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Happy Actio

⼈に︕環境に︕地球に優しい︕親⼦で楽しめる︕

新型コロナウイルス等の感染予防にご協力ください

楽しくSDGsを学べるコンテンツがたくさん︕

間隔を保とう

手指消毒

エコバッグをご持参ください︕
イベント当⽇に体温が37.5度以上ある⽅のご参加はご遠慮ください

＊販売、ワークショップあり

イベント参加には、無料⼊場チケットのお申し込みが必要です。
1家族ごと、参加⼈数分、参加希望時間帯でお申込ください。

チケット

チラシ

感染症予防(動画)

https://www.woman-b-shonan.com/event

SDGsってなに︖
-持続可能な開発⽬標-

地球がずっと続くため、
誰も置き去りにしない世
界を⽬指した17の⽬標

起業家ブース
- SDGs -

ピンクリボン
ふじさわ

レストラン農家
いぶきSDGs部

ハンドメイド、美癒し
ワークショップ、撮影会

⼥性の健康や検診の啓発
NPO法人あいおぷらす

コンポスター環
フェアトレードコーヒー
Tシャツ回収（多摩⼤学）

無料起業相談

ハンドメイド
素材!シェア販売

趣味や好きをお仕事に︕
⼦育てと仕事の両⽴など
お気軽にご相談ください

布・パーツ
天然⽯・ペーパー等

一般社団法人Woman-Bridge湘南は持続的な開発目標（SDGs）を支援しています。

[主催] ⼀般社団法⼈Woman-Bridge湘南

[後援] 藤沢市（公財）湘南産業振興財団 / 株式会社タウンニュース社 / 株式会社ジェイコム湘南・神奈川
[協賛] 株式会社オリッジ [協⼒]ふじさわCBネットワーク / 株式会社ココウェル / まま薬局

＼ 親⼦で

クイズにチャレンジ︕／

起
業
⽀
援

SDGs体験プログラム
お買い物で︕作って︕遊びながら学ぼう︕各ブースでSDGsに触れて
⾝近なことから始めよう︕SDGsクイズに参加して素敵な関連グッズを
GET︕会場内のクイズQRからご参加ください。

Natural Grace

イブシギンのしぜんだし
無添加だしの販売

SDGs⽬標︓12・17
SDGs⽬標「つくる責任。つかう責任」。
クリエイターさん達の作品作りで少し
余った⽣地やパーツなどのハンドメイド
素材をシェア。素敵な作品に⽣まれ変わ
る素材や掘り出し物も︕︕チェックして
みてください。
＊布・パーツ・天然⽯・ペーパー等

SDGs⽬標︓3・12
天然⽯・コットンパール・スワロフス
キークリスタル等のハンドメイドアク
セサリー、マスクアイテムや⼤⼈可愛
いリボンバッグを販売致します。⾦属
アレルギー対応商品として、⾦属不使
⽤のアクセサリーもお持ちいたします。
アクセサリーのリペア、リフォームの
ご相談もお気軽に︕当店ご購⼊商品のみ

＊10⽇のみ出店

Plumeria Nail

kashi＆chi-tan
フェアトレード雑貨
アウトレット商品販売

＊11⽇のみ出店

SDGs⽬標︓10・12
【kashi】 インドネシアの現地で昔か
ら使われている⽣活雑貨や⼿仕事アイ
テムを、現地との対等な取引を通じて
継続的に輸⼊販売しています。
【chi-tan】沖縄からホタルガラスや
琉球ガラスを仕⼊し加⼯販売しています。

ワークショップ
⼿形アートのエコバッグ
で海を守ろう︕

エディブルフラワーソイキ
ャンドル・みつろうラップ
SDGs⽬標︓12・13
（午前）エディフルフラワーとアロ
マ、ナチュラル素材でオリジナルキ
ャンドルを作ってみませんか︖
（午後）何度でも洗って使えるみつ
ろうラップ。⾃然由来の素材で安⼼
・安全にお使えいただけます。

美癒し

ベビー⽤の⼩物から⼤⼈⽤の⼩物まで
ハンドメイド品を販売します。今回は、
⼀部素材販売もいたします。

レストラン農家いぶきSDGs部

シュタイナー農法によるエクストラ
ヴァージンオリーブオイル販売

コンポスター環
フェアトレード商品の販売

SDGs⽬標︓15
シュタイナー農法によるバイオダイナ
ミックエクストラヴァージンオリーブ
オイル（オーストラリア産） 世界で
最も基準が厳しいとされるオーガニッ
ク認定の⼀つdemeterデメター認定を
取得し、数々の受賞歴がある最⾼品質
のオリーブオイルです。

SDGs⽬標︓1・2・3・4・10・11
12・13・14・15・
あなたの家でも⾃然の循環がつくれる
「コンポスター環」で地球に優しい⽣
活を始めましょう︕そして、ラオスの
美味しいフェアトレードなチムニー
コーヒーの販売も同時開催します︕︕

ピンクリボンふじさわ

ピンクリボンふじさわ（特⾮）あいおぷらす

海洋プラスチック
アクセサリー販売

乳がんなど⼥性の健康や
検診の啓発

SDGs⽬標︓3
乳がんと⼦宮頚がんの検診について
学んでいただけるように冊⼦やチラ
シを配布。活動の⽀援のお願いに、T
シャツ、ピンバッチ、ガーゼ帽⼦、
エコバッグを販売いたします。

