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Instagram LINE

川崎で「仕事」も「子育て」も
全力で楽しんでいる女性たちが手がけるBIGイベント！
見て、食べて、学んで、遊んで、体験もできる！
ほっこり、にっこり、まんなかフェス！

秋分の日

川崎の 武蔵小杉のま ん な か ま ん な か

コドモもオトナもキラキラのびのび！！

2022

OPEN 10：00 ・ CLOSE 17：00
9.22THU 23FRI

小雨決行、荒天時中止

Instagram：@mannakafes
LINE公式アカウント：@514vmoje
お問合せ先：kawasaki.mannaka.fes@gmail.com
主催：まんなかフェス実行委員会
共催：こすぎコアパーク管理運営協議会
後援：川崎市中原区／川崎市教育委員会／（一社）川崎市保育会

会場：こすぎコアパーク／東急武蔵小杉駅南改札前の車道
アクセス：東急東横線・目黒線 武蔵小杉駅・南改札を出て
 右へ向かい、南口3を出てすぐ
※ 南武線、横須賀線の人は東横線の南改札を目指してきてください。

入場
無料

おかげさま
で

anniversary5周年



親子参加型ステージ

五感を刺激する体験できる
ステージです

体を動かして楽しみましょう！

ママ向けの講座

川崎市で活躍するママたちの
子育てに役立つ豆知識

真似できる内容などの講座です！

歌やダンス観賞型ステージ

歌やダンスのステージです
今回は手拍子と心の中で
一緒に歌ってみてください！

メイン司会　DJ Keiko
ラジオパーソナリティー、イベント、結婚式場での
司会で活躍。主催・ご来場の皆さんの思い出とな
る時間づくりのお手伝いをさせていただきます。

アシスタント るるおねえさん
キャラクターショーMCお姉さん、ラジ
オパーソナリティとして司会業を務めて
いる。イベントに携わる皆さまの素敵
な時間の架け橋となれます様に。

DAY-１の司
会は

この2人

9.22●STAGE PROGRAM
11：00 オープニングセレモニー（実行委員長、副実行委員長）

親子で参加！ ママトーク！ ライブ！

※プログラムの時間はあくまでも目安です。進行により変更になる場合がございます。

11：20 るるおねえさんと♪舞踏会へようこそ！（るるおねえさん）

11：50 抱っこでおどろう（ベビーダンス）

12：20 さとみ先生とうたってあそぼう♪ （萩原里実）

12：50 毎日HAPPY離乳食！（ Happy Smile）

13：20 親子でen.トレ！ピラティスであそぼう♪（株式会社ＬＷＬ）

13：50 日々のパン（吉永麻衣子）

14：20 おんがくとあそぼう♪（スイートハンド ）

14：50 ことばを育む絵本のススメ（絵本専門士はっちぽっち）

15：20 子育てに役立つカラーコミュニケーション術（Fel ice Luce）

15：55 うたがいっぱい おやこコンサート（音の教室カリヨン）

16：30 幸わいわい音頭（ＮＰＯ法人幸区盛り上げ隊）

16：50 エンディング

STAGE
木

1日目のステージは、歌やダン
ス、講座など、子育てママのため
のステージプログラムです！ぜひ
ご参加ください！

DAY-1

ご来場の際には、本部でのアルコール消毒のご協力をお願いいたします。混雑時は入場を制限する場合がございます。ま
た、混雑を防ぐため誘導係が誘導させていただく場合がございます。屋外でのイベント開催となりますので、体調を崩さ
ないよう、調節のしやすい服装でご来場ください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解・ご協力をお願いい
たします。



るるおねえさん

DAY-1 出演者一覧

歌のお姉さん＆現役保育士の
るるおねえさんです！プリン
セスの姿になって、みんなの
大好きな音楽で
素敵な世界へご
招待♪

ベビーダンス
抱っこひもで赤ちゃんを抱っ
こして、楽しくダンスを踊りま
しょう♪
親子で心も体もリ
フレッシュ♪

萩原里実
保育クリエイターの萩原里実
（さとみ先生）です。子どもた
ちが笑顔になれるファミリー
コンサートを開催
します！

ちいさな離乳食・かんたんおやつ教室 Happy Smile
毎日の離乳食をHAPPYに！マ
マのココロが軽くなる、赤ちゃ
んファースト離乳食のコツを
お伝えします。

