～神戸から東北へ～
東北関連
展示コーナー

体育館メインイベント
げんきっずプログラム、
癒しブース
からだスッキリ！リズム体操、
ソーラン show& 体験
オーラソーマ、四柱推命
ＢＴＢセレモニー
カードリーディング
天然石アクセサリー
（有料）

リズム体操のみ
有料：500 円

キッズ
アミューズメント
ＢＴＢこども塾
参加者募集中！

（上履きが必要です）

回

宝
は
命
第４

健
2016 年

希望あふれる未来へ！一歩前進

康

チャリティー
グッズ
東北関連グッズ
フリーマーケット
手作りグッズなど

チヤ リ ティー
イベント

日
13 ●

3/

東北のいま～写真展～
ＢＴＢ活動記録など

入場無料

10:30 ～ 16:00

● コミスタこうべ
会
場

特別講演

小さな命の意味を考える
～あの日の大川小学校の校庭から学ぶもの～

3 月 12 日（土）15:00 ～ 17:00

参加者募集中！

ＢＴＢカフェ
ワンコインランチ
コーヒーコーナー
パン、焼き菓子など

健康ブース

ハイハイ講座
赤ちゃん手形作成
こうべ元気体操教室
いきいき・のびのび
ランド

神戸製鋼 Kids
ラグビー教室
プロと対決
タッチラグビーマッチ
開催

13:00 ～ 13:40 頃
神戸製鋼ラグビーチームが
大安亭市場に
参上します！

支援活動

■JR 三ノ宮・地下鉄三宮 徒歩 15 分 ■阪神バス 吾妻通 4 丁目バス停すぐ
■阪神電鉄 春日野道駅西口 徒歩 3 分 ■阪急電鉄 春日野道駅 徒歩 8 分
※来館者用駐車場はありませんので、近隣の駐車場をご利用ください。

【後援】 神戸市 / 神戸市教育委員会
公益財団法人 神戸市スポーツ教育協会
一般社団法人 日本フィットネス産業協会
公益社団法人 フィットネス協会 / 公益財団法人 健康・体力づくり事業財団
公益社団法人 ガールスカウト日本連盟
神戸新聞社 / サンテレビジョン / ラジオ関西
【協賛】 株式会社明治 大塚製薬株式会社
【協力】 UNDA（被災地健康運動支援情報ネットワーク仙台みやぎ）
仙台市健康増進センター
神戸製鋼コベルコスティーラーズ / 大安亭市場

・福島被災地の子供達を沖縄キャンプへ・岩沼市仮設住宅運動サロン
・被災地の商品販売・福島の漁業組合総会 運動サロン
・チームＢＴＢ東北訪問（運動施設の現状調査）
・亘理町舘南仮設住宅お茶っ子倶楽部
・東北応援プロジェクト（子ども）・ハイハイプロジェクト（赤ちゃん）
・西本願寺すこやかサロン・仙台地区介護予防支援者の研修会
・こうべ元気体操教室 ・元気サポーター養成講座
体育館・ブース・カフェ等に支援金箱を設置しておりますので、皆様の温かいご協力を
お願いいたします。集まりました募金は、東北被災地、「心とカラダの健康」の活動費
に充てられます。

【お問合せ】
NPO 法人健康づくり推進機構ＢＴＢイベント事務局
info@kenko-btb.org
チームＢＴＢイベントホームページ（最新情報随時更新中！）
http://mpp-forest.jimdo.com/
主催／チーム BTB『命は宝』 / NPO 法人健康づくり推進機構ＢＴＢ

イベントスケジュール
体育館イベント
11:00 〜 11:15
11:15 ～ 12:15

いきいき・のびのびランド 4Ｆ展示スペース

オープニング
げんきっずプログラム

①11:00 ～ 11:30
③12:30 ～ 13:00

＊どの時間帯も出入り自由に運動体験参加可能です。

・新聞スリッパ作り・防災かるた
・担架作り・簡単救急法
・懐中電灯をより明るく照らす方法
・防災〇× クイズ
・防災リュックを作って競争

12:25 ～ 13:25

からだすっきり！リズム体操
※参加費 :500 円（上履きをご用意ください）

13:30 ～ 14:15
14:30 ～ 15:45

ソーラン show＆体験
ＢＴＢセレモニー

12:15 〜 13:00

♥

ハイハイプロジェクト 302 号室

エンディング

こうべ元気体操教室

◎３軽エクササイズ ®
肩・腰・膝ほぐしと機能改善体操
◎シナプソロジー
脳活性化エクササイズ
◎ひめトレエクササイズ
骨盤底筋エクササイズ
◎バランスボール
体幹トレーニング
◎ストレッチーズ
ピラティス、姿勢改善エクササイズ
☆健康相談：日常の中で気になる動作や姿勢などアドバイスを
させていただきます。

