家族みんなで、遊びにきてね！

泉区
の魅力発信！

素敵なパフォーマンス♪

メインステージ

親子でリフレッシュ！

サブステージ

泉区で活動されている“マイケル・
ロビンソン氏”による演奏です♪
カリブ海のトリニダードのドラム缶
からできたスティールドラムの音色を
お楽しみください♪

★美骨盤ヨガ
12:05～
★親子ルンルンリトミック

★13:00～

フォトコーナー
★お洒落な壁面アートの前でパチリ♪
★手作り布おもちゃで作った「ねんねアー
ト」のコーナーもあります♪
自由に写真を撮ってね！

親子で楽しめる♪

ワークショップコーナー
お洒落な食品サンプルや、手形アート、
折り紙、工作、ベビーマッサージなど、楽し
いワークショップがいっぱい。日頃忙しいマ
マには、ハンドマッサージのご褒美も♪
ぜひ、いらしてください。

～

12:30～

ハンドメイド販売コーナー
かわいいハンドメイドのアクセサリーや、布雑貨、
陶器などがお手頃価格で買えます♪
デコもちお汁粉や手作りパンもぜひ♪

このイベントについて

～

「いずみ区民活動支援センター」では、「生涯学習」等を目的として様々な講座やイ
ベントを開催しています。このイベントも、泉区で活動されている方と、子育て世代
のご家族をつなぐ目的で開催いたしました。このイベントを通じて、泉区の良さや、
泉区での子育ての楽しさを実感し、地域を盛り上げていただければと思います。

主 催：いずみ区民活動支援センター
問合せ：いずみ区民活動支援センター
（泉区役所１階 104 窓口）

共 催：中川地区センター
Tel : 045-800-2393 Fax : 045-800-2518
mail : iz-kuminkatsudou@city.yokohama.jp

「子育て中でも、いろいろと楽しみたい！いろいろと発信したい！」そんな泉区のママさんたちが集合！

参加ブース紹介！
★Sappy♪Happy♪

★mama craft

近づいたらいい香りが
しそう⁈本物そっくりな
ミニサイズのパンケー
キを作ります。メモス
タンドになりますよ♪

世界に１つお名前入り
ロゼットを作りません
か？カバンに付けたり
名札にしたり。使い方
はあなた次第🎵

１回 700 円

１回
700 円

Ｗ Work shop Ｈ Handmade 販売

★フォトスクラップブッ
キング ７１６crop
（ナナイロクロップ）
フォトコーナーで記念
撮影。素敵なその一瞬
を残しませんか？

１回 500 円

★POLA ハンド
簡単でかわいいペンギ マッサージ＆
ンなどのキャラクター ワンポイント
小物を作ります。
アドバイス
★ふれあい折り紙

小さいお子さまも
大歓迎♪

毎日忙しいママさん、
ハンドマッサージで、
日ごろの疲れを癒して
みませんか？

無料

※先着 20 名様

★ベビマネットワーク
『お子様の手形アート体
験』（生後 0 ヶ月〜24 ヶ月位
まで）お子様の手形をとり、

マスキングテープやシール
などで
可愛くアレ
ンジするも
のです。
成長の記念
に♪

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

１回
500 円

★フリ♡チョコ
(ポーセラーツ販売)
ポーセラーツとは磁器に
特殊な転写紙を貼り作品
を作る楽しいハンドクラ
フトです。only one の
作品を販売
します♪
１つ 400 円～
1,000 円まで

Ｈ

★フォトコーナー

１つ
100 円～

Ｈ

（無料）

・アートの世界
泉区で活躍されているアーティストの
作品を展示！自由に写真を撮ってね。

・かわいい「ねんねアート」
泉区で活動されている「いずみ布おも
ちゃぐるーぷ」の
布おもちゃを使用した
「ねんねアート」の
コーナーです！

リラックス＆シェイプア
ップ♡

★ハンドメイド販売
コメツ部

（場所： 研修室）
（生後 2 ヶ月〜24 ヶ月位
まで）

ハンドメイド集団「コメ
ツ部」です。なぜコメツ
部？米粒？疑問に思うこ
の名前(笑)気になる方は
是非ブースへ。（フォト
スクラップブッキングの
キット、ポーチやバッグ
などのハンドメイド商品
など）

集まれ赤ちゃん♡愛情た
っぷりに脳育！親子の絆
を深めませんか？
①12:10～ ②13:50～

Ｗ 1 回 30 分 500 円

13:00～

１つ 100 円～
Ｈ
1,000 円まで

★ＣＵＴＥ ＳＭＩＬＥ
ママやお子様が思わず
笑顔になってしまうよ
うなハンドメイドのア
クセサリーを販売♪

１つ 100 円～

キッズダンスサークル
・親子でルンルン
リトミック♪ 12:30～ ・ＳＴＵＤＩＯ ＬＩＮＫ
・ＨＲ Ｄａｎｃｅ Ｇａｒｄｅｎ
親子でリズムにあわせて 泉区で活動しているキッズダンス
体を動かしましょう♪
の皆さんが、コラボします♪
★親子サークル

おとぎの国
工作教室と子ども用品
の販売♪楽しく遊べる
おもちゃを作ろう！
剣・ステッキ・マラカ
スから選んでね♪

★子育てサロン
さくらっこ

１つ 200 円～

Ｗ

１杯
150 円

Ｗ

Ｈ

ご来場のみなさまへ
１）会場内では、貴重品の管理とお子さまのケガには、十分
お気を付けください。
２）会場内で発生したゴミは放置せず、必ずお持ち帰りいただ
くようお願いいたします。
３）会場内の設備・機材・備品にはお手を触れないようお願い
いたします。
４）イベント内容やプログラム時間は、一部変更になる場合が
ございますので、ご了承ください。
５）駐車場は使えませんので、公共の交通機関をご利用ください。

Ｈ

★えみちゃん流
★わいわいクラブ
デコもち入り汁粉販売 美味しい手作りパン

工作＆ハンドメイド 12:00～売切れ次第終了
品販売をします♪
金太郎飴みたいなカワイ
イお餅「デコもち」の入
った温かいお汁粉をどう
・販売
ぞ♪

・販売１つ
100 円～

Ｈ

無料

★ベビーマッサージ
教室 ET bebe

★サブステージ（無料） ★メインステージ （無料）
・マイケル・ロビンソン氏の
・美骨盤ヨガ 12:05～
ママもお子様も、ヨガで スティールドラム演奏

★ハンドメイドぴよ
ぴよ（アクセサリー）
メンバー8 人が得意なも
のを作成♪それぞれの個
性を見ていただければ嬉
しいです♪

Ｗ

Ｗ

Ｈ

会

の販売です♪

★バルーンコーナー
アンケートに答えて
くださった方に、
可愛いバルーンをプ
レゼント！

Ｈ

場

無料

中川地区センター

体育室

所在地 〒245-0007 泉区桂坂４－１
ＴＥＬ：045-813-3984 (弥生台駅徒歩 13 分)