株式会社ＬＷＬ 日々のパン
「パンが焼けたよ」が家族の
合言葉。パン作りの楽しさを
お伝えします。
「パンどろぼう」レ
シピ本発売中！

スイートハンド
「音楽とあそぼう！」をモッ
トーに活動している夫婦ユ
ニット♪楽器を作って鳴らして
セッションしちゃ
おう！

絵本専門士はっちぽっち
言葉のプロである絵本専門
士が、ベビーサインなどを交
えて、赤ちゃんとのコミュニ
ケーションに役立
つ絵本をご紹介し
ます！

Fel ice Luce 音の教室カリヨン
リュックをしょって遠足にで
かけよう！
中からいろんなうたがでて
くるよ！みんなの
知っている曲もあ
るかな。

NPO法人幸区盛り上げ隊
幸区盛り上げ隊が幸区と協働
で制作した、幸区のオリジナ
ル盆踊り「幸わいわい音頭」。
一緒に踊りましょ
う！

●ステージご観覧の際は、人
　と人との間隔を開けてご観
　覧ください。
●大声での会話や掛け声等は
　控えていただき、応援は手
　拍子でお願いいたします。

こどもが楽しい動きと呼吸で
身体を整える親子ピラティス
『en.トレ』成長をサポートす
る足育や呼吸法も
解説！

ムリに聞き出そうとしなくて
も子どもの本音が引き出せる
カラーを使ったコミュニケー
ション術をお伝え
します。



親子参加型ステージ

五感を刺激する体験できる
ステージです

体を動かして楽しみましょう！

歌やダンス観賞型ステージ

歌やダンスのステージです
今回は手拍子と心の中で
一緒に歌ってみてください！

9.23●STAGE PROGRAM
11：00 オープニングセレモニー（実行委員長、副実行委員長）

親子で参加！ ライブ！

※プログラムの時間はあくまでも目安です。進行により変更になる場合がございます。

11：20 チアダンス（Lenix ias）

11：50 キッズダンス（Happy Camber）

12：20 キッズダンス（M'sHIPHOP）

12：50 ファミリーコンサート（amico）

13：20 舞祭り（EMI Dance Team）

13：50 ヒップホップ（Happy-Days×A☆hop）

14：20 新体操とダンス（RINAスクール）

14：55 うたがいっぱい おやこコンサート（音の教室カリヨン）

15：30 キッズスティールパン演奏（カリヨンNij iЯ iZuЯ）

16：05 タヒチアンダンス(タヒチアンダンススタジオ『Ori Tahit i』子どもクラス)

16：35 キッズダンス（Rakirakids）

16：55 エンディング

STAGE
金

DAY-2

ご来場の際には、本部でのアルコール消毒のご協力をお願いいたします。混雑時は入場を制限する場合がございます。ま
た、混雑を防ぐため誘導係が誘導させていただく場合がございます。屋外でのイベント開催となりますので、体調を崩さ
ないよう、調節のしやすい服装でご来場ください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解・ご協力をお願いい
たします。

2日目のステージは、歌やキッズ
ダンスなど、元気いっぱいのス
テージプログラムです！ぜひご
観覧ください！

メイン司会　DJ Keiko
ラジオパーソナリティー、イベント、結婚式場での
司会で活躍。主催・ご来場の皆さんの思い出とな
る時間づくりのお手伝いをさせていただきます。

アシスタント るるおねえさん
キャラクターショーMCお姉さん、ラジ
オパーソナリティとして司会業を務めて
いる。イベントに携わる皆さまの素敵
な時間の架け橋となれます様に。

