
スーリールファム通信
―大人の文化祭2020秋フェス！― 

「楽しむ」ことをあきらめない
リアルイベントの魅力を再確認

ゆったりのんびりと館内を見て歩き、「きれい」「かわいい」「たのしい」に触れて、
心を癒すひと時を過ごしていただきたい。

そんな思いで横浜市開港記念会館を全館貸切りで開催しました。

　2020年11月7日（土）、横浜市開港記念
会館にて、「大人の文化祭　2020秋フェ
ス！」を開催しました。
　久々のリアルイベントに、主催者、実行
委員、出展者さんもドキドキだったかもし
れませんが、約180人の来場者とともに和
やかで楽しい一日を過ごすことができま
した。
　ご来場いただいた皆様、出展者・出演者
の皆様、開催にご協力いただいた皆様、あ
りがとうございました。
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2020年11月7日（土）
10:00～16:30
横浜市開港記念会館　全館
有限会社菊水堂、
特定非営利活動法人ヴイエムシイ
特定非営利活動法人セカンドリーグ神奈川
約180人（当日配布物数より推計）
17
（講堂発表）
★街角ピアノ（演奏／事前申込の皆様）
★シニアだってマイケルダンス
  （ばじるダンサーズのみなさん）
★第２回すーふぁむ落語会
  （春風亭正太郎さん、金原亭杏寿さん）
（1号、６号会議室）
　 ハンドメイド小物やアクセサリー販売、

かっさ、占い、ワークショップ、笑い文字、
花をあしらって和装撮影、ハンドトリート
メント、キッズプログラミングなど

（2号会議室）
　 プロカメラマンによる気まぐれ撮影会
（3号会議室）
　 バストケアと足湯
（7号会議室）
　 ファッションアドバイス　ミニ講座
（4号、8号会議室）
　休憩スペース
（9号会議室）
　講座「石草流生け花の真髄」
　講師：奥平清鳳さん

【実施内容】

＊横浜市「よこはま夢ファンド」登録団体助成金活用事業



NPO法人スーリールファム　
2020年11月7日　10:00～16:30
横浜市開港記念会館　

協賛：特定非営利活動法人ヴイエムシイ、有限会社菊水堂　協力：特定非営利活動法人セカンドリーグ神奈川

●今回のフェスでは、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、できる限りの対策を講じて開催いたします。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 ●受付で「検温」「手指消毒」にご協力ください。
● 37.5℃以上の発熱がある場合、入場できません。
●検温済の方に「リストバンド」をお渡ししますので、館内では、手首かバッグなどに付けてください。
●事前登録いただいていない場合、受付でお名前と連絡先をご記入していただきます。（ご来場者の中から感染者が発生した場合、必要に応じ
　て保健所等へ、当日来場者様の氏名・緊急連絡先を提供する場合がございます。個人情報は適切に管理し、目的外には使用いたしません）
●ご来場の際はマスクを着用してください。　　　　 ●ソーシャルディスタンス確保にご協力ください。
●館内での会話は距離を確保し、できる限り控えめな会話をお願いいたします。

※内容は都合により変更になる場合があります。　※写真はイメージです。
※当法人は「よこはま夢ファンド登録団体」です。本イベントは助成金交付の対象事業です。
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★不明点、お困りのことがございましたら「受付」
でおたずねください。

★ゴミは各自お持ち帰りいただくようご協力をお
願いいたします。

★スタッフが広報用に撮影をしています。不都合
がある場合はお声かけください。

8号室
（事務局　
アンケートはこちらへ）

可愛い鳥のアロマポットにお好きな転写紙
をレイアウトして貼っていただきます。
作品は焼成後に着払いで配送いたします。

横浜らしい風情を感じる素
敵な横浜市開港記念会館
で、記念に残るスナップ撮
影をしませんか？
女性プロフォトグラファーによる一眼レフ
カメラでの撮影ですので、お遊び気分で
ちょっとしたモデル体験も楽しめます♪
お友達お二人までご一緒でもOK！（撮影
時に1メートル以上の距離を保っていただ
きますことをご了承ください。
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10:00～12:00　街角ピアノ
13:30～14:00　
シニアだってマイケルダンス！　
15:00～16:30　
すーふぁむ落語会 入場料￥1,800

