
湘南⼦育てファミリーフェスタ
＼ ⼥性起業家×湘南⼦育てライフ応援 ／

会場 藤沢市役所
（1階市民広場 / 4階） 藤沢市朝日町１−１

10月30日（土）

⼈に︕環境に︕地球に優しい︕親⼦で楽しめる︕
楽しくSDGsを学べるコンテンツがたくさん︕
エコバッグをご持参ください︕
仮装もOK︕ハロウィンを楽しもう︕

第20回

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

開催
⽇時

新型コロナウイルス等の感染予防にご協力ください

手指消毒間隔を保とう

無料起業相談
趣味や好きをお仕事に︕
⼦育てと仕事の両⽴など

〜 SDGs & Halloween 〜

⼊場無料

Happy Action

起業家ブース

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

10︓00 15︓00

チケット 公式HP 感染症予防(動画)

ピンクリボン
ふじさわ

⼥性の健康や検診の啓発
NPO法人あいおぷらす

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

ハロウィンを
楽しもう︕

Trick or Treat

[主催] ⼀般社団法⼈Woman-Bridge湘南 [共催] 藤沢市
[協賛]
[後援] （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
[協⼒] ふじさわCBネットワーク / まま薬局 / SDGsマルシェ実⾏委員会

お気軽に
ご相談

ください

株式会社オリッジ

ハンドメイド、美癒し
ワークショップ、撮影会

SDGsマルシェ
「ふ」だんから
「じ」っせんへ
「さ」ぁ始めよう︕
「わ」たしたちのSDGs

⼤学
企業
NPO団体

はたらく⾞
はしご⾞試乗体験

受付にて整理券を配布します。
なくなり次第終了とさせて

いただきます。
パッカー⾞も
来るよ︕

フードロス
チャレンジ
完⾷した写真を

Instagramにアップ
＃フードロス湘南2021
＃ウーマンブリッジ湘南
＃レストラン農家いぶき
SDGsマルシェブースでお野菜を
先着30名にプレゼント︕



ス マ ホ d e ス タ ン プ ラ リ ー 開 催

＜お願い・注意事項＞
・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。
・各ブースをご予約の方は、時間厳守でお願いいたします。
・オムツ替え・授乳は、1Fベビー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。
・受付後エレベーターで4階にお越しください。
HP : https://www.woman-b-shonan.com
Mail : woman.b.shonan.org@gmail.com 藤岡

赤字ブースは、事前予約制となります。
フェスタ詳細・予約方法は、HPをご覧ください。

ウーマンブリッジ湘南 検索

<受付にて整理券配布>
＊はしご車は、お子様1人１枚
・10時配布（10枚）10-11時

・12時配布（10枚）13-14時

Lani ＆ Kai Mood 爪、肌、心の健康サロンTRT Angel7373wrap
キャンドル、アロマ
ハーブクラフト販売

ハワイ語で「Lani」は空、「Kai」は海。いつ
もそばにある空や海のように、毎日の生
活に優しく寄り添うようなものづくりをして
います。人にもペットにも優しいキャンドル
やアロマ・ハーブクラフトをぜひお手にとって
みてください。

はたらく車
はしご車・パッカー車が大集合！

・乗車・見学・写真撮影もOK！

多肉植物の寄せ植え

数種類ある多肉植物の中から、お好き
な物を３つ選んで、寄せ植えを作ります。
自分で好きな多肉植物を選び、好きな
場所に植えるので、それぞれの個性が出

る寄せ植えが作れます！家での生活に、
グリーンをプラスして、癒されてみませんか。
可愛い寄せ植えを、作ってください☆

みつろうラップ制作

キッチンで大活躍の使い捨てラップの
「洗って繰り返し使える版」！SDGsの
目標12「つくる責任つかう責任」におい
て、企業も注目しプラスチック製品が

減りつつある現代、家庭でみつろうラッ
プを使うことでプラゴミを減らせます。
ワークショップを通じて使い方のコツや
アイデアをお伝えします。

自爪育成ネイルケア
ケアグッズ販売

自然自爪育成ネイルケア士によるネイ
ルケア及びハンドケア爪心理士による

爪噛みや深爪のご相談、無料で承り
ます。 お気軽にお立ち寄りくださいね。

ハンドメイド・フード販売 美癒し

ピンクリボンふじさわ

・ NPO法人あいおぷらす
ピンクリボンふじさわ

(乳がんなど女性の健康や検診の啓発)
SDGsマルシェ

・ Lani & Kai Mood
(キャンドル、アロマ・ハーブクラフト)

・ kashi
(バリ雑貨)

・ La ｊoya / ラホージャ
(ハッピーラッキーグッズ)

・ couture de kaoru 
(キッズから大人向けハンドメイド品)
・ chi-tan
(ホタルガラスや琉球ガラスのアクセサリー)
・ Grampians株式会社
(オリーブオイル＊オーストラリア産)

・株式会社オリッジ
(イブシギンのしぜんだし)

・遊びリパーク リノア辻堂&大庭&秦野
（放課後等デイサービスオリジナル商品）

体験プログラム

・はたらく車大集合
（はしご車・パッカー車）
・片瀬こま保存会
（片瀬こまを体験しよう！）

赤字は、事前予約制となります。
当日枠については、各ブースでご確認ください。

起業・子育て無料相談

・palm℃
（起業・子育て相談）

撮影会

・ Photo Merry Shonan
（ハロウィン撮影会）

起業or子育て
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
問や子育てなどお気軽にご相談くだ
さい。

花秋園 okutsu

＼ 親子で クイズにチャレンジ！／
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クイズに参加して抽選で素敵な賞品が当たる！
会場内のクイズQRからご参加ください。

・ dropcafe37
(レジンアクセサリー（本物のお花&天然石）)

・でぃんぷる湘南
(お手々でぺたぺたフィンガーペイントボード)

・花秋園 okutsu
(多肉植物寄せ植え)

・7373wrap
(みつろうラップ制作）

PICK UP
起業・子育て無料相談 palm℃

Halloween株式会社オリッジ SDGsマルシェ

日本大学生物資源科学部
住まいと環境研究所

学生アイデアによる自然素材を
使ったSDGsワークショップを行います。
また、パネルにて活動紹介を行います。

お気軽にお立ち寄りください。

イブシギンのしぜんだし
無添加だしの販売

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。

ハロウィンを楽しもう！

・かわいい仮装でハロウィンを楽しもう！
・会場内に、かぼちゃが隠れています。
見つけて受付に持ってくるとお菓子を
プレゼント！（＊限定８名）

体験プログラム

＊時間内にお早めにブースへお越しください。予定枚数配布次第終了。

ブース紹介

・日本大学生物資源科学部
住まいと環境研究所
・農家レストランいぶき 他
(ワークショップ・活動紹介・販売・展示)

ワークショップ

ハロウィンバージョン

はしご車体験
受付にて
整理券配布

・蒼い鳥
(透視リーディング、エネルギーヒーリング)

・natural.heart.clover
(フットケア&腸楽セラピーヘッドマッサージ )

・Ｄｒｙｈｅａｄｓｐａ ＹＵＫＵＩ
（脳休ヘッドマッサージ®）
・爪、肌、心の健康サロンTRT Angel 
(自爪育成ネイルケア、ケアグッズ販売)
・Shining Smile Labo
（骨格診断）

参加方法

ふじキュン♡

＊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。