DAY-2の司
会は

この2人



Lenix ias

DAY-2 出演者一覧

中原区を拠点とするダンス
チームです。チアダンスや、
JAZZ、ヒップホップにも挑
戦します。今日は
チアダンスを披露
します☆

Happy Camber
川崎市を中心に活動するキッ
ズダンスチームです。
ダンスの持つパワー、エネル
ギーを伝えられる
ように元気いっぱ
い踊ります♬

ダンススクール：M's HIPHOP
武蔵小杉にあるダンススクー
ル「エムズヒップホップ」で
す。笑顔＆元気いっぱいおど
ります♪見てくだ
さい♡

amico
小学校、幼稚園、福祉施設な
どで0歳からのファミリーコン
サートやミュージカルを公演
しています♪

EMI Dance Team
宮前区を拠点とするダンス
チーム。地元を愛し「子供が
主役」の舞祭りを通して笑顔
と元気をお届けし
ます♪

Happy-Days×A☆hop
中原区川崎区高津区宮前区
渋谷で大人～子供まで活動中
の[Happy-Days][A☆hop]
です。インスタで
検索してね☆

RINAスクール
武蔵新城を拠点に新体操とダ
ンスをミックスしたオリジナル
のレッスンをしています。是非
ご覧ください！

音の教室カリヨン
スペシャルゲストあそびうた
アーティスト「福田翔」×「音
の教室カリヨン」いっしょにた
くさんうたおう！！

キッズスティールパン Nij iЯ iZuЯ
カリヨンのキッズスティール
パンです。1年生から4年生
までと5年生から高校生まで
のチームで演奏し
ます。

タヒチアンダンススタジオ『Ori Tahiti』子どもクラス
タヒチアンダンススタジオ
『オリタヒチ』新宿・横浜校
子供クラスは、東京神奈川で
ショーに出演して
います。

Rakirakids
プロミュージシャンによる生
演奏と一緒にダンスが出来る
ちょっと珍しいダンス教室で
す。子供達の笑顔
を是非見に来て下
さい！

●ステージご観覧の際は、人
　と人との間隔を開けてご観
　覧ください。
●大声での会話や掛け声等は
　控えていただき、応援は手
　拍子でお願いいたします。



川崎市で活動する女性作家が大集合！お子様も楽しめる手作り体験や、ハンドメイド作品販売など
ご家族で楽しんでいただけるショップ＆ワークショップ、飲食店が並びます！！

ご来場の際には、本部でのアルコール消毒のご協力をお願いいたします。イベント内の各ブースは、すべて政府の感染防止
ガイドラインに沿った人数およびソーシャルディスタンスが保てるレイアウトで開催いたします。屋外でのイベント開催と
なりますので、体調を崩さないよう、調節のしやすい服装でご来場ください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご
理解・ご協力をお願いいたします。