すーふぁむ落語会

街角ピアノ

シニアだってマイケルダンス！
～マイケル・ジャクソンナンバーから～

15:00～16:30
出演：春風亭正太郎
入場料
￥1,800

14:30～16:30

事前申込の皆様に
よるピアノ演奏。
横浜をピアノの音
色あふれる街に。
そんな思いで企画
しました。皆様の
演奏をお楽しみく
ださい。

誰もが親しめるポップナンバーを踊る、シ
ニア中心のダンスチームです。ほとんどの
メンバーがダンス未経験ですが、無理なく
楽しく月2回の練習に励んでいます。

参加者によるピアノ演奏　
演奏：事前申込の皆様（入場無料）

演技時間 13:30～14:00
出演：横浜ばじるダンサーズ（入場無料）

軽い！布製長財布！

気まぐれスナップ撮影会

悶絶足つぼ ふわふわ愛されバストケア

水引アクセサリー

占いの部屋 タロットカード&
オラクルカード

キッズプログラ
ミングくらぶ

本当に似合うファッショ
ンがわかる顔タイプ診断

講座 【石
せき
草
そう
流
りゅう
生け花の真髄】

今からでも遅くない！ このチャンスに知っておきたい「生け花」の真髄

大人の女性のための
似合う色＆アクセサリー

極上のアロアハンド
マッサージ

ポーセリンアート
ワークショップ

人と会いたくなる、
５才若返る帽子

スピリチュアルカｰド
＆キャリア相談

カッサ体験 笑い文字 お花と着物をまとって…
プリンセス撮影会

knit ＆ cotton smart

サザン
ブライト・
千水引

目黒アンジェリカ

パーソナルスタイリスト 冨永彩心

☆Lucky  Lara ☆
パーソナルカウンセラー：
颯龍みこ

講師：石草流生け花　家元　奥平清鳳さん　時間：14:30～16:30    参加費：2,000円
企画：特定非営利活動法人 ヴイエムシイ（ハーバークラブ）

bijou sumiharu アトリエラベンダー
ファーム 市村こずえ

帽子屋Namie Komura

ハニエルムーン

ソフロロジーテラピー研究所 
赤坂和恵

みきゅあ
iCassa  愛かっさ

工藤紀子

バッグの中で探しやすく、
カラフルな軽い布製財布や
ポーチをお届けします。

10:00～13:00 ※1枠 20分
（撮影約15分程度）
5カット 3,000円（オンラインアル
バムにて、10日以内にデータで納品）
・ 会場内または会場近くのいくつかの場
所を回りながらスナップ撮影をし、明る
さなど調整後納品いたします。
・ 今回はプロフィール撮影は行いません
のでご了承ください。
・ お支払いは当日現金、または、Paypay
にてお願いします。

弱っているところが
痛いけれど気持ち
良い！軽やかにな
る！クセになる台湾
式リフレクソロジー
です。30分￥3,500

服を着たまま椅子に
座って服の中に手を入
れてバストケア。下着
の付け方アドバイスも。
約20分 ￥2,500

日本伝統工芸品の「水引」
を使って、和服にも洋服
にも合うアクセサリーを制
作、販売しています。

手相、ルーン、タロットカー
ド、断易、オラクルカード 
10分 ￥1,000など。

テレビや女性誌で話題の顔タイプ
診断であなたに似合うファッショ
ン、メガネ、マスクをアドバイス。

日本が誇る伝統芸術の1つ「華道」。四季折々の草花を生けることを通じて自然の美を再現し、そこに「わび・さび」
など日本人の豊かな感性を見出し、育んできました。その技法や作法は世代を超えて継承されています。国内外
の貴賓をもてなすホテルオークラの全館の生花装飾演出を担う石草流生け花の神髄についてお話いただきます。

