
来場予約来場予約来場予約来場予約
はこちらはこちらはこちらはこちら

ママからママへの
たすきリレー

フリーマーケットフリーマーケットフリーマーケットフリーマーケット

ママ目線でお伝えします！

毎日の子育てで疲れたからだや
心をリフレッシュしましょう♪

サロンサロンサロンサロン体験体験体験体験 ハンドメイドハンドメイドハンドメイドハンドメイド&&&&
ワークショップワークショップワークショップワークショップ
手作りって楽しい！

プリズムフェスタ2017Webサイトより
事前来場予約事前来場予約事前来場予約事前来場予約をしていただいた方に会場
でプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントを差し上げます☆（お渡し
は当日先着順。数に限りがあることをご
了承ください。)

浦安市日の出4-1-1 JR京葉線新浦安駅から徒歩20分またはバス
バス 3系統・16系統・18系統・23系統で「海風の街」下車徒歩2分

11系統・28系統で「日の出公民館」下車徒歩1分

「子育てだけじゃもったいない！」私らしさを大切にするママたちが集まる、
年に1度のお祭りです。運営も出展もみーんなママ。お子さま連れ大歓迎♪
自分のための時間、楽しみませんか？

おおおお楽楽楽楽しみしみしみしみ抽選会抽選会抽選会抽選会♪♪♪♪

来場者も出展者もみんな一緒
に参加♪ホテルディナー券が
あたるかも！

15:0015:0015:0015:00スタートスタートスタートスタート

ママだからこそ
ママをいやします！

人気のハンドメイド品の販売や
ワークショップがたくさん揃っ
ています

子ども服、子ども雑貨限定のフ
リマです♪すべて先輩ママの出
品なので安心☆

ミニミニミニミニ講座講座講座講座・・・・体験会体験会体験会体験会

実体験から子育てや生活に役立つ
スキルを子育て中のママが伝授！

ごごごご参加参加参加参加のののの方方方方はははは１５１５１５１５時時時時までにまでにまでにまでに
プログラムにプログラムにプログラムにプログラムに付付付付いているいているいているいている抽抽抽抽
選券選券選券選券をををを持持持持ってってってって会場会場会場会場におにおにおにお集集集集まままま
りくださいりくださいりくださいりください

■主催：浦安市民活動団体Prism！プリズム ■協力：浦安市日の出公民館 ■後援：浦安市
■協賛：大江戸温泉物語 浦安万華郷、サンルート プラザ東京、オリエンタルホテル 東京ベイ、東京ベイ舞浜ホテル クラブリゾート
株式会社すまいる情報東京 新浦安支店、大塚製薬株式会社 東京支店 千葉出張所、旭化成ホームズ株式会社
Sunrise Beauty 美骨LABO

出展内容出展内容出展内容出展内容などなどなどなど詳細詳細詳細詳細はこちらはこちらはこちらはこちらhttphttphttphttp://://://://www.prismbayside.net/prifes2017www.prismbayside.net/prifes2017www.prismbayside.net/prifes2017www.prismbayside.net/prifes2017

お問合せ：プリズムフェスタ2017実行委員会（プリズム事務局内）prifes2017@gmail.comprifes2017@gmail.comprifes2017@gmail.comprifes2017@gmail.com

心のこもった手作りの味

からだにやさしくておいしいも
のを食べよう！お腹がすいたら
飲食ブースへ♪

おいしいものおいしいものおいしいものおいしいもの



●●●●首肩首肩首肩首肩やややや足足足足ののののトリートメントマッサージトリートメントマッサージトリートメントマッサージトリートメントマッサージ体験体験体験体験(7分 500円)
アロマテリアルサロンアロマテリアルサロンアロマテリアルサロンアロマテリアルサロン 吉田里子吉田里子吉田里子吉田里子
お疲れの部位をほぐします ※※※※事前事前事前事前････当日予約当日予約当日予約当日予約OKOKOKOK((((詳細詳細詳細詳細はははは下記下記下記下記））））
-----------------------------------------------------------------------
●●●●ママのママのママのママの今今今今とととと未来未来未来未来がががが輝輝輝輝くコミュニティくコミュニティくコミュニティくコミュニティ紹介紹介紹介紹介＆＆＆＆占占占占いいいい(占い500円)
ママママママママ's's's'sコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ 富田真理子富田真理子富田真理子富田真理子
コミュニティ活動案内・無料会員登録＆子供の本質が分かる占い
-----------------------------------------------------------------------
●●●●憧憧憧憧れのサックスをれのサックスをれのサックスをれのサックスを吹吹吹吹いてみよういてみよういてみよういてみよう！！！！ (30分 500円)
音楽教室音楽教室音楽教室音楽教室サックスサックスサックスサックス講師講師講師講師 潮田潮田潮田潮田詩子詩子詩子詩子
基本音階2オクターブと曲にチャレンジ！