SHOP&WORKSHOP

22-A04
23-A04 टሮԺԳԸԺԵ

�൲ट२ע՛צبמ؊

販 売

地元川崎の卵、北海道産小麦、
オーガニックシュガーなどを使っ
たふわふわシフォンケーキと焼き
菓子販売。

22-A06
23-A06 ๖ఞ֢֏

Ւ։टՒ႘֭ᆾ֭ᄦპׯץ

販 売

川崎で頑張っている人を勝手
に応援する、かわさきFM、毎
週木曜日19時から生放送の番
組の出店です！

23-A13 ؟ררآר

՛�ዶ֑ᆾءנ՛ؓע

販 売

手作りコロッケやからあげを揚
げたてでご提供します。大人気
キーマカレーもご用意します！

22-A09
23-A09 ፟ೢ່ᄦპ

႘ೢՒೢՒೢხՒࣜ 

販 売

岐阜の酒蔵が季節のおいしい
お酒を持参して出張蔵開き。
東濃に伝わる発酵美食の文化
をお伝えします。

23-A14 ᄥᎤ

൲ب״ੋ

販 売

４店舗目が川崎駅前にオープン！
麺匠藩次郎ミューザ川崎店登場！
藩次郎名物、自慢の自家製厚切り
牛タンをお届け！

22-A01
23-A01 ၂֒֬֎֧

�ᨅᨒ၂Ք൲टᄦპכחפי՛؇՛ר

販 売

コスタリカの農園からコーヒー
豆を直輸入。コーヒーテイクア
ウト、珈琲豆、自家製焼き菓子
を販売。

22-A02
23-A02

武蔵新城サンモール商店街を
代表して『タイ料理屋』と『イタリ
アンカフェ』が初参戦します！

ԚԱԺԣԱԺ�ԍԱԶԵӨԒԱՈب؞ءי״

י؞ר״�יסبؓןנӨՔי؞ן؆ס

販 売

22-A03
23-A03 ශ؞

֮՛ֵ֒՛֦ւցײ՛Քؚ՛֨֩

販 売

川崎産ハーブを濃縮した新城
テラスオリジナルのはーぶこー
でぃあるをすっきりとソーダでお
楽しみください！



22-A05
23-A05 ୵ءנ՛

י؞՛ءנ

販 売

20種類以上のスパイスを使い、
家庭の味を思わせる温もりある
野菜たっぷりカレー。お子様も
食べられます！

22-A08
23-A08 ׅքֹֺ֢֭֞֞ג

ؠ՛ؚט؊بרՔטר؈Քע՛צبמ؊

販 売

八百屋が始めた赤ちゃんでも食
べられる優しいシフォンケーキの
お店です。

22-A07
23-A07

Lenとは「Made in Local（地
元産）」がコンセプトのLocal 
Speciality Factoryです。

ԙԵՂ

�टب؆

販 売

22-B07
23-B07

押して楽しい飾って可愛い消し
ゴムハンコ。その場でハンコに
お好きな文字も彫ります。

ԋԗԋԔԣԞԡԔӨԢԣԋԚԟӨԐԋԍԣԞԡԨ

൯֖֭רبؕשᄦპ

販 売

22-B10
23-B10

布やリボンを選んで作るメモ
ボードや、押し花を使って缶
バッチやヘアゴムをお作りいた
だけます。

ԋӰՇӨӯӨԦԱԸԱՂԱӨԍԡԋԐԣ

ؖؗؑ՛ఢԦԢ�֖ࣥचणఢԦԢ

ワーク
ショップ

ԋӰՇӨԎԵՇԺԷՂӨӯӨԍՆԱԶՈ

ԦԱԸԱՂԱӨՃՇԸԺԲԱՂԱӨԱՆՈӨӯӨԳՆԱԶՈԦԱԸԱՂԱӨՃՇԸԺԲԱՂԱӨԱՆՈӨӯӨԳՆԱԶՈ

ԋӰՇӨԎԵՇԺԷՂӨӯӨԍՆԱԶՈ

23-B02 ցֲ֧֭֜

،פ՛ؤ՛חؠ،بט

ワーク
ショップ

エコ絵具「ディンプルアート」
を使ったWSを開催。大人気の
ゆめかわ柄や新アイテムをご用
意。ご予約不要。

22-B15 ԋԚԋԗԔԗԞԗԔԗԞ

ॹ؞،ԦԢ֧ؠ؊؞נॹ൚ᆾᄦპ

ワーク
ショップ販 売

カラフルな本革を使って、ポー
チや小銭入れを作っています。
ワークショップでは革のスト
ラップ制作を！

23-B33,34 ӯ؎ט՛

Քኣ౷൚ᆾ՛תؓبԦԢՔ՛חب՛ؠ՛�؉؞װ՛؞נ�՛חؠ،بט

ワーク
ショップ販 売

アート好きさん集まれ～！ディ
ンブルアート・バルーンアート/
癒しにカラーセラピー・ハンド
マッサージ ！

