
【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 日本フィットネス協会
              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

　　　　
　　　

　

主催 ／ NPO 法人健康づくり推進機構ＢＴＢ
共催 ／ 仙台市健康増進センター

【お問合せ】　
ＢＴＢイベント事務局
　　　　jimukyoku-event@kenko-btb.org
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/

■JR 三ノ宮・地下鉄三宮　徒歩 20 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 8 分　■阪急電鉄　春日野道駅　徒歩 15 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。　

会場各所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・熊本被災地等、「心とカラダの健康」の活動費に充てられます。

・ 「こうべ元気体操教室」　（はじめの一歩編 / 健康づくり編 / 産後ママの運動編）
・ 長田公民館　春季・秋季講座（こうべ元気体操教室）/ おや・ねっこセミナー
・熊本支援　「心とカラダの繋がりセミナー」
・大須浜祭り ×LIGHT UP NIPPON　元気体操　（石巻市）
・ 「元気サポーター」養成講座（仙台市）
・すこやかサロン　ウェルネスホープ支援　（仙台市）
・ハイハイ講座（石巻保健所）
・「はぴさぽ運動教室」事業支援（亘理町）

★主な支援活動
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●●日
11:00 ～ 16:00（10:30 開場）

入場無料

カフェも
あるよ！
カフェも
あるよ！

生涯学習マスコット
「マナビィ」神戸市中央区吾妻通４丁目１−６

コ ミ ス タ
祭 り

命は宝 ～防災カラダづくり～

神戸市消防音楽隊演奏
しあわせ運べるように合唱
仙台お祭り会場と二元中継
そーらんパフォーマンス

ハイハイレース
被災地へのエール

など

BTB

ステージステージステージ
わなげ、スラックアウト
スーパーボールすくい

お菓子つかみ取り
新聞防災スリッパ

バザーなど

わなげ、スラックアウト
スーパーボールすくい

お菓子つかみ取り
新聞防災スリッパ

バザーなど

わなげ、スラックアウト
スーパーボールすくい

お菓子つかみ取り
新聞防災スリッパ

バザーなど

いつも頑張ってる
ママ＆女子の

「自分へのご褒美」
に是非！

お祭り
大好きっ子
集まれ！

熊本キッズの未来を支える
防災運動復興支援

【ちびっ子探検隊】
子ども達が遊びながら

運動能力を向上し、
災害で失った運動機会を
誰でもサポートできる

サーキット遊び。

ハンドリフレ、ピラティス
ハワイアンアクセサリー

手紙家くまさん書き下ろし
ローズウィンドウ
ポイントメイク
盛りだくさん！

コミスタこうべコミスタこうべコミスタこうべ

被災地報告展示
ＢＴＢ活動報告展示
みんなの作品展など
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ステージスケジュール

ＢＴＢカフェ

★天然酵母パン、雑穀パン
　国産小麦を使用した、身体にやさしくてミネラル豊富な
　元気が出るパン
★神戸発「むすび食堂」ランチ
　マクロビオティックを学んだスタッフが旬の食材を使い
　心をこめて丁寧にお料理を作ります。
★パウンドケーキ、クッキー、マドレーヌ
　コーヒーなどなど

癒しブース

★ローズウィンドウ（販売・体験ワーク）
　薔薇窓（ローズウィンドウ）を、伝統的な技法でペーパー
　アートとして再現しました。
★ハワイアンアクセサリー　「Koa Makana」
　ウクレレの素材ハワイアン・コアの木で作ったアクセサリー
　ハワイ固有の植物ハラ（Hala）の葉で編んだアクセサリー
★ポイントメイク　「U・FU・FU」
　プロのメイクアップアーティストの変身テクニックで心から
　 の「U・FU・FU うふふ♡」を引き出すお手伝いを致します。
★手紙家くまさん書き下ろし
　「あなたを見て手紙を書きます」
　好きな一文字書き下ろし、お名前での書き下ろし、紙袋にも
　お好きな言葉を添えてプレゼントさせて頂きます。
★ハンドリフレ
　15 分で心スッキリ！
    そして、ルームスプレー & バスボムの作成もありますよ！
★3 分☆運勢占い
　60 パターンある四柱推命からあなたの誕生日の運命シート
    をお渡しします ( 面談鑑定無し )
★カラダスッキリ選べるエクササイズ体験
　伸ばす・鍛える・整える

BTB

11:00 ～　オープニング
・神戸市消防音楽隊演奏
11:35 ～
・「すみれ新体操幼児クラス」発表
11:45 ～
・【体験型】ハイハイレース
12:05 ～
・「YUI&JOY」ダンスパフォーマンス
・コーラス「川辺コールビューティーズ」
・「スマイルハーモニカ」演奏
12:35 ～
・【体験型】元気そーらん体操
・「大阪メチャハピー」パフォーマンス
13:00 ～
・「MISAKI と子ども達」防災ボクシング
13:15 ～
・【体験型】「熊本発 FAN＆FIT 体操」
13:45 ～
・「銭太鼓同好会」演奏
14:00 ～ 16:00　セレモニー
・繋がり体操（タオルを使って繋がろう）　
・元気そーらん体験　（仙台会場との 2 元中継）
・被災地へ向けての黙とう　
・しあわせ運べるように合唱
・そーらんパフォーマンス
・熊本の報告・記念撮影

