子育てママの
子育てママの文化祭
てママの文化祭☆
文化祭☆

プリズムフェスタ201
2018
私らしさを大切にするママたちが集まる、年に1度のお祭りです。運営も出展もみーんなママ。
お子様連れ大歓迎♪ 「子育てだけじゃもったいない！」自分のための時間、楽しみませんか？

10：
10：00~15：
00~15：00

入場
無料

出展ブースオープン
出展ブースオープン

ミニ講座や体験ブース、ワークショップ、ハンドメイド販売、フリマをお楽
しみください。

15：
15：00スタート
00スタート

お楽しみ抽選会
しみ抽選会

ホテルお食事券
ホテルお食事券が
食事券が当たるかも！
たるかも！

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って会場にお集
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。

東西線浦安駅下車徒歩5分
浦安市猫実4-18-1
スリッパ、マイバッグを
ご持参ください

プリズムフェスタ2018Webサイトより事前来場予約
事前来場予約をしていただい
事前来場予約
プレゼントを差し上げます☆左のQRコードを読み込み、
た方に会場でプレゼント
プレゼント
お申込みください。（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。)

ハンドメイド

フリマ

ワーク
ショップ

サロン
体験

4Ｆ大集会室

ミニ講座
ミニ講座
体験会

ミニ講座
ミニ講座＆
講座＆体験会

各回30
30分前
分前(
初回のみ
のみ20
20分前
分前)
より当日受付
当日受付開始
開始、
、15分前
15分前
分前に
に開場
開場
各回30分前
30分前(
分前((初回のみ
初回のみ20
のみ20分前
20分前)
分前))より当日受付
より当日受付開始
当日受付開始、
開始、
15分前に
分前に
各回30
各回
30
分前
初回
のみ
20
分前
より
当日受付
開始
15
分前

10:15～
10:15～10:45 ●0歳からの自然
からの自然なおむつ
自然なおむつ外
なおむつ外し講座 (500円)
ゆる～
ゆる～く布おむつ･おむつなし育児
おむつ･おむつなし育児の
育児の会in浦安
in浦安
事前予約有
0歳からのスタートが大事！無理なくできてトイトレも楽に♡
----------------------------------------------------------------------11:15～
11:15～11:45 ●０歳からのコンサート「
からのコンサート「耳で聴く動物園」
動物園」(500円)
リトミック奏
リトミック奏〜かなで〜
かなで〜 岩本まゆ
岩本まゆ
事前予約有
０歳から参加できるコンサート。コンサートデビューしませんか？！
----------------------------------------------------------------------12:15～
12:15～12:45 ●おててでコミュニケーション
おててでコミュニケーション☆
コミュニケーション☆ベビーサイン
ふわふわマフィン
(300円) 事前予約有
ふわふわマフィン
便利なだけじゃない！家族の絆が深まるベビーサインの体験会
----------------------------------------------------------------------13:15～
13:15～13:45 ●親しみがもてて信頼感
しみがもてて信頼感のある
信頼感のある《
のある《話し方講座》
方講座》(無料)
岡野純子(
岡野純子(元NHKアナウンサー
NHKアナウンサー)
アナウンサー)
少しの工夫で印象は大きく変わります。話し方のコツ、お伝えします◡
----------------------------------------------------------------------14:00～
14:00～14:50 ●ベビー専門
ベビー専門フォトグラファーのフォト
専門フォトグラファーのフォト撮影会
フォトグラファーのフォト撮影会
Full moon ベビーの先生が撮る赤ちゃんのふんわりナチュラルフォト
1組様10分・1,000円／1cut(ハイハイ期前までの赤ちゃん対象)
事前予約有

1Ｆ体育館

おいしい
もの

オープニング

10:00～
10:00～10:30 ●ママたちによる楽器
ママたちによる楽器の
楽器の生演奏会～
生演奏会～♪(無料)
StepUp!
StepUp!
音楽自主練サークルの演奏会♪お子さまも一緒にどうぞ☆
----------------------------------------------------------------------10:35～
10:35～10:55 ●ズンバ (無料)
Body Fresh Young&Children 代表インストラクター
代表インストラクターmiwa
インストラクターmiwa
普段レッスンで踊っている曲を発表します。一緒に踊ってください！

1Ｆ体育館

子ども用品限定
ども用品限定フリーマーケット
用品限定フリーマーケット

10:0010:00-15:00

子ども服
ども服、子ども雑貨限定
ども雑貨限定のフリマです
雑貨限定のフリマです♪
のフリマです♪
すべて先輩
すべて先輩ママの
先輩ママの出品
ママの出品なので
出品なので安心
なので安心☆
安心☆