23-A25 ԏԠԦԏԙؔנחؠיؘ՛ᆦໆ൚ฃੱಬ

ؔؔଫبءj

ワーク
ショップ

幼児期（0～6歳）の能力を最
大限伸ばす幼児教室。身に着
く“未来に伸びるチカラ”は、一
生の財産です。

22-B12
23-B12 և։֭ಐ´ԶՉԱԸՉԱ

ෑཉ֧ᆴ֭ᄦპ՛נ՛؞נ

ワーク
ショップ

家族丸わかりカラーカード診断
とオーガニックコットンの優しい
子供服の特別コラボ
（値引きあり）



22-B14 ԚӯԚ

՛൚ᆾ؟תװפחՒׯץԦԢՒႧؠبؘעؠפנ

ワーク
ショップ販 売

猫好きさん大集合♪ニット&マク
ラメの猫グッズ販売と、キラぷる
可愛いキャンドルワークショップ
のコラボ出店★

খಠवೂԙԦԙ

ැ֭ർ৩֧ଌஅؤ֎֣ב՛פ،

販 売

親子で楽しく健康に！ピラティ
ス、アロマ、食育、腸活etc. 心
も身体も健康になれるサービス
を体験できます。

ワーク
ショップ

22-C04
23-C04

23-B26 ԏՂԻՃՍӨԌԵԱԴՇӨԙԺԶԵ

՛ؕԦԢؘ՛ؠ؊՛൚ᆾՒ؟תװפחՒׯ՛؈

ワーク
ショップ販 売

かわいいチェコビーズ、オートク
チュール刺繍のアクセサリー、雑
貨など生活を彩るビーズアイテ
ムをご用意！

22-B11
23-B11 ։֥֥֧ց؟ׇ֭ؗؖג՛ח՛´ฬփ֊

ח՛ԦԢՒ౪ֹ֞ן՛بؖԦԢՒ൚؟תװפח՛ᄦპ

ワーク
ショップ販 売

お子さんの小さなおててとあん
よで世界でひとつの成長記録の
アートを作ります。指ぺたオーナ
メントも作れます。

23-B17 ԞՀԺՊԵ

؏՛؆՛؈՛؟תװפחׯ՛

販 売

手作りの紙製のビーズを組み
合わせた軽くて甘過ぎない大
人のアクセサリーを展開いた
します。

22-C01
23-C01 Ө๖ఞ෯໖יؤנ

j௹्ؘסיؤנ׃၌෯໖ࡤיؤנ

ワーク
ショップ

移動水族館で生きものがやっ
てくる！カワスイ年間パスポー
トや、オリジナルグッズが当た
るガチャも開催！

22-B13 ਂୱธӨ֭౿´֥֭֜

ਂୱธ֭౮ട

ワーク
ショップ

気を送りながら上半身を丁寧に
ほぐします。座位なのでお子様
連れも大歓迎です。お気軽にお
立ち寄り下さい。

23-B14 ਂୱธ֪֗փՔ֭౿Ք֥֭֜

ਂୱธ౮ടଫव

ワーク
ショップ

お身体を気を活かし優しくほぐし
ます。お一人様を2人のセラピスト
でほぐす至福の全身施術もお楽
しみ下さい。

23-C02 খಠवೂר՛״פؠ՛

ԨՃՉӨԱՆԵӨ֢֚גԒԏԡԞӪ

ワーク
ショップ

輪投げで楽しくばい菌をやっつ
けよう！「みてね コールドクター」
のアプリダウンロードで風船を
プレゼント！

23-A16 ԗԞԗԞԟԏԙԙԔ�

،פ՛ؤ֎Ө֤،ب؞כ

ワーク
ショップ

本物のウニの殻やサンゴ、貝殻を
使って作るランプです。
ウニの生態や海の環境について
も学べます！



22-B04
23-B04 ᆪּ֧֘ג֒֍֘֒

،פ՛ؤଫ֧ؒبר

ワーク
ショップ

生ゴミを堆肥に変えるコンポス
トの体験や親子で楽しめるWS
を開催。SDGsを考えるきっか
けに如何ですか

22-B03
23-B03 ԝԟԞሓஂતมඑ֑༆

֨֩،פ՛ؤ�ᆀᄦპיؖب

ワーク
ショップ販 売

幸区盛り上げ隊です。幸区をマ
マが楽しく暮らせる街に。をテー
マに活動しています。是非お立ち
寄りください♪

23-A22 ՇԱՁԵӨ㕪ӨԋԗԚԶԱՁ

՛ؤ؞؊י؞�՛؟תװפחׯ՛؈

販 売

２作家のコラボ出店です。秋冬に
向けてテンションの上がる、可愛
くて生活を彩る作品をご用意して
お待ちしてます。

23-B32 ԑՍՄՇڸՄԸԺՀԱ

՛؟תװפחౚዿ֖֞בب״ؑؔؠפ

販 売

不要な端切れをクルミボタンに
し、ビーズやパールなどをあし
らったアップサイクルアクセサ
リー。

23-A20 ԕԤԝԟԵԣԣԋ

