チケット
枚数

ストレッチ & 入門太極拳
親子で体を動かしてみよう

チケット
枚数

2

まず太極養生功で体をほぐしましょう。
次に太極拳にチャレンジ。
入門太極拳を通して太極拳にふれてみましょう。

6

樹脂粘土製のおかずパーツをちっちゃいお弁当箱に自
ゆるっとリンパケア～さと
由に詰めて、お弁当作りが楽しめます。
お弁当メニューは、ハンバーグ弁当 / エビフライ弁当 / う式リンパケアで小顔に肩楽に～
とんかつ弁当 / そぼろ弁当 / 焼鮭弁当 5 種類です ! （長尾恵）

7

押さない、揉まない、痛くない、優しく触れて、硬くなっ
た筋肉をゆるめて、楽にして、歪みを取り、リンパの
流れを促します。すると、、、小顔にリフトアップ！肩
こりが楽に！ぜひ体験ください。

5

背骨のゆがみを整えて、不調を改善する運動プログラ 刺繍ミシンで作ろう！
ム「背骨コンディショニング」。
「いま」から始めよう！
体づくり！ゆるめる、矯正する、筋力向上の 3 つのポ お名前ワッペン
（桜兎月）
イントでゆがまない体づくりをしていきます。

5

あなたが作る、あなただけのオリジナルネームワッペ
ンを作りませんか？パソコンで好きな枠を選び、そこ
に好きな文字を入れ、好きな色で刺しゅうします！パ
ソコンが苦手な方でも大丈夫！

こどものためのリトミック・
プレピアノ

2

聴いて・見て・動いて・感じて♪リトミックとは音楽
と知育を融合させた教育です。
カントリーダンス
言葉や数 ( 知育 )、音やリズム ( 音感 )、自立心 ( 情操 ) （カントリーダンス マユリ）
が育まれます。

1

誰にでもできるカントリーダンス。このダンスはいく
つかのステップを組み合わせたダンスです。少しずつ
繰り返し練習して、30 分もすれば踊れるようになりま
す。あとは音楽に合わせて楽しむことができれば OK ！

ふまねっと運動

2

ふまねっと運動を体験してみませんか！！
混ぜ混ぜチョコケーキ
ステップを踏めても、まちがえても、笑ってわらって
（GUPPY edu Lab.）
簡単なんだけど…意外と頭を使うかな？

5

ボウルひとつでふっくらチョコケーキが焼けちゃいま
す。ほどよく溶けたチョコが美味しさアップ。
ご家族へのお土産にもいいですよね。

（岩見沢太極拳フレンズ）

ちっちゃいお弁当作り
（ちっちゃいごはん）

背骨コンディショニング
（山田桃世）

（内田ピアノ・リトミック教室）

（ふまねっと教室 +１）

ワイヤークラフト
（Syu-g Collection）

初めての方でも自由な形に作れるワイヤーならではの

5～15 作品を作りましょう。

ソープカービング

5or8

お子様には彫刻刀を使って、大人の方にはナイフを使っ
て、香りの良い石鹸に彫刻していただきます。
ボードゲーム体験
小さなお子様には刃物を使わない、花飾りの石鹸もあ
（世界のボードゲーム体験教室）
ります。

1

今話題の「ボードゲーム」に触れてみませんか？やっ
たことがない方でも大丈夫！スタッフがお教えします。
5 分で遊べるゲームからじっくり遊べるゲームまで多数
あります。

トルコの伝統手工芸
オヤ

5～8

トルコの伝統手工芸オヤの技法で自分だけのアクセサ
リーを作りましょう。
腹話術
レース針で作るトゥーオヤのビーズボール付ネックレ （南空知腹話術同好会）
ス / ぬい針で作るイーネオヤの三角アクセサリー

2

岩見沢ではあまり見たことがない腹話術。どのように
声を出したり人形を動かしたりするのか、体験してみ
ませんか？

アフリカ太鼓
ワークショップ

5

現在美流渡でアフリカ太鼓の教室を主宰しています。
小学生から 70 代まで年齢性別問わずわいわいと楽しん
で切磋琢磨しています。レギュラーで来てくれるメン
バーでバンドを結成してライブもやっています。

プリザーブドフラワー
アレンジ体験

8

かれないお花プリザーブドフラワーを使って自由にフ
ラワーアレンジを体験しませんか？

2

「今のこころはどんな色？どんな形？」
じぶんの心の形にアルコールマーカーで着色をして、
今の心を表現してみましょう。お子様を対象にしてい
ますが、大人の方も是非ご参加ください。

（カービング教室リラ）

（Mehtap）

お茶ごっこ

4

お抹茶を自分で点ててみませんか？就学前のお子様で
もできます。おいしいお菓子を用意してお待ちしてい
ます。

パティシエと一緒に
お菓子作り

5

こどもから大人まで、気軽に楽しく短時間でできるお
菓子を作りませんか？お菓子づくりのポイントもパ
ティシエが分かりやすく教えます。

（ルール・ド・グテ）

キラキラブレス・サン
キャッチャー作り

（Puresis）

初歩の太極拳にチャレン
ジ！

（岩見沢太極拳倶楽部）

ハーバリウム体験
（eL fleur）

ケーキポップス作り

（お菓子教室 Épiphanie
～エピファニー～）

好きなビーズを使って自分だけのオリジナルブレス

4or10 レットやサンキャッチャーを作ろう♪

（プラージュミキ）

「こころを描こう」
（こども美術工作教室
アトリエココロ）
～自分のこころをのぞいてみよう～

初歩の入門太極拳を体験していただきます。健康づく

『夢をかなえる☆色ぬり 3
2～5 りのためのゆったりとした動きを音楽に乗せて体験で
きます。（午前と午後に演武をお見せする予定です）
（Office ConTe）
ワーク』

