【Workshop】

子どもも大人も楽しめるものづくりや体験型のさまざまなワークショップを開催します

芝生広場

8

（１）1000～1200円・専用 作家がお名前を彫っている間に、お客様に持ち手部分をデ
持ち手がかわいらしく自分で作ること
ぱんだちゃんのお名前
ケース100円 （２）3歳から コレーションしていただき、組み合わせてお持ち帰りいただ
ができる「ケーキみたいなお名前はん
はんこ
(未就学児のお子様は必ず きます。 整理券は配布しませんが、行列緩和のため、時間
こ」のワークショップ
保護者同伴）（３）約20分
になったらお越しいただくという形をとる予定です。

芝生広場

12

ヘブンリーハナロミロミ ハワイの伝統的マッサージ・ロミロミ
マッサージ
ハンド＆ショルダー＆ベッドスタイル

芝生広場

15

Hare ＆ Ke（ハレトケ）

〇

〇

ロミロミとは手から伝わる愛情という意味を持ち、心と体の
（１）500円~2000円 （２）制
バランスを整えていきます。随時受付。 混雑時は予約制と
限なし （３）10~20分
なります。

-

○

アロマなどを使ったキャンドル作り体
験

（１）1000円～ （２）小学生 見て香って飾って灯して楽しめるキャンドルを多くの方に
以上 （３）15分～
知っていただきたいです。随時受付

-

○

リゾ鳴尾浜

リゾ鳴尾浜

「プールに浮かぶ宝のアヒルを探
せ！」

（１）リゾ鳴尾浜の入館料と
お宝を見つけて商品をゲットしよう！【開始時間】14時～
水着（２）小3まで （３）

○

○

リゾ鳴尾浜

リゾ鳴尾浜

「親子RUNNING」

（１）無料(ロッカーと入浴希
リゾのインストラクターと一緒に初めてのランニングをしてみ
望者は\510 （２）小1以上
望者は\５００
（２）小1以上 ませんか 【受付】15時～リゾ鳴尾浜内レオポン前
の親子ペア （３）約１時間

○

○

-

○

画用紙を折り曲げて、帽子を作ります。ペンや色紙で飾
フラワー
ガーデン

武庫川女子大学ワーク
68
「ステキなぼうし屋さん」
ショップ

（１）200円 （２）幼児～
（３）

り付けて、出来上がったステキなぼうしをかぶって帰れ
ます♪

フラワー
ガーデン

68 エヌウォーカー倶楽部 「吹き矢で的当てゲーム」

フラワー
ガーデン

武庫川女子大学「子ど
69
「絵本の読み聞かせ会」
もと絵本同好会」

（１）３００円 （２）幼児～
（３）

ポールに玉を込めて吹くブローライフルで遊びましょう。景
品付き。

○

-

絵本の読み聞かせや手遊びを交えた楽しいお話し会。自然
や草花にちなんだ100冊の絵本もご用意します。ご家族一
（１）無料 （２）幼児～ （３）
緒に芝生の上で自由に読んでください。 21日（日）11時～
13時～ 15時～の1日3回。お楽しみに！

-

○

海づり広
場

海づり広場

お魚タッチ

（１）無料（※6歳以上は海づ
食卓に上る魚から水族館で見かける魚まで、生きた魚の動
り広場入場料100円が必要）
きや形に触れて感じてみよう！ １２時~１５時(随時受付）
（２）幼児～ （３）

○

○

フラワー
ガーデン

本部

お手伝いキッズ募集

芝ふぇすのお手伝いをしてくれる子どもたちを募集！ゴミひ
（１）無料 （２）幼児～ （３）
ろいやアンケートなどのイベントのサポートをお願いします。
３０分
※小学生はEWCエコカードをお忘れなく。スタンプ押します。

○

○

【Craft & Workshop】

芝生広場

芝生広場

ワークショップと心のこもった手作り雑貨の両方を楽しめます

1

2

teshigoto_mama

【物販】アクセサリー・帽子・布小物
【WS】レザーブレスレット・レザーネー
ムタグ作り

お好きなレザーの色、刻印を選んで、ブレスレットは三つ編
（１）500円～ （２）小学生以
みをほどこし、ネームタグは羽根つきのボールチェーンを付
上 （３）15分～
けていただいたら完成です。【受付】随時

-

○

おかんカルテット

【物販】フェルトのおもちゃ、人形用の
抱っこひも、人形用布団、ビーズアク
（１）300~500円 （２）2歳~大 お花やリボンを使って女の子たちを華やかなプリンセスヘア
セサリ-、子供向けアクセサリー、大人
人 （３）5~15分
スタイルにします
アクセサリー、通園通学グッズ
【WS】プリンセスヘアメイクスタジオ