出展者情報 裏面へ
裏面へ続きます！
きます！事前予約お
事前予約お申込み
申込み方法は
方法は裏面をご
裏面をご覧
をご覧ください

■主催：
共催：
主催：プリズムフェスタ2018実行委員会（プリズム事務局内） ■共催
：浦安市中央公民館 ■後援：
後援：浦安市
■協賛：
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、
Sunrise Beauty 美骨LABO、株式会社icg
■お問合せ
問合せ
プリズムフェスタ2018実行委員会(プリズム事務局内)
prifes2018@gmail.com

HOMEPAGE
BLOG
TWITTER
INSTAGRAM

http://
http://www.prismbayside.net/prifes2018
://www.prismbayside.net/prifes2018
https://ameblo.jp/prismbayside/
@prismbayside
@prismbayside

HOMEPAGE

BLOG

1Ｆ体育館

サロン体験
サロン体験

10:0010:00-15:00

●首肩か足のトリートメントマッサージ体験
500円)
のトリートメントマッサージ体験(7分
体験
アロマテリアル
事前予約有
お1人2セットまで お疲れの部位をほぐします
---------------------------------------------------------------------●健康アドバイザー
500円)
健康アドバイザーmiwa
アドバイザーmiwaのカウンセリング
miwaのカウンセリング(10分
のカウンセリング
事前予約有
Body Fresh Young&Children 代表ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
代表ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰmiwa
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰmiwa

●カラーリアムリーディング(10分500円)
カラーリアムリーディング
カラーコーディネートスペース FlowerCarpet
８色のカラーボトルで、今のあなたの気分を色でチェック！！
---------------------------------------------------------------------事前予約有
●親子HAPPY
親子HAPPY PHOTO撮影会
PHOTO撮影会
photo by mai
かわいいプチスタジオを作り親子撮影会

---------------------------------------------------------------------●魔女の
魔女の占いでお悩
いでお悩み解決☆
解決☆(手相5分500円/タロット10分1000円～)
魔女☆
魔女☆Maison
ママのお悩み、心優しき魔女の占いにどうぞお任せください
---------------------------------------------------------------------事前予約有
●ママの子育
ママの子育て・お
子育て・お仕事
て・お仕事なんでも
仕事なんでも相談
なんでも相談(10分500円)
相談
WTLL 荒井弥生（
荒井弥生（はな）
はな）
私らしくママになる☆自分らしいやり方を見つけましょ♪
---------------------------------------------------------------------●マザーズコーチングスクール 2歳児のきもち
歳児のきもち体験
のきもち体験(10分300円)
体験
事前予約有
Baby Steps
子どもとの関わり方を体験やワークを通して一緒に考えましょう♪
---------------------------------------------------------------------●マザーグースで
マザーグースで手遊び
手遊び(3～5分 無料)
ラボパーティ浦安
ラボパーティ浦安
英語のお唄に合わせた簡単な手遊びをご紹介します。
---------------------------------------------------------------------●乳幼児の
乳幼児の子育てお
子育てお悩
てお悩み相談(15分500円)
相談
Mama+Baby

---------------------------------------------------------------------●手形スタンプ
&おむつなし育児
手形スタンプ巾着作
スタンプ巾着作り
巾着作り(400円)&
おむつなし育児相談
育児相談
ゆる～
ゆる～く布おむつ・おむつなし育児
おむつ・おむつなし育児の
育児の会in浦安
in浦安
お子様の手形で巾着作り/0歳からの自然なおむつ外し無料相談
----------------------------------------------------------------------●ミニミニわくわく英語体験
ミニミニわくわく英語体験(無料)
英語体験
幼児教育アドバイザー
幼児教育アドバイザー 辻美紀
ディズニーの英語システムサンプルご案内と教材のお試し体験です
----------------------------------------------------------------------●魅力を
魅力を引き出す★パーソナルカラー体験
パーソナルカラー体験(10分500円)
体験
事前予約有
スパークル・カラー＆
スパークル・カラー＆デザイン
2色のドレープ布をあてて、あなたの似合う色を見つけませんか♪
----------------------------------------------------------------------●小顔骨気と
小顔骨気と美容整体のお
美容整体のお店
のお店(5分500円)
事前予約有
柚 の木
頭蓋骨から首肩まで癒しとリフトアップ効果のある手当て
----------------------------------------------------------------------事前予約有
●ボディージュエリー体験
100円～)
ボディージュエリー体験(5～10分
体験
LITTLE STAR FAIRY ～リトルスターフェアリー
素肌にキラキララメアートします☆ハンドメイド品の販売も