●●●●おおおお子様子様子様子様のののの才能発見才能発見才能発見才能発見レポートレポートレポートレポート作成作成作成作成(5～15分 無料)
子育子育子育子育てててて診断士診断士診断士診断士
子育ての悩みを統計学と心理学の観点からbetterな方向へ導きます

プリズムフェスタは
ママの想いを応援します

サロンサロンサロンサロン体験体験体験体験

●●●●からだからだからだからだにやさしいおにやさしいおにやさしいおにやさしいお弁当弁当弁当弁当ととととスイーツスイーツスイーツスイーツ販売販売販売販売(280円～700円)
ヨガヨガヨガヨガ&&&&カフェカフェカフェカフェ ブレスブレスブレスブレス 北園絹代北園絹代北園絹代北園絹代
有機玄米のベジ丼とベジカレー、ナチュラルスイーツ・シフォンケーキ

～～～～ごごごご来場来場来場来場のみなさまへのごのみなさまへのごのみなさまへのごのみなさまへのご連絡連絡連絡連絡ですですですです～～～～
◆マイバッグ/室内ばき/外ばきを入れる袋をご持参ください。
◆土足でのご入場、ベビーカーのご入場はできません。
◆駐車場に限りがありますので、ご来場には公共交通機関をご利用ください。
◆出展内容は都合により変更になる場合がありますことをご了承ください。
会場内が混み合う場合があります。おおおお子様子様子様子様からからからから目目目目をををを離離離離さないようにさないようにさないようにさないようにご注意願います。

おいしいおいしいおいしいおいしいものものものもの

●●●●キッズアクセサリーやペーパーアイテムのキッズアクセサリーやペーパーアイテムのキッズアクセサリーやペーパーアイテムのキッズアクセサリーやペーパーアイテムの販売販売販売販売(100円～)
atelier atelier atelier atelier niconiconiconico 春春春春井祐子井祐子井祐子井祐子
オリジナルキッズアクセサリーやペーパーアイテムをご用意。
----------------------------------------------------------------------
●●●●バルーンアートバルーンアートバルーンアートバルーンアート体験体験体験体験(15分 300円～)
RondRondRondRond RondRondRondRond BallonBallonBallonBallon((((ロンロンバロンロンロンバロンロンロンバロンロンロンバロン)))) 風船風船風船風船のよしこさんのよしこさんのよしこさんのよしこさん
お好きな紙吹雪を入れてコンフェッティバルーンを作ります
----------------------------------------------------------------------
●●●●初初初初めてめてめてめてでもできるでもできるでもできるでもできる！！！！アイシングクッキーアイシングクッキーアイシングクッキーアイシングクッキー体験体験体験体験(1枚300円2枚500円)
C’sC’sC’sC’s DULCEDULCEDULCEDULCE CHINATSUCHINATSUCHINATSUCHINATSU
お砂糖のクリームでクッキーをかわいくデコレーションします。
----------------------------------------------------------------------
●●●●ママママママママととととこどものこどものこどものこどもの縫縫縫縫わないマスクわないマスクわないマスクわないマスク(20分3枚分 500円)
AtchoumAtchoumAtchoumAtchoumハンドメイドハンドメイドハンドメイドハンドメイド わだわだわだわだてるてるてるてるよよよよ ※※※※事前事前事前事前････当日予約当日予約当日予約当日予約OK(OK(OK(OK(詳細詳細詳細詳細はははは下記下記下記下記))))
お好きな柄で！マスクデビューをお手伝い&あっちゅむ作品の販売
----------------------------------------------------------------------
●●●●パステルアートパステルアートパステルアートパステルアート体験体験体験体験(15分500円)＆販売(100円)
atelier atelier atelier atelier 萌彩萌彩萌彩萌彩(moa) (moa) (moa) (moa) 宮川波留子宮川波留子宮川波留子宮川波留子
指で描く☆パステルアートで簡単かわいいカードを作ろう♪

