おかげさまで11回目
☆大人も楽しむ文化祭☆

プリズムフェスタ2020
さまざまなライフスタイルの女性たちが集まりつながるお祭りです。
得意を活かして出展や運営もしています。
毎日の生活や子育てに役立つ出展がもりだくさん。
大人も、親子でも、お楽しみいただけたらうれしいです。
みなさまのご来場をお待ちしています。

入場無料

予約優先

事前予約方法などイベント詳細は
プリズムフェスタ2020Webサイト
または左のQRコードより！

ご来場のみなさまへのご連絡とお願い
●会場内ではお子さまから目を離さずお過ごしください
●新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行い運営いたします
・マスクを着用してご来場ください
・体調の悪い方・熱のある方はご来場をお控えください
・来場前に手指の消毒を行なってください
・三密を避けるため、人との距離を保ち、室内換気を行います
・入場制限、各出展の参加人数制限を行う場合があります
・出展者やスタッフの体調管理、備品などの消毒を行います
※会場の休館などによりイベントを中止する場合があります
※記載の出展内容について中止、変更になる場合があります

出展
ブース

マイバッグご持参の
ご協力お願いします

プリズムフェスタは地域女性活躍支援イベントです
Prism! は女性の想いを応援しています
ミニ講座
体験会

ハンドメイド
ワーク
ショップ

デリバリー

オンライン

会場へのアクセス
浦安市まちづくり活動プラザ 3階（浦安市入船5-45-1）
・新浦安駅より徒歩10分
・新浦安駅より おさんぽバス「入船北団地」下車 徒歩1分
・南行徳駅よりバス「浦安警察署前」下車 徒歩10分

会場へのアクセス

駐輪場あり
無料駐車場あり ※台数に限りがあります。できるだけ公共交通機関をご利用ください。

主 催 ： プリズムフェスタ2020実行委員会 （プリズム事務局内）
お問合せ： 地域女性活躍支援NPO Prism! プリズム事務局
prismbayside@gmail.com

11月27日(金)

11月28日(土)

ハンドメイド・ワークショップ 他
11︓00〜16︓00 (受付終了15︓40）

第2多目的室

●DWEミニミニわくわく無料体験 (無料)
幼児教育アドバイザー 辻美紀
ディズニー英語システムのご紹介とサンプル配布
-----------------------------------------------------●アイス風バスボム作り体験(500円)
事前予約有
*smile Days*
好きな色と香りを選んで、可愛い入浴剤を作ってみませんか？
-----------------------------------------------------●簡単ハーバリウムワークショップ (500円)
事前予約有
Brillante Rosa(ブリ＊ロザ）
クリアビーズ入りハーバリウムまたは、ミニキーホルダーを作成
-----------------------------------------------------●もちもちスクイーズとスイーツ石鹸 (500円)
事前予約有
oneintheworld
すきな色と形を選んでオリジナルの石鹸とスクイーズを作ろう！

第2多目的室

●ツリーキャンドルワークショップ(500円) 販売 (500円～)
CANDY
事前予約有
星を重ねたツリー作りとキャンドルの販売
-----------------------------------------------------●もちもちスクイーズとスイーツ石鹸 (500円)
事前予約有
oneintheworld
すきな色と形を選んでオリジナルの石鹸とスクイーズを作ろう！
-----------------------------------------------------●ミニXmasリース作り(500円） 手作り雑貨販売 (300円～）
フラワークラフトみもざ
事前予約有
リース台にパーツを貼り付けてオンリーワンのXmas飾り作り

ミニ講座・レッスン体験
各回15分前より受付・10分前開場

第3多目的室

11:15～11:45 ●嬉しい楽しいリトミック〜音楽であそぼ〜
事前予約有
リトミック〜かなで〜 (500円)
親子で一緒に音楽であそぼ〜あんよができるお子様〜未就園児対象
-----------------------------------------------------12:45～13:25 ●10歳までにわが子に伝える性教育 (無料)
川口まさき
事前予約有
お子様の年齢別タイプ別命の始まり、性の伝え方をお伝えします
-----------------------------------------------------13:45～14:30 ●夢を叶えよう！コーチング体験 (300円)
Baby Steps
事前予約有
叶えたい夢のある方へのコーチング体験講座

オンラインブース

プリズムネクスト

ミニ講座・レッスン体験
各回15分前より受付・10分前開場

11:15～12:00 ●おててでコミュニケーション☆ベビーサイン
ベビーサイン・ふれあい育児教室 ふわり (500円)
事前予約有
赤ちゃんの心身の発達を促し、家族の絆も深まる育児法の体験会
------------------------------------------------------13:15～14:00 ●親も子も楽になる「個」育てレッスン (500円)
こそだてライフ研究会
事前予約有
個性を伸ばす子育てのコツをお伝えします
------------------------------------------------------14:30～15:30 ●両立応援セミナー「働く女性の７つの誤解」 (無料)
両立キャリアスクール
事前予約有
事前予約有
仕事と家庭を両立する母親が子どもの未来にいい影響を与える理由