-

○

芝生広場

3

芝生広場

4

芝生広場

5

芝生広場

芝生広場

芝生広場

6

N4スタイル

【物販】インドネシアバリ島の手作り生
活雑貨（手編みのバサールバッグな
好きなアロマオイルと色を選んで、ルームフレグランスジェ
ど）、ご当地練り香水シリーズ（主にに （１）300円 （２）主に小学生
ルを作ろう。くるくる混ぜて簡単・不思議体験。キラキラ入れ
しのみや2種類の案内と販売）
向け （３）5~10分
放題！小さなお子様でも簡単に作れます。随時受付
【WS】アロマオイルで作るルームフレ
グランス体験

○

○

○

○

○

○

★コロコロ迷路：木箱の中に迷路を作って、最後にフタをす
るので長く遊んでもらえます。★カチューシャ・ヘアゴム作
り：お好きなリボンとキラキラパーツを選んで自分だけのオ
シャレを楽しんでね。随時受付

○

○

お好きなキラキラアイテムを選んで、リング2個とイヤリング
をお作りいただけます。【受付】随時

-

○

○

-

【物販】ダンボール工作キット、クラフト
（１）700円（２）6歳～(未満の 手裏剣の形をした段ボール製のハンドスピナーの工作教室
商品やダンボール雑貨の販売
クラフトマンエッセンス
場合は親子参加）（３）20分 を開催します。小さいお子様でも参加可能で、男の子も女の
【WS】ダンボールで出来た手裏剣の形
【受付】随時
子も楽しめます。
をしたハンドスピナーを作ろう！

Airu・Deco & feels

Angels+Crafts

【物販】Airu・Deco オリジナルアクセ
サリーと小物
【WS】グラスサンドアート

（１）800円～（２）幼児～（３） グラスの中にカラーサンドを流しいれて模様を描きます。大
10分～
人気のサンドアート！随時受付

【物販】ロゼット、ヘアアクセサリー、
（１）500円・800円 （２）3歳
布・革小物の販売
~(未就学児は保護者同伴）
【WS】★コロコロ迷路 ★カチューシャ
（３）20分
＆ヘアゴムづくり

7

【物販】みどり屋→北欧柄布小物（バッ
グやポーチなど）、移動ポケット、オー
みどり屋＆petit amour ロラリボン など
【WS】petit amour「キッズアクセサ
リー」

7

【物販】糸のこによる木工素材・木工
雑貨・木工雑貨とスクラップブッキング
エイジング塗装とエアブラシを使ってのステンシル体験がで
（１）950円～ （２）3歳未満
GearPaint木工房【智】 のコラボ作品の販売
きるブックエンド作り。【受付】随時・一部予約制(詳細は
は保護者同伴 （３）30分～
【WS】『本が読みたくなる』ブックエンド
『WOOD GEARのブログ』にて検索）
を作ろう

（１）500円 （２）3歳以上
（３）10分

【物販】スイーツデコ、布小物、スク
好きなパーツを選んでクリームを絞り、小物入れやミラーな
イーズ、あみぐるみ、アクセサリー
（１）500~1000円 （２）幼児~
どにデコレーションしていきます。昨年も好評でした芝ふぇす
【WS】スクィーズ＆スイーツデコワーク
大人まで （３）10~20分
限定のパーツを、今回も準備していきます。【受付】随時
ショップ

○

○

【物販】ハンドメイドの布小物、雑貨
【WS】ハーバリウム・ワッペンバッグ

○

○

-

○

○

○

Lachuranunu&mochico

【物販】ポケット沢山のカラフルトート
バッグの販売。ストローから作ったカラ
フルで軽くて着けやすいアクセサ
（１）500円 （２）5歳～ （３） 2種類の長さの紙ストローで2種類の形が作れます。お子様
リー、天然石とのコラボ商品も販売し
30分
はもちろん、大人の方も楽しんでいただけます。【受付】随時
ます。
【WS】紙ストローでヒンメリ作り

-

○

mimi le coeur

【物販】ヘアリボン、オリジナルイラスト
を描いた木製スプーン
【WS】自分だけの木のトイカメラを作ろ
う

○

○

芝生広場

9

feel good

芝生広場

10

西宮ママ倶楽部

芝生広場

11

cache cache

芝生広場

13 Wizカイロプラクティック

芝生広場

芝生広場

14

16

（１）1000円～ （２）3歳から ハーバリウム：お花をオイルに浮かべたインテリアボトル
（３）20分
ワッペンデコ：バッグをワッペンでデコする【受付】随時

【物販】親子で楽しむヘアアクセサリー
あらかじめ形を作った粘土モチーフにパステルや色鉛筆を
と布小物
（１）700円～ （２）3歳~大人
使って色付けするワークショップです。色を塗っていくだけな
【WS】楽しく色づけ♪どうぶつブロー
（３）15~20分
ので、小さなお子様からご参加いただけます。【受付】随時
チ・マグネットづくり