Enjoy！はじめてのプログラ
ミング。プログラミング…？
なんだかむずかしそう…。
いえいえそんなことはありま
せん！
プログラミングがはじめての
キッズ向け、男の子も女の子
も楽しめるコーナーです。
そして、知っていますか？
2024年から大学入試共通テ
ストでもプログラミングは必
修科目（情報 I）になります。
プログラミング教育事情に興
味のある大人の方もPCの貸
出ありのため、お気軽にご参
加ください。
親子でご参加ください
お子さまは小学校2年生以上
※お子様だけのご参加はご遠
慮いただいております。
参加費　無料　各回３組
13時～　14時～　15時～
※事前予約制ですが、空席
あれば当日受付も致します。
講師：白川朋子（シラカワトモコ）
TechKids 認定講師として
小学生向けのプログラミン
グ教育をしています。
自宅教室、オンライン教室
開催中。千葉県船橋市にお
いてプログラミング非常勤
講師もしています。新しい
学びの場としてオンライン
での「プログラミングくら
ぶ」をスタートします。

参加費 ￥3,000（顔タイプ診断ミ
ニブックプレゼント）
10:00～10:45
11:00～11:45
12:00～12:45
（各回4名定員）

貴方のご相談に
併せてカードをセ
レクト。今、必要
な宇宙からのメッ
セージを祈りを込
めてリーディング。
基本：10分＋おま
けで¥1,000

◆お似合いのベースカラー
　診断　20分 ￥2,000～
◆ハンドメイドアクセサリー販売

エッセンシャルオイルを使
用したハンドマッサージ 
10分 ￥500

あなたに似
合う若返る
帽子を製作
販売。被り
方も丁寧に
レクチャー
致します！

キャリア心理カ
ウンセラｰの立
場から今と未来
をリーディング。
10 分 1,000 円
など

髪にお花を
飾って、着
物を着て写
真撮影をし
ます。
1名￥3,000
（材料費、着物レンタル等込み )

笑い文字でお名前をお書き
します。約10分 はがきサ
イズ￥500から頭、首、肩体験 10分 ￥1,000
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・ 落語会のチケットは、ご入場時、ホールスタッフが目
視で確認し、お客様ご自身で半券を切り取ってご入場
いただきます。
・ ソーシャルディスタンスを確保するため、席は間隔を
あけてお座りいただきます。
・途中、窓や扉を開放して換気を行う場合があります。
・当日の状況により変更になる場合があります。
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1F
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トイレ

参加費 ¥3,000

ワークショップ時間割
10：00～10：40
11：00～ 11：40
12：00～12：40
13：00～13：40
14：00～14：40
15：00～15：40

この度は「2020 秋フェ
ス！」にご来場ありがとう
ございます。

私たちは、キャリアを重
ねた世代が集まって「楽
しむ」をキーワードに活動
するNPO法人です。

毎年２回、春と秋に交流
する大人の文化祭「フェ
ス！」を開催しています。

次回の日程はスーリール
ファムのホームページで
ご確認ください。

日程が決まり次第、ブー
ス出展を募集します。

賛助会員は随時募集して
います。

2階もぜひ見てね！
アンケートは2階8号室へ
ポテトチップを
プレゼントしています（数量限定）

（有）菊水堂提供の
ポテトチップ 



いつも大人気！菊水堂さんからの協賛「ポテトチップ」は
来場者へのプレゼント

ポーセリンアートの絵付け体験

シニアのダンスパフォーマンスに大盛り上がり
街角ピアノ、すーふぁむ落語会も

　講堂のステージは、「街角ピアノ」の音色で幕を開けました。午後は
マイケルダンスに挑戦したシニアのダンスサークル「ばじるダンサー
ズ」の熱演で大盛り上がり。皆さんで練習を重ねていた矢先のコロナ
禍でしたが、オンラインを活用して練習を続け、「秋フェス」でその成
果を披露いただきました。
　続いて「第2回 すーふぁむ落語会」では、2021年に大名跡「柳枝」を
襲名する春風亭正太郎さんの落語をたっぷり２席。会場は換気のため
に窓を開け、風がさわやかに感じられる中での講堂催事となりました。