●●●●魔女魔女魔女魔女のタロットのタロットのタロットのタロット占占占占いいいい☆☆☆☆手相占手相占手相占手相占いいいい☆☆☆☆(手相5分 500円～)
魔女魔女魔女魔女☆☆☆☆MaisonMaisonMaisonMaison 北村美紗樹北村美紗樹北村美紗樹北村美紗樹
魔女の占いでお悩み解決！どんなご相談も魔女にお任せあれ♪
----------------------------------------------------------------------
●●●●0000歳歳歳歳からのからのからのからの自然自然自然自然なおむつなおむつなおむつなおむつ外外外外しプチしプチしプチしプチ相談会相談会相談会相談会(10分500円)
ゆるゆるゆるゆる～～～～くくくく布布布布おむつ・おむつなしおむつ・おむつなしおむつ・おむつなしおむつ・おむつなし育児育児育児育児のののの会会会会inininin浦安浦安浦安浦安 川口川口川口川口雅貴雅貴雅貴雅貴
赤ちゃんの五感を育てるおむつなし育児のプチワークショップです
----------------------------------------------------------------------
●●●●チャネリングチャネリングチャネリングチャネリング＆＆＆＆エンジェルカードリーディングエンジェルカードリーディングエンジェルカードリーディングエンジェルカードリーディング(5分500円)
noestnoestnoestnoest((((のえすのえすのえすのえすとととと)))) 智智智智 ----tomotomotomotomo ※※※※事前事前事前事前････当日予約当日予約当日予約当日予約OK(OK(OK(OK(詳細詳細詳細詳細はははは下記下記下記下記))))
天使たちからメッセージを、カードとチャネリングでお伝えします
----------------------------------------------------------------------
●●●●マザーグースマザーグースマザーグースマザーグースでででで手遊手遊手遊手遊びびびび(3～5分 無料)
ラボパーティラボパーティラボパーティラボパーティ浦安浦安浦安浦安 森成麻由美森成麻由美森成麻由美森成麻由美
小さなお子さんと楽しめる英語のわらべ唄を紹介します
----------------------------------------------------------------------
●●●●ママとママとママとママと赤赤赤赤ちゃんのツーショットちゃんのツーショットちゃんのツーショットちゃんのツーショット写真撮影写真撮影写真撮影写真撮影･お･お･お･お子様子様子様子様のみものみものみものみもOKOKOKOK
親子親子親子親子Happy photoHappy photoHappy photoHappy photo 井崎井崎井崎井崎 舞舞舞舞 ※※※※事前事前事前事前････当日予約当日予約当日予約当日予約OK(OK(OK(OK(詳細詳細詳細詳細はははは下記下記下記下記))))
1組2カット500円 所要時間5分

12:3012:3012:3012:30～～～～13:15 13:15 13:15 13:15 ●●●●子育子育子育子育てママのおてママのおてママのおてママのお片付片付片付片付けけけけ講座講座講座講座～～～～寝落寝落寝落寝落ちちちちOKOKOKOK！～！～！～！～(500円)
タスタスタスタスデザインワークスデザインワークスデザインワークスデザインワークス 竹内有紀子竹内有紀子竹内有紀子竹内有紀子 ４４４４階大集会室階大集会室階大集会室階大集会室
無理せず続けられる、お片づけの時間を作り出すコツ。
---------------------------------------------------------------------
13:3013:3013:3013:30～～～～14:50 14:50 14:50 14:50 ●●●●ベビーベビーベビーベビー専門専門専門専門フォトグラファーのフォトフォトグラファーのフォトフォトグラファーのフォトフォトグラファーのフォト撮影会撮影会撮影会撮影会
Full Full Full Full moon moon moon moon 徳弘徳弘徳弘徳弘有希有希有希有希 ４４４４階大集会室階大集会室階大集会室階大集会室 ※※※※事前予約事前予約事前予約事前予約OK(OK(OK(OK(詳細詳細詳細詳細はははは下記下記下記下記))))
ベビーフォト1組10分 千円/1カット(あんよ期前までの赤ちゃん対象)
---------------------------------------------------------------------
13:3013:3013:3013:30～～～～14:30 14:30 14:30 14:30 ●●●●ママのママのママのママの独立独立独立独立・・・・開業開業開業開業・・・・起業相談会起業相談会起業相談会起業相談会(無料)
Prism!Prism!Prism!Prism!プリズムプリズムプリズムプリズム ２２２２階体育館階体育館階体育館階体育館
想いをカタチにする1歩を応援！どんな想いも悩みもお聴きします！