�ภঊणׯץ՛חؠ؟ן

販 売

マンダラ、ゼンタングル、ボタニ
カルアートなどを融合させたオリ
ジナルアート作品およびグッズを
販売。

23-B19

かわいらしさ、大人らしさ両方を
感じられる360°カワイイアクセ
サリー。

㖌㖁㖂㖒㖈㖋㖎ӨӡؠӢ

णؖ؞פ՛�ؓ؟תװפח֭ب״ؑ׃ׯ՛؈

販 売

23-B32 ὔੂبآתӨח؟

ワーク
ショップ

貼るだけでリフトアップ！セル
フ美容鍼講座★QRコードより
予約優先。はりとお灸で血流促
進もちもち美肌♪

։ੂ֭ଫ֧֧֮௶ᅖዴὔ؊ؠװ

22-B02 ب՛י

՛נילӹኪ֭Ⴎဘ֭נ؞ӹኪ֭Ⴎဘ֭ؓ״נ֭ע؇

ワーク
ショップ

好きな色や絵を描いて自分だけ
のオリジナル楽器を作って、鳴
らして、私達と一緒にセッション
しちゃおう♪

22-B16 ՇՄԱՆԽՀԵӺӿӻԃ

ץ՛Ք؟םؚ՛Ք؟תװפח

販 売

遊び心をカラーやデザインで取
り入れながら、身につけた方が
褒められるアクセサリーをご提
案しております。

23-B30 ௶֢֥ ֦ذ౪סଫӨӲԢԸԺՎՉԵӴ

௶֢֥ ֦ذ౪סଫ

ワーク
ショップ

全身ヨガと同じ効果がありま
す。左手をほぐして、心と体を整
え血行促進、免疫力もUP！親子
での参加もOK！



22-A12
23-A12 ׯبؗרภཨମ؋؞פภঊ֔֊

ຕఢըؕؑթבఢօjj

ワーク
ショップ

基本キットと廃材でオリジナル
の昆虫模型を作ろう！参加者に
無添加お菓子と石けんをプレゼ
ント♫

販 売

23-B29

愛犬を守りたい、愛犬との暮ら
しをもっと楽しみたい、ワンちゃ
ん大好きな方のための、マッ
サージ術です。

ธתؓץם՛

֫փ֏ב־ౚ֢֥ பօתؓץ՛ԦԢ

ワーク
ショップ

23-B28 ሮ

ಉ৩ॊ

販 売

鉛筆・色鉛筆でスケッチ風似顔
絵を作成します♪お写真からお
描きして、完成した絵を後日郵
送いたします。

23-B16 ԳԸՃԳՃՄՃԳՃ

՛Ք൚ᆾण؟תװפחח؍ԦԢՒי؞Քؠبؘע

ワーク
ショップ販 売

リボンやレジンのヘアゴムなど、
キュンキュンする作品をご用意し
てます。キラキラのキャンドル作り
のWSもあります！

23-B27

当社Webshop商品やレア物食
品サンプルをWeb表示価格よ
りもお安く販売します！

ؠ،بת֔֊֣

ඳᆀׯץؠ،بת

販 売

22-B01
23-B01 ఢց֊ੱಬӨԙՉՁԺԱՊԵՂԺՆ

،פ՛ؤ֭ب״ب؞ץبי؞؊

ワーク
ショップ

吊るして楽しむフライングラン
タン。月のような優しく輝くラ
ンタンに秋のお花をアレンジし
て作ります♪

23-A19 ՈՃՈՈՃ

՛؟תװפחיؖب

販 売

一点一点、主要パーツは全て手
作りで、唯一無二のオリジナル
アクセサリー。

22-B05
23-B05 ԝԺԳՃ!ԚԱՆՍӨԳՃՀՃՆՇԱՂԴӨԱՆՈ㕪ԟՃՆՈԵԌՀԵՉԵ

՛؞װ՛ؒ�՛חبת؞ץ

ワーク
ショップ販 売

人気のサンドアート×ポーセ
ラーツの限定コラボブース♡カ
ラフルな砂のアートや自分好み
の食器が作れる♡

23-A18

占いみたいなハーブリーディン
グ®と温活アイテム作り＆年内
に解決！片づけの悩みをプロに
相談。

٥ጺᇦֽ֤ג֒´ׁ֎֫

ׇׁ֍՛פ؆؋ԦԢՒׇ ׁ֍ཥᄦპ�ᇦ଼֤ᇠץب؟װبכנ

ワーク
ショップ販 売

22-C03
23-C03 ဪ਼ׯע؎՛بؘע،

ଫ֭ؠ՛ؑ՛ؓ

ワーク
ショップ

東急グループの学童保育「キッ
ズベースキャンプ」。スマートボー
ルの体験実施中！1回200円！
景品もあるよ♪



23-B25 ԝԞԒԏԋ¸ԢԚԔԙԏ

ᆑՒؔ؞՛൚ᆾ့֭ᄦპ

販 売

かわいいものちりばめて☆笑顔
に　こんなのあったらいいな～を
布、ラミネートで色々作成しており
