
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 Lり です。
運営も出展もみ一んなママ。

お子様連れ大歓迎♪ 「子育てだけじゃもつたいない |」

自分のための時間、楽しみませんか ?

II  糠鶉輻渕
(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。)

鬱

咸
華鰻

入隋

鑽褥

出展プース

10:00～15:00     ハンドメイド

フリー

マーケツト

お楽し諄
抽選会

15:00スタート

ステキな商品が

当たるかも !

■主催 : プリズムフェスタ2019実行委員会 (プ リズム事務局内)

■後援 : 浦安市

■協賛 : 大江戸温泉物語 浦安万華郷、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

大塚製薬株式会社 東京支店 千葉出張所、株式会社KURUM∪、みどりtoゆ かり

10/30(フk)
10:00～ 16:00

浦安市 中央公民館

東西線浦安駅下車徒歩5分
浦安市猫実4-18-1

予約不要
お気軽に

お越しください♪

ミニ購座

体験プース

～ご来場のみなきまへのご連絡 T・T～               ‐

◆マイノ荒ツ骨 室内ばさf外齢 を入れる嚢をご持参くだきtl.         |
●土足でのご入場、ベピーカーのご入場はできません。             1
●駐車場‡こ限りがありますので、ご来場‡

=|ま
公共交通機関亡ご利用ください。   :

◆出展内容|ま都合苺
=よ

Lり 変更|こ なる場合がありますことをご了承くだきLl.    |
会場内が混み含う場合があ Lり ます.お子機から圏書畿きないまキ|=ご注意願います。|

■お問合せ プリズムフェスタ2019実行委員会(プ リズム事務局内)prifeS201 9@gmail.com



11置01,な 9.子綸てママの文鱗■

一部 事前予約できます

鋼 昇襄:写F~ク
があるものが

「プリズムフェスタ2019」 にアクセスし

各出展のリンクから直接ご予約くださしヽ

イベント詳細もこちらへどうで |

https://www pr smbays de net/pr fes201 9/

10:00～ 10:20
●ママたちの演奏会～♪(20分 無料)

響緊菖壁練サ_クルの演奏会♪

●miwaズンノヽサークルでのダンスを披露
(20分 無料)

離 T弯嘱 ‖籠en

レッスンで踊つている曲を披露 |

皆さんも是非一緒に踊つて下さい

●今話題の怒らない子育てつて何 !?
(15分 無料)

Akky

言讐た装冒又否2者、う言戻農
理学を

  幸

1「 体繭館 子ども用品限定フリーマーケツト

畿ママからママヘのなす華 :ブ レー

子ども服、子ども雑貨限定のフリマです♪    ,
すべてプリズムの先輩ママが出品しています。

お気に入 tプ を見つけてくださいね☆      `
午前中は混雑が予想されます。

午後にはゆっくtり 掘 tり 出し物が見つけられるかも ?

10:00-15:00

おし`マキ:翼縫ス人.失島:i tl尉 &)1承器,
lF体育館

●魅力を3博出す★パーソナルカラー体験
(10分 500円 )

スパークル・カラー&デザイン

ふ暑鍵あ核番了奮[賞 5浮ませんか♪ 目田目国鵬

||1議||1藻しみ艤■■1な織|:鶴業な舞輩難,

ご参加の方は15時までにプログラムに付いている抽選券を

持つて会場にお集まりください。

※15時 を過ぎると抽選会にご参加いただけません。

●DWEミニミニわくわく無料体験

幼見毅警ジ習漱ィザ_ 辻美紀
りニューアルしたデイズニー英語システムの
お試じとサンプル配布

●首肩かハンドトリートメント体験

りり駐 堅り習しサロンSHANTI(シ ャンテイ)

ブラ需県去羅五T懸むI子
ユルヴェー

1曇翻目関臓
●えいごのてあそぴうた

(3～ 5分 無料)

ラボパーテイ浦安
英語の歌に合わせてお子さんと楽しめる手遊びを
ご紹介します。

●首肩か足のトリートメントマツサージ体験
(7分 500円 )

アロマテリアル
お1人 2セ ットまで
お疲れの部位をほぐします

-

Ｆ
は
不

●ナプキンフオールデイング体験
(10分 400円 )

お菓子教室アントルメ
テーブルコーデイネートで活躍する
ナプキンの折 tり 方を教えます。

●マザーズコーチングつて?体験ワーク

●タイ吉式マツサージ体験
(5分 500円 )

アンスリール
“世界一気持ちいい"と 言われる
タイ古式マツサージをどうぞ !