・黙祷と祈り・しあわせ運べるように合唱
・神戸＆仙台 みんなで元気体操（中継）
・ＢＴＢ活動報告・つながり体操・記念撮影

15:45 ～ 16:00

②11:45 ～ 12:15
④13:15 ～ 13:45

10:30 〜 11:10

402 号室

ハイハイ講座

手形作成
12:15 ～

・ハイハイ先生の運動発達ヒント！

はじめの一歩編
健康づくり編

11:20 ～ 11:50

こうべ元気体操教室

～産後ママの運動編～

※3 ヶ月～ 1 歳くらいの赤ちゃんと一緒に

・運動しやすい服装、
タオル

11:55 ～ 12:15

パネルシアター

事前申込みが必要なもの
日

キッズアミューズメント
キッズアミューズメント
ＢＴＢこども塾
ＢＴＢこども塾

時：3 月 13 日（日）
11:00 ～ 15:45（解散）
参加費：500 円（昼食付）
学校の授業形式で
対象者：小学生（4 年～ 6 年）
防災知識を
１日体験します。
定 員：20 名
手話、給食も
持ち物：飲み物、タオル、上履き
あります、
お申込：事前予約必要
①件名：こども塾参加
②お子様の名前・年齢 ③保護者の名前
④電話番号 /ＦＡＸ ⑤メールアドレス
締 切：3 月 4 日（金）（定員になり次第締め切り）

神戸製鋼
神戸製鋼 Kids
Kids ラグビー教室
ラグビー教室
プロと対決タッチラグビーマッチ開催
プロと対決タッチラグビーマッチ開催 !!
!!

日

時：3 月 13 日（日）
★スケジュール
11:00 ～ 15:45（解散） 11:00 ～ 12:00 ラグビー教室
参加費：1,000 円（昼食付）
12:15 ～ 12:55 チャリティーカップ
13:00 ～ 14:20 昼食・自由時間
対象者：小学生
（館内をお楽しみください）
定 員：50 名
14:30 ～ 15:45 ＢＴＢセレモニー
持ち物：飲み物、タオル、運動靴
※
「対決マッチ」は、体力をみて、
お申込：事前予約必要
当日の参加者から選出いたします。
①件名：ラグビー教室参加
②お子様の名前・年齢 ③保護者の名前
④電話番号 /ＦＡＸ ⑤メールアドレス
締 切：3 月 4 日（金）（定員になり次第締め切り）

小さな命の意味を考える
小さな命の意味を考える

～あの日の大川小学校の校庭から学ぶもの～
～あの日の大川小学校の校庭から学ぶもの～
2011 年 3 月 11 日、大川小学校では多くの子どもと先生の命が
一瞬にして失われました。
あの時、大川小学校の校庭で何が起きたのか。
事実に向き合い、未来に繋げていくために、私たちは何を教訓と
すべきなのか。
東日本大震災より 4 年、阪神・淡路大震災より 21 年たちました
が、災害は今後またいつ、どこで起きるかわかりません。
ＢＴＢでは、健康チャリティーイベントの特別講演として、佐藤
敏郎先生をお招きし、先生が教職者として、子どもたちに向き合
い、取り組まれてきた心のケアや防災教育についてのお話をいた
だき、参加者の皆さまと共に考えていきたいと思います。
講師：佐藤敏郎氏
1963 年宮城県石巻市生まれ
元東松島市立矢本第二中学校主幹教諭。防災、国語を担当。
震災で当時大川小６年の次女が犠牲に。
現在は NPO KIDS NOW JAPAN 事務局長、NPO カタリバアドバイザー
文科省委託事業「いのちを語り継ぐ会」講師
女川さいがい FM のパーソナリティーとしても活動中。

日

時：3 月 12 日（土）
15:00 ～ 17:00
（受付 14:30 ～）
会 場：体育館
参加費：無料
対象者 : 教育関係者、保護者、
行政関係者、
防災教育に関心のある方等
定 員 : 300 名
お申込：事前予約優先
①件名： 講演会参加
②名前
みんなで一緒に盛り上げよう。
③電話番号 /ＦＡＸ
④ご職業
⑤メールアドレス
フード・カフェ、キッズコーナー
締 切：3 月 9 日（水）

ボランティア募集
3/12 講演会など

事前・ボランティアご希望の方は、以下のＦＡＸ、もしくは、メールアドレスにご連絡ください。

ＦＡＸ：078-330-8893

メール：info@kenko-btb.org

（ＮＰＯ法人健康づくり推進機構ＢＴＢ

イベント事務局）