気になる不調の原因は？健康でいる為の体内リズムを伝授します♪11:30～
11:30～15:00

母子手帳にもない保育士さんも教えてくれない方法でママの悩みを解決

1Ｆ体育館

子育て
子育て応援！
応援！ブース

10:0010:00-15:00

●お子様の
無料)
子様の才能発見レポート
才能発見レポート作成
レポート作成(5～15分
作成
子育て
子育て診断士
子育ての悩みを統計学と心理学の観点からbetterな方向へ導きます。
--------------------------------------------------------------------●アンケートに答
アンケートに答えてアームリングをゲットしよう！
えてアームリングをゲットしよう！(無料)
アンケートご記入で、子どもに人気の
アームリングをプレゼントします。

1Ｆ体育館

ハンドメイド・ワークショップ

オリジナルキッズアクセサリーやペーパーアイテムをご用意しています。

---------------------------------------------------------------------●初めてでもできる！
めてでもできる！アイシングクッキー体験
アイシングクッキー体験(1枚300円2枚500円)
体験
【Primera Vez】
Vez】 Chinatsu
お砂糖のクリームでクッキーにかわいくデコレーションします。
----------------------------------------------------------------------●様々な
様々な糸を使ったハンドメイド販売
ったハンドメイド販売と
販売と一目刺し
一目刺し子のワークショップ
手作りを
手作りを楽
りを楽しむ Ayarn@
Ayarn@小麦の
小麦の家 Aya 12:30～
12:30～15:00 (500円～)
編み物や刺し子の作品販売と一目刺し子のコースター作り体験

パン・お菓子作り講座

各回30
各回30分前
30分前(
分前(初回のみ
初回のみ20
のみ20分前
20分前)
分前)より当日受付
より当日受付開始
当日受付開始、
開始、15分前
15分前に
分前に開場

10:20～
10:20～11:00 ●おうちパン
おうちパン講座
パン講座メロンスティックパン
講座メロンスティックパンを
メロンスティックパンを作ろう♪
ろう♪
パン教室
(1000円) 事前予約有
パン教室 小麦の
小麦の家 Aya
メロンスティックパンを作って焼いてお持ち帰り出来ますよ。
----------------------------------------------------------------------12:00～
12:00～13:30 ●幸せクリームのブッセ
せクリームのブッセ作
ブッセ作り(2000円) 事前予約有
小さなお菓子教室
さなお菓子教室&
菓子教室&おうちパンのアントルメ
おうちパンのアントルメ
ブッセを作りお持ち帰りとなります。口金、復習用粉類付き。

～ご来場のみなさまへのご
来場のみなさまへのご連絡
のみなさまへのご連絡です
連絡です～
です～
◆マイバッグ
マイバッグ/
マイバッグ/室内ば
室内ばき/外ばきを入
ばきを入れる袋
れる袋をご持参ください。
◆土足でのご入場、ベビーカーのご入場はできません。
◆駐車場に限りがありますので、ご来場には公共交通機関をご利用ください。
◆出展内容は都合により変更になる場合がありますことをご了承ください。
会場内が混み合う場合があります。お
お子様から
子様から目
から目を離さないようにご注意願います。
さないように
妊婦&子連れママのトリートメントマッサージ

アロマテリアル

浦安駅から徒歩1分
8時半〜21時 要予約

1Ｆ体育館

セミナースペース

10:20～
10:20～10:40 ●オーガニックkombucha
オーガニックkombuchaで
kombuchaで腸活！
腸活！(無料)
オーガニックkombucha
オーガニックkombuchaインストラクター
kombuchaインストラクター 倉島 恵
kombuchaの試飲・試食とkombuchaのお話し
--------------------------------------------------------------------12:00～
12:00～13:00 ●ママの独立
ママの独立・
独立・開業・
開業・起業相談会(無料)
起業相談会
事前予約有
Prism!プリズム
Prism!プリズム
想いをカタチにする1歩を応援！どんな想いも悩みもお聴きします！

10:0010:00-15:00

●ハーバリウム(30分500円～)＆
＆手作りアクセサリー
ハーバリウム
手作りアクセサリー販売
りアクセサリー販売
avenir brillant
ハーバリウムの作成とハンドメイド品の販売
---------------------------------------------------------------------●キッズアクセサリーやペーパーアイテムの販売
キッズアクセサリーやペーパーアイテムの販売(100円～)
販売
atelier nico