ミニミニミニミニ講座講座講座講座・・・・体験会体験会体験会体験会

10:1510:1510:1510:15～～～～11:00 11:00 11:00 11:00 ●●●●おててでおててでおててでおててでコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション☆☆☆☆ベビーサインベビーサインベビーサインベビーサイン(300円)
ふわふわマフィンふわふわマフィンふわふわマフィンふわふわマフィン 成澤恭子成澤恭子成澤恭子成澤恭子 ４４４４階大集会室階大集会室階大集会室階大集会室 ※※※※事前予約事前予約事前予約事前予約OK(OK(OK(OK(詳細詳細詳細詳細はははは下記下記下記下記))))
便利なだけじゃない！家族の絆が深まるベビーサインの体験会
------------------------------------------------------------------------
11:3011:3011:3011:30～～～～12:00 12:00 12:00 12:00 ●●●●リトミックリトミックリトミックリトミック奏奏奏奏〜〜〜〜かなでかなでかなでかなで〜〜〜〜コンサートコンサートコンサートコンサート(500円)
岩本岩本岩本岩本まゆまゆまゆまゆ ４４４４階大集会室階大集会室階大集会室階大集会室 ※※※※事前予約事前予約事前予約事前予約OK(OK(OK(OK(詳細詳細詳細詳細はははは下記下記下記下記))))
0歳から参加できるコンサートとベビーリトミック体験♪

スイーツデコを基本からしっかり学べる

Sweets♪Melody
スイーツデコ教室
初心者からプロまで対応
http://sweetsmelody.com

魔⼥のタロット・⼿相占いでお悩み解決♪
魔⼥☆Maison
東⻄線浦安駅から
徒歩１分の占いサロン
「浦安 魔⼥」で検索！
TEL 047-390-5055

プリフェスの出展者に会えるかも？

地域での⼥性活躍を応援しています

想いを語ろう！
たまにはのんびり☆

プリズムトークカフェ

つながる拡がる！
⼤⼈の⼥⼦会☆

プリズムランチ交流会

今しかない親⼦の思い出を残します♫

親子HAPPY PHOTO
お⼦さんの成⻑を
出張撮影いたします♫
http://mai-photo.jimdo.com

「聴く耳」「豊かな心」を育む
リズムベビーマッサージ
ベビーリトミック
リトミック 奏 〜かなで〜
体験レッスン受付中♪
http://ameblo.jp/tutti2015

ハンドメイドのある生活を提案しています♪
南⾏徳あっちゅむ
ハンドメイド
ポーセラーツ・グラスアート他
様々なクラフトが学べます♪
http://ameblo.jp/atchoum-handmade

妊婦&⼦連れママのトリートメントマッサージ

アロマテリアル
浦安駅から徒歩1分
8時半〜21時 要予約
http://www.aromaterial.com

インテリア&お片づけ相談
+designworks
タスデザインワークス
小学校入学前にリビングの
学習環境を整えませんか？
http://tasdesignworks.com

●●●●国産小麦国産小麦国産小麦国産小麦ののののパンのパンのパンのパンの販売販売販売販売(100円～)
手作手作手作手作りをりをりをりを楽楽楽楽しむしむしむしむ おうちパンおうちパンおうちパンおうちパン教室教室教室教室 小麦小麦小麦小麦のののの家家家家 工藤工藤工藤工藤綾子綾子綾子綾子
国産小麦パンと焼きたてトースターパンの販売。パン雑貨販売。

仲間仲間仲間仲間がいればもっとがいればもっとがいればもっとがいればもっと楽楽楽楽しいしいしいしい！！！！一緒一緒一緒一緒にできることをにできることをにできることをにできることを探探探探しませんかしませんかしませんかしませんか？？？？はじめのはじめのはじめのはじめの一歩一歩一歩一歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出したいしたいしたいしたい方方方方、、、、もっとつながりたいもっとつながりたいもっとつながりたいもっとつながりたい方方方方、、、、おおおお待待待待ちしておりますちしておりますちしておりますちしております！！！！
おおおお申込申込申込申込み・おみ・おみ・おみ・お問問問問いいいい合合合合わせはプリズムわせはプリズムわせはプリズムわせはプリズムHPHPHPHPへへへへ→→→→https://www.prismbayside.net/form/https://www.prismbayside.net/form/https://www.prismbayside.net/form/https://www.prismbayside.net/form/