ます。

23-B14 ԟԱՆՈՍӨԑՆԱԳԵӨӹӨԙԺԷՂԵӨԎՃՉԳԵ

ᆑ൚ᆾؘ՛ؚנՔԦԢ֧ؒ՛ب؞՛ס

ワーク
ショップ販 売

可愛い布を使ったガーランドやこ
だわりの生地で作った布小物を
販売。親子お揃いで使えるヘア
アクセもオススメ。

23-B15 ԝԟԞሓ֮֞֘֎

ሙஷఒఢ´ؕי؞

ワーク
ショップ

子ども先生がお子さんと一緒に
スライムを作ります！隣でママ
は芳香剤作り♪アロマの香りで
リフレッシュ！

23-B18 ԒԱՂՃՂӲبӴ

ԦԢנؘנؘ՛ӯ؟תװפחׯע

ワーク
ショップ販 売

ビーズやお花で「シャカシャカア
イテム」を作ろう♪予約なし。キッ
ズアクセサリーも販売します♡

22-B09
23-B09 ԐԵՀԺԳԵӨԙՉԳԵ

،؞՛ؘؘעبת�՛؉؞װ՛؞נ

ワーク
ショップ

スワロフスキーを使ったサン
キャッチャー作りと気になる色
で今の気持ちを紐解くカラー
セラピーを体験！

22-A10
22-A10

椅子の上で座禅の姿勢となるこ
とを目指して、幾度もの試行錯
誤を繰り返して完成しました。

ימةءמ؊

ྫ֭֞ࡠ֭׀

販 売

23-B21 ԐՀՃՋԵՆӨԑԱՆԴԵՂ

՛�ᆑ൚ᆾ؟תװפחׯע

販 売

キッズアクセサリー、かわいい布
小物などたくさん揃っています！
ぜひお待ちしています！

23-A21 ԲՀՉԵӨՄՃԳԽԵՈ

ᆴ�ႚॺዿᆀ�֭֜ᆑ൚ᆾ֭ᄦპؠ՛

販 売

お人形（リカちゃん等）のお洋服
や、入園入学用品など、主にお子
様向けの布小物を多数ご用意し
ています♪

23-A15 ԐՆՃՁӸԨ

،פ՛ؤؓ؞ן

ワーク
ショップ

小物入れの上に、お好きな素材
を選んで、自分だけの箱庭を完成
させて下さい。ハロウィン素材も
ご用意しています。

23-B20 ֺ֭ஷ

ׅע֊׀՛֎֣בץب؟օj

ワーク
ショップ販 売

たくさんのチャームからお気に
入りをチョイスし、自分だけの
オリジナルキーホルダーが作れ
ます。



23-A17 ԲՃՂԲՃՂ��ԳԱՄՆԺԳԵ

՛Ւᆑ൚ᆾᄦპ؟תװפחח؍ԦԢՒץר

ワーク
ショップ販 売

ワークショップの他、可愛いベ
ビー用スタイやブルマ、キッズ用
ヘアアクセサリーをご準備してお
待ちしております。

23-B22 ՁԱՆԺԳՃՄԱԺՂӨӲؓب؆ר؟Ӵ

༳נ՛ఢԦԢՒ؆׃ب൲ट֭ᄦპ

ワーク
ショップ販 売

国産小麦やきび糖を使った体
に優しいパン、可愛い缶入りの
焼き菓子はプレゼントや自分へ
のご褒美に！

22-B13 ՛חؠ՛؈ሮؗג֊־

Քؒؠ՛؈ԦԢӨӹؗ՛חؠ՛؈ؗ ᄦპ՛נ

ワーク
ショップ販 売

お部屋の天井や窓から、ゆらゆ
ら揺れるモビールを作ります☆

23-B24 ԚԺԽԺՁՃՁԸԱՂԴՁԱԴԵ

֨֩ץب؟׃՛ؘؕ୶ׯע�՛؟תװפח֭ਂࡗᇋ֩פ՛טبחӨآء

販 売

チェコビーズやガラスビーズ、貴重
なヴィンテージ素材を使用した、
アンティークな雰囲気の上品な大
人のアクセサリー。

23-A24 ՁԺՀԺՁԺՀԺ

ण୶ׯע՛Քणӹ؟תװפחبء

販 売

夜空に恋した青い世界をアクセ
サリーや雑貨に仕立てていま
す。星・宇宙・青好きな人に届き
ますように☆

23-A23 ՁԺՂՁԺӨՆԺԲԲՃՂ

՛့ᄦპ؟תװפחԦԢӹؠؑؠל՛Քؠ՛ؐע

ワーク
ショップ販 売

様々なパーツの中から好きに選
んでオリジナルの物を作ろう！
リボンヘアゴム・イヤリング等
販売あります。

22-B08
23-B08 4272

՛�ᆑ൚ᆾ؟תװפח

販 売

中原区で花屋を併設したお店を
運営。国内外の作家や自分達の
作品などを販売しております。

22-B06
23-B06 ᆑ൚ᆾכי؞

ఢנפ؋՛�Ԃഓס՛נبױ

販 売