　新型コロナの状況を見ながら、
開催決定がギリギリとなったた
め、あまり広報活動ができなかっ
た秋フェス。お客様がどれぐらい
いらっしゃるのか、安心して楽し
んでもらえるのか？　誰もが不
安でしたが、電子チラシで広報発
信したり、各出展者の方々が事前
にお客様の予約を募るなど、ご協
力をいただき、当日は多くのお客
様が来場されました。
　ハンドメイドの布小物やアク
セサリーを手に取って見たり、ト
リートメントマッサージを受け
たり、占いやワークショップを体
験したり。出展者とお客様、出展
者同士など、目にも耳にも楽しい
交流の時間を過ごせたのではな
いでしょうか。
　今回、飲食ブースは設定できな
かったのですが、「ゆったりとし
たクラシカルな建物で、密になら
ずに会場を見てまわれてよかっ
た」「やっぱりリアルなイベント
は楽しい、参加してよかった」と
いう声が聞かれました。

やっぱり楽しい
リアルなイベント



スーリールファムでは、当団体の活動に賛同いただける企業、団体などの賛助会員を募集しています。
また、活動場所をご提供いただける企業、店舗、団体を募集しています。
お問い合わせ、ならびに活動についての取材申込はこちらまで　info@sourirefemme.or.jp

　NPO法人スーリールファム　 で検索

＊「スーリールファム（Sourire Femme）」とは、「La femme souriante（笑顔の女性）」という仏語を元にした造語です。

　新型コロナ感染症拡大の影響を受け５月には「春フェス！」
が中止となりました。夏には感染拡大が落ち着き、感染予防と
経済活動の両立を見据えながら、手探りの秋を迎えたという
感じです。
　コロナ禍により、人と直接対面するイベントは激減してし
まいましたが、時間と場を共有する手触り感、ある意味「めん
どくさい」、「リスキー」といった、そんな諸々を伴う人の営み
の価値について、改めて考えた1年でした。
　この状況下で、ご出展、ご出演いただいた皆様、ご来場いた
だいた皆様、ご協賛・ご協力をいただいた企業・団体の皆様、
そして、実行委員の皆様、ボランティアの皆様、多くの皆様に
改めてお礼申し上げます。
　また、今回ご出展、ご来場いただけなかった皆様、次の機会
にお会いできることを祈っております。

　2020年の年末に向かって再び、新型コロナウイルス感染拡
大のニュースが聞かれるようになりました。
　「こんな時期に楽しむなんて」と自責の念を強くしてストレ
スを溜め、体調をくずしたり、我慢が続いて人に対する寛容さ
を失ったりすることがないようにしていきたいと考えます。

「楽しむ」ことで心身の活気をはぐくみたい

　今回は、会場のソーシャルディスタン
スを確保するため、全館貸切りとしまし
た。来場者は事前登録制とし、入口での
手指消毒と検温、会場でのマスク着用に
ご協力いただきました。　　
　共有部のアルコール消毒、各部屋の扉
や窓を開けてこまめに換気を行い、講堂
では座席の間隔を確保するなど、感染症
対策を徹底しての開催でした。

新型コロナ感染症対策として

新型コロナ対策としてアクリル衝立を準備したハンドマッサージブースも

　音楽を聴いたり、明るくカラフルな色合いのものを見たり
触れたり、かわいいもの、おいしいものを手作りしたり、いい
香りのクリームを塗って手をいたわったり…。
　身のまわりにある、そんな小さな「元気のもと」について、こ
れからも発信していきたいと考えます。

　自分を元気づけるささやかな「楽しみ」は、医療現場などで
日々奮闘されている方々への「敬意」と決して対局にあるもの
ではないと思っています。
　こんな時だからこそ、「楽しむこと」を諦めず、小さくてもさ
さやかでも、「楽しみ」を見つけて自分の日々の元気を養うこと
は、自分だけでなく、遠くでがんばっている人にとっても、社
会全体にとっても大切なのではないかと感じます。

2021年5月16日（日）には、
2021春フェスを開催予定です。

また、お会いましょう！
ありがとうございました。

NPO法人スーリールファム　藤原寿子


