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① メインステージ

～つながりの波止場～

★3 月 29 日(土)

★3 月 30 日(日)

・12:00～12:25 PANLAND Steel Orchestra

・12:00～13:30 鉄桟橋竣工 120 周年フォーラム

・13:00～13:25 サファリパーク Duo

・14:00～14:25 トイズウクレレ楽団

・14:00～14:25 ヴィオリラ

・14:45～15:15 kaho＊

レインボウ

・15:00～15:25 YAGC 横浜青葉ゴスペルクワイヤ

・15:35～16:00 style-3!

② 鉄桟橋竣工 120 周年フォーラム

⑧ みんなの文化祭

⑤
③

記
念
パ
ネ
ル
展

鉄桟橋竣工１２０周年を祝うとともに今後の横浜港のさらなる発展を市民主体でフォーラムを開催します。

③ みんなの夢、世界の海でやっちゃおう！

参加費：無料

「海」を知る。創造する。〜科学とアートがコラボする実践型教育プログラム〜

④ 大さん橋こどもランド
おさかな迷路
ミニ新幹線

大さん橋こどもランド

3/30(日) 12:00～

参加費：各 300 円

まるで海に潜ったかのような水中迷路を思う存分楽しめます。
全長５０ｍのなが～い線路をさっそうと走り抜けます！！

⑤ 記念パネル展

～写真で綴る大さん橋の歴史～

鉄桟橋竣工１２０周年で一般募集をした写真を一同に集めてパネル展示します。

④

⑥ インフォメーション
総合案内、お困りのことがあればスタッフにお声かけてください。

⑦ 野外ミニステージ
大道芸からアーティストによる演奏、その他様々なパフォーマンスでお楽しみください。

⑥

⑧ みんなの文化祭

～つながりの波止場～

※詳細は別紙をご覧ください

「参加することに未来がある！」参加体験型ワークショップ、販売、飲食コーナー。是非ご参加ください！

●●S1 ～ S3 特別参加ブース
横浜で活動を続ける、今回特別参加のブース出展。

●●W1 ～ W26、T1～ T3

横浜の歴史を学び、歩いて身体で実感！

ワークショップ･展示ブース

材料費だけで参加でき、新たな発見が前身で体験できるワークショップ･展示ブース

● H1 ～ H11 販売ブース 洋服から自然由来のもの、健康にいいもの、何でも買っちゃおう！
● F1 ～ F9 飲食販売ブース
美味しいモノ発見！色んなジャンルから味覚で感じる喜びを堪能してください！

◆ W1 ～ W26、T1～ T3
No.

W1

団体名
Ster☆(スタラ)

タイトル
ハンドメイドリボン、インポート
子供服、韓国子供服、雑貨の
select shop

出展日
両日

ワークショップ･展示ブース

◆ S1 ～ S3 特別参加ブース

出展内容

No.

設定料金など

インポート子供服、韓国子供服、雑貨、ハンドメイドリボンのselect shopのＳｔｅｒ☆です。
趣味で始めた娘のヘアアクセサリー作りから始め、一つ一つ心を込めてお作りさせて頂いてます。
沢山のリボンから選んで頂き、世界に一つだけのオリジナルヘアアクセサリーをお子様と御一緒に作ってみませんか？
その他、雑貨の販売。

◆ワークショップ
・リボン ３００円～
・カチューシャ ８００円～
◆販売
インポート子供服、パーティーグッズ、雑貨

◆ワークショップ
・耳つぼ 両耳１個ずつで４００円～
・耳つぼdeダイエット講座(材料費込)１０００円～
◆販売
アクセサリー６００円～

両日

ジュエリー耳つぼ体験・ハンドケアセラピーなど
●耳つぼ 肩こり、眼の疲れ、ストレス、食欲抑制などのツボにジュエリーの付いた(無しもあります)刺激シールを貼ります ●耳つぼdeダイエット講座 食
欲抑制などのツボに刺激シールを貼るレッスンです。 ●ハンドケアセラピー 自家製マッサージオイル等での優しいマッサージ ●雑貨 ミサンガやビー
ズアクセサリーなどの雑貨の販売