【物販】姿勢矯正枕などの健康用具
【WS】骨盤調整・小顔調整体験

カイロプラクティックによる骨盤調整・小顔調整。イベントな
（１）2000円（２）中学生以上
らではの特別価格で施術を体験いただけます！【受付】随
（３）一人30分
時

（１）1500円 （２）幼児～
（３）20分

木にリバティやレザーなどの好きな布を貼りボタンなどで装
飾をし、温かみのある木のトイカメラが作れます。【受付】随
時

芝生広場

芝生広場

芝生広場

17

18

19

ボヌールシュエット

ちくちく屋

prism*prism

○

○

○

【物販】サンキャッチャー、クリスタルガ
ラスのアクセサリー、レジンアクセサ
高品質のクリスタルガラスにお好きなビーズを連ねて作るサ
リー、アレルギー表示キーホルダー
（１）500~1200円（２）3歳～ ンキャッチャー制作を2種類ご用意。金具留めなどの細かい
○
(http://asumosmile.ocnk.net/product
（３）5~10分
作業は出展者がやりますので、小さなお子様からお楽しみ
/21）
いただけます。【受付】随時(必要に応じて整理券を配布）
【WS】サンキャッチャー・ワークショップ

○

【物販】羊毛フェルトの雑貨、アクセサ
（１）500円・800円 （２）小学 「ボール型に模様を描く」と「土台を使って可愛い動物などを
リー、大きめビーズやワイヤーアート
生以上(未就学児は保護者 作る」の2コースがあります。【受付】随時(申し込み多数の場
のアクセサリー
付き添い） （３）30~1時間 合、予約受付ます）
【WS】羊毛フェルトのワークショップ

○

○

-

○

-

○

【物販】手作りの「あみぐるみ、ポスト
カード、カバン・ポーチ、アクセサリー、 （１）600円 （２）幼稚園児～
布小物」
（３）20~30分
【WS】かわいい動物ポシェット

20

芝生広場

【物販】おれんじ：布小物 おか～ん
★：アロマアクセサリー（羊毛）メイン
23 おれんじ＆おか～ん★
はワークショップです
【WS】キラキラかおりつきイヤリング

24

（１）300円 （２）3歳～ （３） 「フォトスタンド」「ミニBook」2種類から選べます 【受付】随
15~20分
時(当日予約も可）

○

芝生広場

芝生広場

こもれ灯

【物販】スクラップブッキング
【WS】メイソンジャー柄スクラップブッ
キング

ポシェットにカット済みのフェルトをボンドでくっつけて可愛い
動物ポシェットを作ります。(ポシェットはちくちく屋で手作りし
たものを使用）【受付】随時(状況により、整理券を配布しま
す）

（１）600円～ （２）幼児～ 羊毛ボールにお好きなビーズを組み合わせてイヤリングを
（３）約10分
つくり、精油でかおりづけします。【受付】随時

【物販】フラワーアレンジメント、服飾
雑貨、小物（ポーチ、キーケース、ヘア
2種類の粘土を混ぜ合わせて、好きな色・形に形成(型抜き・
mille & blue(ミルアンド アクセサリー、スマホケースなど）、コ （１）400円 （２）3歳~小学生
フリーハンド)、その上にお花やリボンなど好きなパーツを付
ブルー）
ルクを使った雑貨（メモスタンド、マグ
（３）10分
けていただきます。【受付】随時
ネットなど）
【WS】こねこねの森

フラワー
ガーデン

芝生広場
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ＳＡＯＲＩ豊崎長屋

hanauta

【物販】さをり織り作品販売
【WS】さをり織り体験でミニランチョン
やタペストリーが織れます。

この場所でしか出会えないカラフルな糸が盛り沢山！世界
（１）500円 （２）4歳～ （３）
に一つの自分だけの作品を織りに来ませんか？子供でも大
30分
人でも誰でも参加可能です。

○

○

【物販】ハンドメイドアクセサリー、花雑
貨、布小物、学童用品、消しゴムはん （１）250円~500円 （２）小学 ①＆②子供から大人まで楽しめるワークショップです ③
こ
生～(幼稚園児は保護者同 チュールがポイントの可愛いビーズブレスレット【受付】先着
【WS】①春のリースボード ②ガーラン
伴） （３）15~20分
順で整理番号を配布(開始時間を明記）
ド ③キッズブレスレット

-

○