『本にも素敵な装いを』手作り
ブックカバーと8重ガーゼハンカ
チの制作販売しています。

23-B23 ԙԱՉՀԵԱӲחءכ؞Ӵ

՛�ण؟תװפח

販 売

自然の恵みを大切にするハワ
イアンの心をアクセサリーにし
ました。貝殻などの自然素材を
使っています。

22-B17 ԡՃՇԵՍӰՇӨآ՛טׯ՛ׯ

ؔጃඬᆾח�՛ؤ؞؊ؠؘט؊ט՛ؤ؞؊י؞�՛

販 売

デニムお花をリースにアレンジ
★人気の水耕栽培サボテンはカ
ラフルベース付き★是非、植物
LIFEを★★！
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川崎のまんなか、武蔵小杉のまんなかに川崎中の女性やキッズが集結！

川崎発、企業やイベント会社主体ではない

女性たちによる 大人が本気になり

子どもたちがのびのび楽しめるフェスを今年も開催（第5回）

企画、広報、出演、運営まで女性たちが 一致団結してつくりあげました

川崎各地の女性たちの活躍を知って、楽しんで

「私も！」と、一緒に一歩踏み出せる機会になれば幸いです

まんなかフェス実行委員一同









神奈川県川崎市中原区木月2丁目10-6
東急東横線「元住吉」駅から徒歩3分
TEL. 044-789-9030

診療時間

8：00～12：00

月 火 水 木 金 土
休

日祝
9：00～13：00

休 休16：00～19：00

「私の健康、守れるのはあなただけ」
秋の健康診断キャンペーン実施中！

一般診療 皮膚科 避妊・去勢

健康診断 トリミング ホテル



タン3種盛りクーポン(要クーポン提示)配信中▼

まんなかフェス特別クーポン

お子様ドリンク飲み放題無料
利用条件 ・22．23日冊子お持ちの方・ランチ／ディナー利用可

【営業時間】11：00～23：00
【住所】川崎市中原区小杉町3-430-1 千里ビルB1F

・小学生まで
・他クーポンとの併用不可

創業25年！地域密着焼肉店です。店内は全てハイバック
ソファ席(60席)だから、周りを気にせずお食事が頂けます。



※写真は2019年開催のまんなかフェス実行委員会他協力団体集合写真です。

����ࠬࠚࡈ߆ߥࠎ߹
ᐫṶㆇ༡߅ߩખ㑆㧙ᐢ๔ࠬࠨࡦࡐ㓸੍ቯ

InstagramLINE

次回「まんなかフェス」開催時に
運営をお手伝いいただける方や
出店・出演いただける方を
募集予定です！
募集はまんなかフェス公式LINEから
募集のご案内を配信いたします。
ぜひお友達追加をお願いいたします。

次回「まんなかフェス」開催時に
事前配布チラシ、または当日配布パンフレットに
広告出稿いただける、店舗・企業・
クリニックなど募集予定です。
開催決定時に、まんなかフェスの
Instagramにて募集させていただき
ます。ぜひフォローをお願いいたします。



●会場内ではスタッフの指示に従ってください。会場内で起きた事件・事故、ケガ等は一切責任を負いません。●天候や地震、その他やむを
得ない事情でイベントが中止となる場合がございます。中止の場合には、会場にて案内させていただきます。●事件・事故防止のため、お子
さまから目を離さないようにお願いいたします。●イベント記録用に写真撮影を行っております。●広告の写真はイメージです。商品とワー
クショップの内容は、予告なく変わる場合がございます。●販売・ワークショップ等の詳細は各ブースにてお尋ねください。

まんなかフェス実行委員会

まんなかフェス共催

まんなかフェス 協賛・協力（順不同）

まんなかフェス 後援

こすぎコアパーク管理運営協議会

東急住まいと暮らしのコンシェルジュ武蔵小杉東急スクエア店

THANK YOU!

mama-on!
support  mom’s motivation

Live like you