オンラインブース

オンラインシステムZoomを利用します

11:15～11:45 ●紅茶のシフォンケーキ作り (無料)
事前予約有
お菓子教室 アントルメ
ナイフ不要！手外しできるシフォンケーキをご紹介します
----------------------------------------------------------------------13:30～14:00 ●ママのためのセルフヘッドセラピーレッスン
事前予約有
リラクゼーションサロン花と草木
(500円)
目の疲れ、肩こり、顔のたるみもスッキリ！頭のほぐし方を伝授♪

ハンドメイド・ワークショップ
11︓00〜16︓00 (受付終了15︓40）

オンラインシステムZoomを利用します

11:15〜11:45 ●足痩せ＆むくみとりセルフリフレ (500円)
アロマテリアル
事前予約有
超簡単なのに、足裏や足全体がほぐせるやり方を伝えます
-----------------------------------------------------13:30〜14:30 ●固まるハーバリウムでキーホルダー作成レッスン
Brillante Rosa(ブリ＊ロザ）
(1,500円)
事前予約有
固まるハーバリウムキットを使いオンラインでキーホルダーを作成
-----------------------------------------------------14:30〜15:30 ●リボンドレスの鉛筆キャップ作り (1,000円)
こども服のリメイクドレス教室 in_Todi
事前予約有
リボンのドレス鉛筆キャップ作り。ストラップにもなるよ。

オンラインブースはZoomを利用します。各出展者それぞれに直接お申込ください。
お申込方法はイベントページの各出展内容のリンク先をご確認ください。参加に必要な情報は、各出展者からご連絡します。

11/27(金)・28(土) デリバリー（予約制）

おいしいもの

●発酵ランチボックス＆スイーツ移動販売(300円～800円)
ヨガ＆カフェ ブレス
ランチボックス＆スイーツを浦安駅周辺や新浦安、南行徳など
各スポットにキャンピングカーにてお届けします（予約制）
事前予約のみ

プリズムフェスタ2020について詳しくは
WEB SITE
BLOG
TWITTER
INSTAGRAM
FACEBOOK

http://www.prismbayside.net/prifes2020
https://ameblo.jp/prismbayside/
@prismbayside
@prismbayside
https://www.facebook.com/urayasu.prism/

ママも癒やし空間でストレスリリース

リラクゼーションサロン

花と草木

和のアロマ＆ハーブの
自然な香りと
トリートメント
で深い眠りへ
人気メニューは
ヘッドセラピー

https://ameblo.jp/bluelace-kum

知ってる︖
⼀⽣物の”考える⼒”が格段に伸びる⽅法♪

Creative Room CreArt

■事前予約お申込方法■
■
｢プリズムフェスタ2020｣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！

事前予約有
事前予約のみ
はこちら！

https://www.prismbayside.net/prifes2020/

フォローをお願いします！

WEB SITE

BLOG

TWITTER

⼦育て中こそ︕パン作りでリフレッシュ︕

よしざわあきこ

子供から大人まで、
想像を超える創造ができる
ようになる頭の使い方を
楽しく学んでみませんか︖

元ＡＢＣクッキング
店⻑のあっきーが教える
パンレッスン★
その他ママ向け数秘術・
アドラー講座も開講中

https://cr-creart.com

https://ameblo.jp/akkyhouse55

INSTAGRAM

FACEBOOK

プリズムフェスタ主催団体
どんなライフステージでも想いをカタチに︕
私たちは地域での⼥性活躍を応援しています

Prism!（プリズム）
プリズムトークカフェ
想いをカタチしよう︕

プリズムエッセンス
新感覚ハーバリウムつくってみませんか︖

⾚ちゃんへの願いを思い出に残そう︕

Brillante Rosa
(ブリ＊ロザ)

coco macoco

固まるハーバリウム等、
新感覚ハーバリウムの
認定講座やオンライン
レッスン、ワークショップを開催中

https://g.co/kgs/rKFmhQ

安産の願いを込めて、
マタニティペイントを
してみませんか︖
思い出作りのお手伝い
を致します。

https://hiropapa.wixsite.com/
coco-macoco

⼥性の想いを叶える場所

シェアスペース

プリズムネクスト

サロンやお教室、
レッスンスタジオなど
お仕事の拠点として
ご利⽤いただけます
新浦安駅より徒歩10分

https://www.prismnext.com

参加申込
受付中！

想いを語ろう︕

出会いつながろう︕

日時や場所
など詳細は
HPへ！

プリズムオンライン交流会
プリズム正会員 募集中！
◆プリズム正会員募集中◆
誰もが自分らしくいられるまちを目指して
地域での⼥性の活動を応援しあいませんか︖
私たちとつながる仲間を募集しています。

https://www.prismbayside.net