子育子育子育子育てててて応援応援応援応援！！！！
●●●●住宅住宅住宅住宅・・・・不動産不動産不動産不動産にににに関関関関するするするする申告申告申告申告などなどなどなど個別個別個別個別相談相談相談相談(無料）
すすすすまいるまいるまいるまいる情報東京情報東京情報東京情報東京 新浦安新浦安新浦安新浦安支店支店支店支店
女性からのご相談の多い医療費控除の申請など多様な相談に応じます。

★★★★★★★★★★★★飲食飲食飲食飲食スペースありますスペースありますスペースありますスペースあります 10:0010:0010:0010:00～～～～15:00 215:00 215:00 215:00 2階体育館階体育館階体育館階体育館★★★★★★★★★★★★

プリズムプリズムプリズムプリズム会員会員会員会員
いつでもいつでもいつでもいつでも募集中募集中募集中募集中！！！！

4444階大集会室階大集会室階大集会室階大集会室＆＆＆＆2222階体育館階体育館階体育館階体育館

2222階体育館階体育館階体育館階体育館

2222階体育館階体育館階体育館階体育館

2222階体育館階体育館階体育館階体育館

■ごごごご予約方法予約方法予約方法予約方法■
｢プリズムフェスタ2017｣にアクセス
→各出展者へのリンクから直接ご予約
ください。
https://www.prismbayside.net/prif
es2017/

事前予約事前予約事前予約事前予約&&&&
出展者出展者出展者出展者情報情報情報情報
はこちらはこちらはこちらはこちら！！！！

プリズムホームページ：https//www.prismbayside.net/
プリズムブログ ：https://ameblo.jp/prismbayside/★★★★★★★★最新情報最新情報最新情報最新情報はこちらはこちらはこちらはこちら！！！！★★★★★★★★

ハンドメイドハンドメイドハンドメイドハンドメイド＆＆＆＆ワークショップワークショップワークショップワークショップ 2222階体育館階体育館階体育館階体育館

●●●●誰誰誰誰でもでもでもでも簡単簡単簡単簡単にににに！！！！アメリカンピアスアメリカンピアスアメリカンピアスアメリカンピアス作作作作りりりり(700円～)
WmanWmanWmanWman IsnnIsnnIsnnIsnn 岡野純子岡野純子岡野純子岡野純子
所要時間は数分！パーツを選んでアメリカンピアスを手作り
-----------------------------------------------------------------------
●●●●手形手形手形手形アートアートアートアート体験体験体験体験(20～30分500円)
atelier atelier atelier atelier momOhanamomOhanamomOhanamomOhana モモハナモモハナモモハナモモハナ 相羽相羽相羽相羽桃子桃子桃子桃子
お子さんの手形 足形をとって可愛く飾れる作品を作りましょう♪
-----------------------------------------------------------------------
●●●●アメリカンフラワーのアメリカンフラワーのアメリカンフラワーのアメリカンフラワーの販売販売販売販売とワークショップとワークショップとワークショップとワークショップ(30分500円)
VivaVivaVivaViva★★★★AmeflaAmeflaAmeflaAmefla～～～～ビバアメフラビバアメフラビバアメフラビバアメフラ～～～～ 野々宮利野々宮利野々宮利野々宮利江子江子江子江子
ワイヤーと樹脂で作る透明感ある世界に一つだけのお花をご紹介♡
-----------------------------------------------------------------------
●●●●ハーバリウムハーバリウムハーバリウムハーバリウム作作作作りりりり(20分500円～)＆＆＆＆手作手作手作手作りアクセサリーりアクセサリーりアクセサリーりアクセサリー販売販売販売販売
aveniraveniraveniravenir brillantbrillantbrillantbrillant 工藤由紀子工藤由紀子工藤由紀子工藤由紀子
今、大人気のハーバリウムを手軽にお作りいただけます
-----------------------------------------------------------------------
●●●●リボンのアクセサリーとリバティのリボンのアクセサリーとリバティのリボンのアクセサリーとリバティのリボンのアクセサリーとリバティの布小物布小物布小物布小物(100円～)
Rainbow HawaiiRainbow HawaiiRainbow HawaiiRainbow Hawaii 森仁森仁森仁森仁美美美美
子供から大人までのアクセサリーや布小物をご用意してます！