6
7

ヨガ初心者さんや身体が
硬いと敬遠している人へ 5
の陰ヨガ体験会 （吉田 仁美）
チョコレートでコーティングした、ひとくちサイズの バランスボール
棒つきケーキ。かんたんにかわいいスイーツができちゃ
1
います。小さいお子さまから、大人の方までお楽しみ エクササイズ
ハーバリウムというインテリア雑貨を作成します。約
30 種類の花材の中からお好きな花を選んでいただき、
瓶に詰めオイルを入れ完成。お子さまから大人の方ま
で、体験中はもちろん自宅でも飾って楽しめます。

陰ヨガは瞑想の土台作りとも言われています。呼吸と
身体の内側に意識を向けて過去や未来の事では無く、
今を感じる練習をしていきます。それほど難しいポー
ズは無いので初心者の方もお気軽にご参加ください。

いただけます。

ボールに座ってポンポン弾むだけで、手軽に有酸素運
動！！赤ちゃんづれでも、運動が苦手でも、どんな方
でもできます。運動不足解消に！ダイエットに！リフ
レッシュに！体力作りに！両足を離すことはしません。

（Reina Park）

ラテアート体験教室！

3

泡立てた牛乳を使って、コーヒーにお絵かきをする「ラ
ステンドグラス
テアート」
自分だけの一杯を作りましょう。
（ガラスの集い）

バルーンアート体験

3

しぼまない風船を使った「手乗りぞうさん」と、いろ
んな風船を自分で作る「だるま風船」を作りましょう。

（2 Beans Coffee）

（岩見沢風船クラブ）

ポケットティッシュケー
スを作ってみよう

10 窓にキラキラ、夢いっぱいのステンドグラスにトライ
してみませんか？

オシャレに楽しみたい
夏カフェ

5

紅茶缶も美しいフランスの紅茶、美肌効果のハーブ
ティー、香り高い本格的なエスプレッソ、素敵なテー
ブルセッティングをご用意しています（甘いデザート
とプチサラダ付）。ティータイムを楽しみましょう！

レジンで作る夏キーホル
ダー

5

白い貝の中にレジンで小さな海を作り、砂浜で見かけ
るキラキラの石、シーグラスを使った珍しいチャーム
と合わせて、自分だけの夏キーホルダーを作りません
か？

ブロックひろば
ブロック教室 （斉藤専一）

1 想像や夢を形や現実にする喜びを楽しみましょう。
（ブロックひろば：30 分間入れ替え制
6 ブロック教室：40 分間）

（サロンドファム）

5

ミシンを使ってふた付きのティッシュケースを作りま
す。

多肉植物の寄せ植えをし
てみよう

5

多肉植物の寄せ植えを通して、植物と触れ合っていた
だきたいと思います。固まる土「ネルソル」を使用し
た根のない多肉の植え方と、挿し穂で殖やした根つき
の多肉植物の植え方、どちらかお選びいただけます。

ドイツゲーム

1

ドイツ生まれのボードゲームを体験することができま
す。チケット 1 枚で 1 プレイ！いろいろなゲームをぜひ プリンセスの靴を作ろう！
（レジンでキーホルダー作り）
触ってみてください！

長唄三味線

3

古典邦楽の華、長唄三味線で〝さくらさくら〟を弾い
てみませんか？？

（Akkle）

（いわみざわ公園バラ園）

（ボードゲームサークル）

（長唄三味線 弥三弘会）

ひょっとこ踊りで楽しみながら運動しましょう！

（万福ひょっとこ踊り）

占い講座

（算命学占い）

（moco.bell）

7

レジン液を好きな色で着色し、プリンセスの靴の空枠
に流し込み UV ライトで硬化。ストラップを付けたら
完成です。（何度も細かく硬化するため多少お時間が
かかります）

6

クラフトバンドを使ってかわいい小物入れを作りませ
んか？

北海道の木のおもちゃ「森
のピタゴラス」で遊ぼう！

1

木でできたピンとピースを使ってビー玉が転がるコース
を作ります。次代を担う子どもたちが課題に直面しても
失敗を恐れず、何度も繰り返し挑戦して、立ち向かって
ほしいという想いが込められた木製知育玩具です。

新聞紙で縁日遊び

1

小さなお子さまから大人まで思わず熱くなる、縁日遊
び。毎年ハマる人が多数！！

子犬またはウサギの
小物入れ
（ラタンとバンド）

ひょっとこ踊り

（森のピタゴラス）
「自分で占いができたらいいな」とお考えの方、すぐ使

える占いを教えます。
5 「自分の宿命を知る編」
「相性編」「天中殺編」など

織り機も作る手織りコースター
（成田尚子）

ミニトマトのスムージー作り

（はるちゃんのトマトケチャップ工房）

夢をかなえるには、ちょっとした”考え方”のコツが
あります♪「子供が未来に向かって自分で行動を決め
られるようになる !」「大人がなりたい自分に近づける !」
そんな思考法を、ちょこっと体験してみませんか ?

5
2

折り紙感覚みつろうキャンドル
（成田尚子）

自分にぴったりなアロマスプレーを
つくろう！

（メディカルアロマ Ruu の部屋）

DIY ワークショップ

6

てん刻体験

6

5

（DIY プランナー ® kumasato）

4

（やさしいてん刻）

※6 月 20 日時点の情報です。チケット枚数の記載がないブースは会場でご確認ください。イベントの最新情報は Facebook ページをごらんください。
※内容は変更となる可能性がございますのでご了承ください。