(15分 500円 )

Baby Steps
子どものためにも
ママが笑顔になる時間を♪

艤:

●メイクの上から即効小顔体験
(5分 500円 )

Salon柚の木
首肩のコリをほぐし、
素っぴん力も上がる驚きと感動体験

膨E月日』ロニ三贄副   F 中

●気質診断&「子育て」「 自分ライフ」両立相談
(15分 500円 )

こそだてライフ研究会

墾穐言墓秀嬰ti言
育てライ7を

   幸

●親子HAPPY PHOTO
(5分/1組 500円 /1カ ツト)

嘗塾 滋 筵 ィζ懸 蘇 諏
膨 。

目国 団
瘍́

I I, 、

●お悩み解消ハンドトリートメント
(15分 500円 )

リフレ・コー千ングサロン Aurora
肩こ [り 、眼精疲労など、

贔壌
●魔女の占い

(5分 '10分 500円 )

魔女☆Maison
魔女の手相占い、タロツト占いでお悩み解決 |

中
‐・・■,|

●
― -2

お悩み別 卜1プ ートメントを手に行います。

■

●マネー相談「人生の五大資金の準備のコツ」
(無料)

外資系金融機関
教育、住宅、老後等の準備の仕方は、
3つ にお金を色分けして |

|.__..‐ .‐ ‐‐ ― ―

―

●アンケートに答えてアームリングをもらおう !

(無料)

アンケートご記入で、お子さまに大人気の
アームリングをプレゼントします。

●無料お肌チェツク体験
(無料 )

C'BON
メイクの上から5～6分で出来る、
無料のお肌チェツクを実施



2F調理室 11'||‐‐|■鶏銅申■鳩聾
「

■1各口,0い前■,氣|‐憫疇

階:型ヂ3ヵ
"、

ィ   _
(90分 1′000円 )

お菓子教室 アントルメ
市販パイ生地で tり んごまるごと1個使用
の簡単なアップルバイ作 tリ

●ヨガでココロもカラダもリフレッシュ
(30分 500円 )

Re‖ eved yoga

術ワちぜ妻つ軍所等し∃昇屎晶   中

冨
縁 7護

墨響量W撃 :Lノ ンヽ』日圏藤
小麦の家
準備した生地でマーブルチョコバン作 tり 。
千ョコ不使用。

●親も子も楽になる「個」育てレツスン
(30分 500円 )

こそだてライ7研究会
個性を伸ばす子育てのコツをお伝えします

11:00～ 12:00
●ベビーフォトグラフアーのフオト撮影会

(10分 /1組 500円 /1枚 )

Full moon 中

ベビーの先生が撮る赤ちゃんと親子フォト

11:10～ 11:40 (30分 500円 )

-

●ベビーサイン&ベビササイズ囃 会
ベビーサイン ,ふれあい育児教室 ふわり
赤ちゃんの心身の発達を促し、
家族の絆も深まる育児法

12:00～ 12:30              60分  500円 )

●赤ちゃんの排泄と自然なおむつ外し講座
ゆる～く布おむつ・おむつなし育児の会 in浦安

贅ギ言異亨|す歪l雫つ↑つ望
つ外しで_

膠

隕
欅
ぷ
■
九
一

，　
　
　
旨
ヽ12:00～ 13:00

●ママの独立 .聞業 .起業相談会
Prism!プ リズム
想いをカタ千にする1歩を応援 !

どんな想いも悩みもお聴きします l

(60分 無料)

一

12:50～ 13:30
●絵本「鏡の中のぼく」読み間かせ &ミニ講座
マザーズコーチングスクール認定講師 (40分無料)

「自分を大切にする心」を育む絵本の読み間かせと
子育て講座。 懃

'13:30～

14:15
1● イタリア流 !アモーレ(愛)のある家庭作り

(45分 無料)

長谷川ベッロージ 純子
イタリア人に学ぶ、

|‐幸せな夫婦と親子関係作 tり のお話 日E日巨口
蚤

lF体奪鐵  ハンドメイド・ワークショップ

艤手形スタンプ臨着づくり
&おむつなし弯児穣談 (10分 50()鶏 )

ゆる～く布おむつ・おむつなし育児の会 in浦安
お子様の手形で巾着作 tり 。
トイトレやおむつ外しの無料相談。

警

13:50～ 14:30
●おうちで出来ないぐちゃぐちゃ遊び体験
(40,〉 500Fヨ )

-池田里恵
新聞紙を使つて家では出来ない遊びをします

●ビーズでシューズク リップorブレス作 t7

(20分 500門 )

LUCE

l昌ぁ否g累ジ脇 イレスレット作
tり_

10:00-15:00

手形スタンブ巾着

磯
漑 ‐浴 ψ

鰺日本産構瀧で作るり穂のア鐘マ作り体験♪
(20～ 40分 300円 )

～50raiSm～ (そ らイムズ)

日本産の安心な精油 .オ イル等を使用した
アロマ作 Lり 体験です | 麗

鬱ハ国ウインチツクなハーパ 1リ ウム作 tり と難震
(20分 500円 )

