼう︕親⼦教室)
・メノポーズホロス シトリン
(⽣理と更年期のお悩み相談室）

ワークショップ

ふじキュン♡

＊新型コロナウイルス等
の感染症予防にご協⼒を
お願いいたします。

ハンドメイド販売
・でぃんぷる湘南
（光るステンドグラス⾵でぃんぷるハロウィンライト）
・LuLu♡moani ルルモアニ
(アルコールインクアート)
・Lea.Macana
(針も⽷も使わない”ふりふりロゼット)
・SUN湘南ギフト
(キラキラビーズでサンキャッチャー)
・サニークラフト湘南
(アダンの葉っぱでバングル作り)
・art salon rainbow 
(不思議なエコ絵の具ディンプルアート)
・ロコモコ⼯房
(マクラメアクセサリー＊販売あり)
・⼿⾜形アートpoche〜ポッシュ〜
(⼦どもや家族の今をカタチに残す⼿形アート)

キッチンカー
・美味幸菜
(調理スナック・軽⾷・飲料⽔販売)

＊⼤⼈気のディンプルアート︕２ブースでお楽しみいただけます。

Q1                  Q2                   Q3                Q4                 Q5 

＼ 親⼦でハロウィンクイズラリーに参加しよう︕ ／
会場内のQRスポットからご参加ください。ハズレなしクジで素敵な賞品が当たる︕

アルコールインクアート
ワークショップ＆販売
インクと⾵で描くアート体験!!描い
た絵をフォトフレームにお⼊れしま
す。インテリアとして飾れます!普
段使えるタンブラーやインテリア
アートも販売いたします。

NPO法⼈あいおぷらす
・ NPO法⼈あいおぷらす
(がんに関する啓発やチャリティグッズ販売)

・natural.heart.clover
(頭も⾝体も⼼も緩むリラクゼーション )
・蒼い⿃
(透視リーディング/エネルギーヒーリング)
・Ohialehua Aroma
(精油を使ったアロマワークショップと販売)
・アニマルコミュニケーター亜希⼦
（アニマルコミュニケーション）
・Dryheadspa YUKUI
（ドライヘッドスパ）
・Revoir
（ハンドトリートメント）
・LaJoya (ラホージャ)
（オリジナルリーディング＆カラーセラピー）
・Plumeria Nail ⾞椅⼦アカデミー
（ケアネイル体験）
・Melodyuka
（癒しのエネルギータッチ)

5問解答できたら
受付にお持ちください︕
※⽤紙記⼊orスマホメモ記⼊

お⼦様の写真⼊り免許証作成
その場でお⼦様の写真を撮影
し、かわいい免許証に仕上げ
ます︕参加費は無料。ベビー
カーに乗ったまま、抱っこし
たままでも撮影可能です︕
※数に限りがあり、予定枚数
に達し次第終了となります。