2Ｆ調理室

※お子様のみも可能 1組約5分程2カット千円 オプション全データ+2千円

ベビーサイン＆アドラー心理学

ふわふわマフィン
赤ちゃんから大人まで使える
コミュニケーション講座

●ママとこどもの縫
500円)
ママとこどもの縫わないマスク(20分3枚分
わないマスク
事前予約有
Atchoumハンドメイド
Atchoumハンドメイド わだてるよ
お好きな柄で！マスクデビューをお手伝い&あっちゅむ作品の販売
---------------------------------------------------------------------●スイーツデコ販売
スイーツデコ販売(300円〜)
販売
スイーツデコ教室
スイーツデコ教室Sweets
教室Sweets♪
Sweets♪Melody
当教室輩出作家による作品展示販売
----------------------------------------------------------------------●キャンディバッグのワークショップ
キャンディバッグのワークショップ(500円～)＆販売(100円～)
ワークショップ
Rainbow Hawaii
キャンディバッグのキーホルダー作りとかわいいハンドメイド販売
1階体育館には
階体育館には 癒し、占い、ハンドメイド、
ハンドメイド、子育て
子育て相談など
相談など、
など、
プリズム会員
会員が
プリズム
会員がそれぞれの得意分野
それぞれの得意分野を
得意分野を活かしたブースが
かしたブースが大集合！
大集合！

1Ｆ体育館

おいしいもの
おいしいもの

10:0010:00-15:00

★飲食スペースあり
飲食スペースあり★
スペースあり★（11:0011:00-14:40）
14:40）

●からだにやさしいお
からだにやさしいお弁当
にやさしいお弁当と
弁当とスイーツの販売
スイーツの販売(200円～650円)
販売
ヨガカフェ ブレス
有機玄米手作り弁当、シフォンケーキとナチュラルスイーツ
----------------------------------------------------------------------●ハンドドリップコーヒー&
ハンドドリップコーヒー&麻袋商品
麻袋商品(300円～)
商品
Sewcute＋
Sewcute＋CALM
ハンドドリップしたコーヒーや麻袋商品をお楽しみください。

■事前予約
事前予約お
予約お申込み
申込み方法■
方法■
｢プリズムフェスタ2018｣にアクセスし
各出展のリンクから直接ご予約ください。
イベント詳細もこちらへどうぞ！
https://www.prismbayside.net/prifes2018/
ベビー教室＆
おうちフォトスタジオ

Full moon

南⾏徳を中心に赤ちゃん
時期から楽しめる様々な講座を開催

事前予約有
はこちら！
はこちら！

heart&body小顔骨気と美容整体のお店
予約制出張サロン

柚の木

産前産後や更年期など
⼥性の健康美LIFEをサポート

http://www.aromaterial.com

https://ameblo.jp/2828muffin

https://fullmoon-baby.jimdo.com

https://ameblo.jp/love23h21n11

「聴く耳」「豊かな心」を育む

0歳からできる自然なオムツ外し

未来を創造するのは、
今この瞬間から

⼥性の自分ブランディングをサポート

リズムベビーマッサージ
ベビーリトミック
リトミック 奏 〜かなで〜
体験レッスン受付中♪
http://ameblo.jp/tutti2015
スイーツデコを基本からしっかり学べる

Sweets♪Melody
スイーツデコ教室

初心者からプロまで対応
http://sweetsmelody.com

ゆる〜くおむつなし
育児の会 in 浦安

0歳からのスタートが大事！
トイトレも楽に！

TEL 090-6871-9341

Mama+Baby

⺟子⼿帳にも書いてない、保育士さんも
教えてくれない子育て方法がここにあります

http://ikedarie.com

魔⼥のタロット・⼿相占いでお悩み解決♪

お菓子でHAPPYを！

東⻄線浦安駅から
徒歩１分の占いサロン
「浦安 魔⼥」で検索！

初心者の方でも上品で美しい
お菓子が作れるようになります

魔⼥☆Maison

TEL 047-390-5055

小さなお菓子教室&
おうちパンのアントルメ
https://ameblo.jp/kitauchi10

Sparkle Color & Design
(スパークル・カラー＆デザイン)
名刺・リーフレット等のデザイン
制作とパーソナルカラー診断

http://sparklecd.com
ヨガと玄米と発酵のお店

ヨガ&カフェブレス

赤ちゃん連れのママもヨガや
お食事をゆっくり楽しめるカフェ

http://www.yogacafebres.com