忘れない・知る・伝える

『しあわせ運べるように』
阪神・淡路大震災以降、「しあわせ運べるように」は、たくさ
んの人に歌い継がれてきました。2011 年の東日本大震災や、
2016 年の熊本地震など、被災地へこの歌を届ける取り組みが
広がっています。
そんな「しあわせ運べるように」に込められた思いをひとり
でも多くの方に知っていただくため、ＢＴＢでは歌い続けます。

神戸から熊本の小学校へ。熊本で育て
られたひまわりの種が再び神戸へ。
そして今年、東北の大地にバトンが届
けられます。
ひまわりが咲く美しい景観を作ると共
に、命の大切さ、被災地、人々との絆
を深める場所として大輪のひまわりを
咲かせます。

※有料

※有料

ハイハイレース

★ハイハイ講座　（403）10:30 ～ 11:15
　ハイハイ先生が、幼児期に必要な運動発達、特にハイハイの
　重要性を紐解くヒントをお伝えします。
　・実技をまじえてわかりやすく説明します。
　・今後の子育ての指針が、明確になります。
　・座って移動する、ハイハイせずに立ってしまうなどのお悩
　　みをお持ちの方必見。
　※  「ハイハイのすすめ」冊子プレゼント

★ハイハイレース　（体育館）11:45 ～ 12:05
　赤ちゃんから大人までみんなでハイハイ競争！
　お父さんお母さんも子どもと一緒にハイハイチャレンジし
　てみましょう。
　【参加特典】・フリーマーケット商品引換券
　　　　　　・ブースで遊べるチケット
　　　　　　・お子様グッズなどなど

★事前のご予約を受付ています。

メール、もしくはＱＲコードから
お申し込みください。
①保護者のお名前　②電話番号　
③お子様のお名前　
④お子様の生年月日　
⑤Ａハイハイレース （乳幼児編・幼児編・小学生編・大人編）
　Ｂハイハイ講座
jimukyoku-event@kenko-btb.org

参加
特典

『はるかのひまわり絆プロジェクト in ＢＴＢ』

私たちは、東北の震災をきっかけに、 「心とカラダの健康づくり自立支援」を
目的とし、各専門家が集まりスタートしました。 

「カラダづくりは防災」 
カラダづくりから人を繋げ、地域を繋げ、日本を繋げる地域健康コンサルタ
ントとして、災害時に役に立つ「防災カラダづくり」を普及しています。 

ＢＴＢ（Beyond the Border）～境界を越えて～



日時：3 月 18 日（日）
会場：コミスタこうべ
①ハイハイ講座（403）10:30 ～ 11:15
②ハイハイレース（体育館）11:45 ～ 12:05
　  （乳幼児編・幼児編・小学生編・大人編）

　※乳幼児編は、自分でハイハイができるお子様。
　　お子様の好きなオモチャを１つご持参下さい。
　　 赤ちゃん休憩室あります。

赤ちゃんから大人までみんなでハイハイ競争！
お父さんお母さんも子どもと一緒に
ハイハイチャレンジしてみましょう。

赤ちゃんから大人までみんなでハイハイ競争！
お父さんお母さんも子どもと一緒に
ハイハイチャレンジしてみましょう。

毎年大人気の
「ハイハイ講座」も開催します。

★事前のご予約を受付ています。
メール、もしくはＱＲコードからお申し込みください。
①保護者のお名前　②電話番号　③お子様のお名前　
④お子様の生年月日　
⑤参加内容：Ａハイハイレース（乳幼児編・幼児編
　　　　　   Ｂハイハイ講座 　　小学生編・大人編）
　　　　　　　　　　　　　  【お問合せ】　
ＢＴＢイベント事務局
メール：jimukyoku-event@kenko-btb.org
ＷＥＢ ：http://mpp-forest.jimdo.com/
主　催：ＮＰＯ法人健康づくり推進機構ＢＴＢ

ハイハイ先生が、幼児期に必要な運動発達、
特にハイハイの重要性をひも解くヒントを
お伝えします。

（ハイハイのすすめ冊子プレゼント）

思い出の
かわいい手形作成

あります。
（先着 30 名）

【命は宝】ＢＴＢコミスタ祭り
～防災カラダづくり～

【樋口和子ハイハイ先生】
新潟県糸魚川市の職員として 38 年勤務。
行政で健康運動指導士として健康づくりの
運動指導や、乳児健診、保育園の健康教育、
子育て支援センターでのハイハイ講座など
多くの乳幼児を指導。

元気な kids 集まれ！元気な kids 集まれ！

赤ちゃんから大人までみんなでハイハイ競争！
お父さんお母さんも子どもと一緒に
ハイハイチャレンジしてみましょう。

元気な kids 集まれ！

【参加特典】
・フリーマーケット商品引換券
     （子ども用品もあります）
・ブースで遊べるチケット
・お子様グッズ
・はいはい・ぐんぐん乳児用ミルク

参加
特典

いつも頑張ってる
ママ＆女子の

「自分へのご褒美」
ハンドリフレ、アクセサリー　
ポイントメイク、ピラティス

カフェなど

（アサヒグループ食品（株）ベビーヘルスケア事業本部様提供）

■JR 三ノ宮・地下鉄三宮　徒歩 20 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 8 分　■阪急電鉄　春日野道駅　徒歩 15 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。　
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