ハンドメイド教室 ミモザ
花やビーズを色々詰めて
世界に―つのインテリア雑貨作しりと販売

鰺お子機の成機と思い轟書漁夕予13鮭形アート
(30分 500薦 )

奏～かなで～

琴ヨあ轟磐害書な軍麿∫
が動物に変身。

轟

艤ア国マストーン額飾りとヘアゴム作t,&簸莞
(15分 額飾 tり 500円 /ヘアゴム300円 )

avenir br‖ lant

アロマストーンの額飾 tノ やヘアゴムの
ワークショップと販売

艤楽しくアートセラピー 3色バステルアー ト
(20^″ 3(うケ)50flF‐ ])

あかあおさいろ

聖贔1緊晉属彗糞ギ
ツトンを使つて、 _

艤口 :プ /1・ ツプチャームのデコ擦鮫 (10分 500円 )

否

`栞

V写翼 詈f櫛 サ|夕rリッョップと
生徒作家の作品販売

り簡単 楽しい アイシングクツ苺―作ξプ
(20分 500円 )

Primera Vez Chinatsu
初めてでもかわいく楽しく
アイシングクッキーが作れます |

磯暑
艤苺ッズアクセ撃リーなどの数売
atelier nico
オリジナルキッズアクセサリーなどを
ご用意しています。

鰺「鶴船のプ千ギフト」の販売と体験
(3分 100霧 )

風船のよしこさん
お菓子入 tり のバルーン作 tり 体験♪

畿 メボンのアクセ撃リーと :ザ パテイの奄瑠ヽ物
Rainbow Hawali
リボンのかわいいアクセサリーと布小物、
キツト材料の販売

鬱穂織染篠秋 折って機めろと議敵な柄131?
(10分  200商 )

きものわびさ美仁
折つた和紙を専用の染料で染めます。
作品はブ

｀ヽ
ンクカバーに♪

響

鑢

憮

欝

鷺

骰

一
麟

警

鱗

ζ
警

響

畿子宝費麗季ま tず 、寵鐘震のお農
手まりのゆえん庵
手ま tり 小物アクセサリー、帯を使った和小物販売

は経で作機7,7--7ク セサ
'プ

ー
パピニルo体験と簸売 (30,)S00南 )

in Todi

好きな色紙でかわいいペーパーアクセサリーを
作 tり ましょう

鰺マ爾リカ焼護とスペインタイル販売
Bottega」unko(ボッテーガ ジュンコ)

ハンドメイドで絵イ寸けされた
海を感じる色鮮やかな陶器の販売



各会姻 よ余裕を持ってお越しください

15

16

体育館 (1階 ) 調理室 (2階 )

′でン作り&
お菓子作り

大集会室 (4鏑 )

ミ~鏑鰻 &体議会
出麟ブース フリーマー

"ト
イートインスペース セミナースペース

10:GXD-15:00

好奮1や籍量 1

を矮かした

儀晨プース

10:00-15:00

子お 震

子お 雑賃の

フリーマータツト

10:OCD‐10:20

ママたちの欄閣眠藍♪ 10120-■ 1150

乃 プルバイ併り

10:20～ 10:50

ョガ億10:25～10:45

ズン′(

11:00～14:40

イートイン

スベース

体簸・飲食∝

篇

■■:00～ 1■ :30

『日」育てし″スン

11:10-1■ :40

ベビーサイン機

調麟t簿イズ

11100～ 12100

ベピージ城ト

鰺

サロ瀬

ハントメイト

ヮークシップ

おいしいもの

子讚 応援 !

毎年大好野 !

ママからママヘの

たすきリレー :

お気に入鳴

見つけてね !

12:QD-13:00

77曖藤 ・粒

|1議会

12:00～12:30

おむつ射も鰺12:■0～13:20

マープルチョコ

バ和 12:50～13:30

義な 輸 機膠越

ミ轟 畿

13:30‐ 14:15

71-レ(愛 )のある

景饉作り

13:4Ch14:50

マープルチヨ]
バン構り

13:50～14:30

ぐちやぐちやが

饉1 14oo-1,o

l  推進金工】

:

。(鰤 ) :

'ト

リー螂   |

お嬢時     (体書館 ステージ)

ノ琳自 おお麟しヽしよげ :

http://ww.prinbays:de.net/prifes201 9

https:〃arreblo.jp/prismbayЫ de/

OprLnayside
OprにmaySide
https://―w.facebook.ctturayast■ pris“ゾ

WEB S:TE

蝙i

お仕事の撻点としてご利用いただけます。

施設の内覧、オリ電囀ぎだ

"く
ださい

訴浦麦駅徒歩10分 (平日、土日祝 9～21時 )

まちづくり活動プラザ 3F(1日入銘北4洋碗

https://wwW.prismnext,com


