
アトリエプリンセスベル
／天川めぐる

ズパゲッティのブレスレットのワークショップ、
ブレスレット（キット・作品）の販売、アク
セサリー販売、バッグ等のオーダー受付
ズパゲッティのブレスレット作り
ファー付 700 円
チャーム付 500円
5～10分程度
小学生～
※幼児は保護者
同伴のみ可

ＡｍｍｙＡｍｍｙニット
／池田ともみ

あみぐるみ・ニット小物

極太毛糸で編む
ガーター編みのバッグ

1,000 円
お１人様 90分程度
10：00～
12：30～
15：00～
小学 5年～

favoriの森のゆかいな仲間たち
／越間、平田、黒木、木村、守岡
布小物、アクセサリー
布小物デコレーション
丸いボックスにヨーヨーキルト、つまみ細工
羊毛、フェルト
リボン、クレイのお花
などのパーツを
デコレーションします。
1,944 円
30分程度
小学生～

ソープカービング／白須ゆき
クリスマスリース、しめ縄飾り、レリーフ
ソープカービングのアレンジメント
せっけんで作る『輝くクリスマスツリー』
・11:00～12:00 ・14:00～15:00
2,000 円
幼児～

ふわふわニットのルルベちゃんⓇ
／アトリエ ciel de ｌ'ange 山﨑一美

ルルベちゃんⓇワークショップ
ふわふわなニットを着た
ルルベちゃんⓇ（バッグチャーム)
4,000 円
1時間程度
各回 5名
11：00～
12：30～
14：00～
幼児～※小学 4年
までは保護者同伴要

はんこ工房 きのこのこども
／makinoco

小さな使えるはんこ、はんこを使用した雑貨
はんこを押して楽しむワーク
世界に一つのMyBag★
①巾着 700円
②ミニトートバッグ
1500円
30分程度
小学生～
※幼児は保護者
同伴のみ可

ぺーパークイリング
／山本美穂

祝箸 クリスマスタグ ミニカード

ぺーパークイリングで
祝箸＆クリスマスタグを作ろう♪
540円 30分程度 小学生～

ハンドメイド ワークショップ＆マーケット お子さまから参加できる
手作り教室やハンドメイド作品販売！

kei 工房／森戸佳子
クラフトバンドで作る小物（ストラップ
イヤリングキーホルダー・かごなど）
布で作る小銭入れ、ビーズで
作るブローチなど
クラフトバンドで作る
ふくろうのストラップ

600円
60 分程度
小学生～

手づくり教室First-step／松原ルミ
ねんどアート作品・マクラメアクセサリーの販売

①ねんどアート・クリスマスオーナメント作り
1,080 円 40分程度 幼児～
②スプーンドールチャーム 小学生～
1,404 円 40分程度
③ねんどアート 幼児～
マカロン POP

864 円 30 分程度
④簡単なマクラメ編み
ブレスレット

1,080 円 40 分程度
小学 4年生～



エンジェルママ
／村橋みゆき 大橋尚巳 渋谷真知
ポーチ・ハーバリウム・しめ縄リース・リボン
などハンドメイド作品の販売
①ハーバリウム 30 分程度 こども～
Ｓサイズ 1,200 円Мサイズ 1,800 円
②カルトナージュ 30 分程度
小学生～ ※幼児は保護者同伴のみ可
・クリスマスチャーム 700 円 ・ハートのチャーム
800 円 ・お花のイニシャルワッペン 1,000 円
③目からうろこ！正しい抱っこ紐の
つけ方教えます 500円 30分
13:00～14:00～15:00～

こどもワクワクフラワーアレンジ教室 ／日高あゆみ

①動物X'mas アレンジ（クリスマスツリーを作ろう）
1,296 円 40分程度
10:30～ 12:20 ～ 14:00～
小学生～ ※幼児は保護者同伴のみ可
②お正月飾り
（干支・ウリボ～のフォトフレーム）
1,080 円 30分程度
11:30～ 13:15～ 15:00～
親子、未就園児～

X'mas アレンジ（リース・アレンジ・ハーバリウム等)
子ども制作キット、お正月飾り（しめ縄・ハーバリウム等）
ハーバリウムペン＆キット

・入場は無料です。ワークショップの参加費は受付または

教室内におります JEUGIA スタッフにお支払いください。

(表記価格はすべて税込）

・ブースで購入した商品についてのお問い合わせは出展者の

ショップカードを受け取るなど、必ず連絡先をお確かめください。

JEUGIA カルチャーセンターでは承りかねます。

・会場風景や出展内容を写真・映像撮影させていただきます。

撮影された写真は Web サイトや印刷物にて使用させていただく場合

がございますのであらかじめご了承ください。万一ご都合の悪い方

がいらっしゃいましたら、JEUGIA スタッフにお申し出ください。

カービングぷるぷる石鹸
／真鍋悠起 atelier SOLEIL 主宰
12/22(土)13:00～15:00
受講料 2,700 円材料費1,500 円(税込)
事前予約可 当日参加もＯＫ
小学生以上（小学生は保護者同伴）
手相の世界と気になる 2019年の運気
12/22(土)11:00～12:30
受講料 2,160 円（税込）【要予約】
申込締切：12/19（水）
～新年会・忘年会で盛り上がる～マジック教室
12/22（土）13:30～14:30
受講料 1,080 円材料費 1,000 円（税込）
申込締切：12/19（水）【要予約】

カルチャーミニ体験コーナー・お子さま向けイベント・1 日講座
カルチャーで人気の講座を
気軽に体験しよう！！

ＢＲＡＮＣＨ松井山手２階

色つきのケシゴムスティックをならべて作る、オリジナルの消
しゴム「オリケシ」かえる ・ ハート ・ あおいとり
から 1種類作ります 100円

バンダイ「オリケシ」で
カワイイ消しゴムを作ろう！

不思議なコマ作り
工作用紙と爪楊枝で、白黒なのに
色が出る不思議なコマを作ります
教材体験もあるよ！

学研科学実験教室

おとな女性たちの教室
Shine Women School
／代表 六車紀代美
認定講師 真﨑好美 田村佳寿美
手づくりお香 メディカルアロマ ヘッドケ
①匂い袋を作ろう 10分程度
②メディカルアロマで風邪を予防しよう
15 分程度
①②とも 2,160 円
③ヘッドケア体験
10分程度
540 円
中学生～
※幼児･小学生は保護者同伴のみ可

人生がチラッと見える！ 見た目でわかる
キャラクトロジー心理学
ワンコイン診断／前田奈緒子
5 つのシンプルな質問から、うまくいかない意
外な原因と、うまくいくための目からウロコな解
決策をチラッとお見せします。
キャラクトロジー心理学診断
500円 お 1人様 10分
タロットカード・リーディング体験
『2019 年を楽しむために』
／ハートスケープ なかむらようこ
正統派タロットカード『ウエイト＝スミス』タロットで、
あなたの来年の過ごし方をリーディングします。
タロットカード占い 10歳以上～
1,000 円お 1人様 10分

ナンバーインスピレーションカードセ
ッション with ポップンジュエル☆
／Yukky's Care & Pop'n Jewel
「今、あなたに必要なメッセージ」を受け
取り、輝く未来を手にいれましょう！セッ
ションを受けていただいた方に“ポップンジ
ュエル☆(輝く未来を応援するパワーブレ
スレット)”を先着10名様にプレゼント♪

ナンバーインスピレーションカードセッション

1,000 円
お 1人様 15分