＊10⽇のみ出店

Lani & Kai Mood

feliĉa ふぇりーちゃ

海やハワイを感じる
キャンドル作り

ぼく・わたしの世界
アクアリウム作り

SDGs⽬標︓14

鎌倉の海にシロナガスクジラの⾚
ちゃんが打ち上げられたことは、皆
さんの記憶に新しいと思います。 私
たちに⾝近な海を守るため、プラご
みを減らすために、お⼦さんにも取
り組みやすいマイバッグ。 お気に⼊
りのバッグで、親⼦でSDGsを考えま
しょう^^

Woman-Bridge湘南-エシカル-

蒼い⿃

SDGs⽬標︓5・8・12

⿅児島県指宿産鰹荒節と北海道道南産
昆布のみを使⽤した体に優しいおだし
です。⾷塩、化学調味料、⾷品添加物
は⼀切使⽤していませんので、離乳⾷
から⼤⼈の料理まで安⼼してお使いい
ただけます。

SDGs⽬標︓14
湘南の海で拾った、海洋プラスチ
ックゴミをアップサイクルしゴミ
に改めて命を吹き込んだ１点もの
アクセサリー販売いたします。

SDGs⽬標︓12・14

＊11⽇のみ出店

SDGs⽬標︓12

＊事前予約制となります。

⼿⾜形アートpoche 〜ポッシュ〜

＊10⽇のみ出店

ベビーから大人向けの
ハンドメイド小物販売

Grampians株式会社

アクセサリー＆リボンバッグ販売
リペア&リフォーム

現在サロン経営8年。⾃らも家庭と両⽴
しながら続けてきた経験を活かし、業種
を問わずにお役に⽴つ情報をお伝えでき
ればと思います。家庭との両⽴・起業準
備などちょっとした疑問もお気軽にご相
談ください。

couture de kaoru kaoru

株式会社オリッジ

ハンドメイド
素材×シェア販売

無料起業相談
SDGs⽬標︓5・８・10

＊事前予約制となります。 お⼀⼈様15分〜20分程度

ハンドメイド・フード

Woman-Bridge湘南-エシカル-

palm℃

海やハワイをイメージしたキャンド
ルは、売り上げの⼀部をビーチクリ
ーンの団体に寄付。また、ペットさ
んと⼀緒に使えるアロマ・ハーブク
ラフトもご⽤意しています。ビーチ
クリーンやビーチコーミングで集め
た素材を使ったキャンドルワークシ
ョップをぜひお楽しみください。

⽵や ほんのり

＊10⽇のみ出店

⽵のオーナメントWS
⽵の洗濯ハンガー販売

＊11⽇のみ出店

フットケア&腸楽セラピー
・ヘッドマッサージ

地球に優しい
ステンドグラス⾵ecoアート

SDGs⽬標︓12・15
使えば使うほど産業廃棄物が減る︕樹脂
リサイクルから⽣まれたeco絵の具
『ディンプルアート体験』◎⼩さなお⼦
様から⼤⼈まで塗り絵感覚でステンドグ
ラス⾵アートが出来上がります。持ち時
間内ならお名前や図柄を描き⾜しもOK︕

撮影会

natural.heart.clover

SDGs⽬標︓16
宇宙からのエネルギーをもらい、必
要なメッセージをお伝えします。

でぃんぷる湘南

SDGs⽬標︓12・14・15
⾵に揺れる美しいオーナメントを作
ってみませんか︖⼩さなお⼦さんも
できますよ。今は、⽇本でここだけ
の「⽵の洗濯ピンチハンガー」も販
売︕⼀緒に⽇本の洗濯を変えていき
ましょう。
＊⼩学⽣未満は保護者同伴でお願いします。

＊事前予約制となります。

オラクルカード、透視リー
ディング、エネルギーヒー
リング

SDGs⽬標︓12
ビンの中に好きなパーツや⾙殻などを⼊
れて、⾃分だけのオリジナルの世界を
作ってみませんか︖ 海で⾒つけてきた
⾙がらやおウチにあるビーズなどの材料
をお持ちいただいてもOK︕
＊⽬安 1〜3cmくらい

＊事前予約制となります。

Photo Merry Shonan ⻑⽥由夏⾥

SDGs⽬標︓3

受乾燥や浮腫を軽減する膝下オイルマ
ッサージ。⾓質除去し、つるつるなお
肌を⽬指す⾜底ケア。腸楽セラピーで
冷えてるお腹を暖めて免疫⼒アップ︕
その他ヘットマッサージや⽖ケアもあ
り。各２５分２０００円です。

＜お願い・注意事項＞ ＊新型コロナウイルス等の感染症予防にご協力をお願いいたします。

ハート撮影会

SDGs⽬標︓16
ハートの撮影ブース! 撮影会
お⼦様お笑顔を引き出します☆

赤字ブースは、事前予約制となります。

・イベント中の事故、怪我の責任は負いかねます。小さいお子様は、目を離さないようお願いいたします。
フェスタ詳細・事前予約方法は
・各ブースをご予約の方は、時間厳守でお願いいたします。
・新型コロナウイルス感染状況等でイベントを延期させていただく場合がございます。予めご了承ください。
・オムツ替え・授乳は、2F赤ちゃんルームをご利用ください。・貴重品等の管理は各自よろしくお願いいたします。

HP : https://www.woman-b-shonan.com
Mail : woman.b.shonan.org@gmail.com (担当：藤岡）

ウーマンブリッジ湘南

、HPをご覧ください。

検索