S1
５００円～

W2

こもれび

耳つぼ・耳つぼdeダイエット
レッスン・雑貨販売

W3

ラピスラビット

ＪＯＹキャンドル

両日

手づくりキャンドル体験ワークショップです。ガラスのコップにカラーサンドや貝がら、石等の材料を使用し、カラーサンドで沢山の模様を作る事が出来、好 ◆ワークショップ
きなガラス細工を並べて透明なジェルを流し込む事によって約３０分前後で、キャンドルが完成します。 お客様の想像力を育てる、世界で一つだけのオリ １２００円～ 材料によって金額が変わります。カラーサンド、貝
ジナルキャンドルを製作する事が出来ます。
がら、天然石は自由にご利用いただけます。

W4

うく・ぬーた

木の船をつくるワークショップ

両日

木で船をつくるワークショップ
金属釘や接着剤を使わず、木の船を作るワークショップです。檜の間伐材を使っているので、水に強く良い香りがします。

W5

たからの庭ギャラリー たからの庭ギャラリー

両日

W6

イルチブレインヨガ
横浜地域

脳活性化のエクササイズと
丹田呼吸・瞑想

両日

○東洋医学と脳科学に基づいたイルチ式の脳活性化ヨガは、どなたにでもお楽しみいただける新感覚のヨガです。
○脳を活性化するエクササイズをご紹介。簡単な動作で体・心をほぐし、深い呼吸に導きます。
○ストレスの多い現代人にあわせて開発された、簡単で集中しやすい「マグネティック瞑想」をご紹介。
○コリをほぐしてすっきり！ハンドマッサージ・カードヒーリングのご体験

W7

一般社団法人
地球市民学校

こころとからだの
バランスチェック

両日

オーラコムという機械を使用し、人間に流れている微量の電気を読み取り、その波動の違いを色に表わします。
◆ワークショップ
色によって特徴があり、性格、情緒状態、感情的特徴、交感神経、副交感神経のバランス、体力レベルを測定し、ご説明します。また、測定結果から、その
心と体のバランスチェック ５００円
人に合った呼吸法や体操等のご紹介をします。

W8

ブレイン・アップ
こども脳教育

遊びながら自己肯定感、
やる気、集中力アップ！

両日

ゲーム感覚で遊びながら、体を使いながら、子供の集中力や忍耐力、直感力、自信感を育てるブレイン・エデュケーションのミニミニ体験をします。 内容
は、「1分間豆つかみ競争」「木のポーズでバランス感覚チェック」「誰が一番多く飛べるか？！万歩計振動」「念力でアメを回してみよう！」など。 子供の
運動嫌い・運動能力の低下が言われていますが、ただ夢中になって遊ぶっこと、思いっきり体を動かすことの楽しさ、その時に脳がスッキリと目覚める感
覚、自ら集中する感覚を味わってもらえたら～と思います。 親子で楽しく参加できます～！

W9
W9
(30日)

W10

W11

W12
(29日)

W12
(30日)

W13
W14
-1

W14
-2

W15
T1
(30日)

Hiroko Sakao

KAIE / CANDLAND

Creation Together
（クリエーショ ン トゥギャザー）

石花会

デザイン&コミュニ
ケーション研究会

フレンド工房

Hiroko Sakao
陶芸絵付け体験

やってみたかった！！に
チャレンジしよう！

ワークショップ
「やってみよう、
バランスアート・石花」

子供物づくりブース
「お名前シール」
「段ボールアート」
みんなで遊ぼ～う！！
デザイン自由空間

両日

石を積む。その単純な行為を美として提示する、石花（ロックバランシング）。 遊びなのか、お稽古なのか、芸術なのか、職人技なのか。どうにもカテゴライ
ズできないれど、やればすぐ分かる、面白さと奥深さ。デジカメやスマホで手軽に撮影した写真をネット上で見せ合える事が可能になった事で、近年世界中
で注目されているアートです。今回は、幅広い世代で手軽にお楽しみいただける『石花』を、テレビで取り上げられた石花ちとくの手ほどきを交え体験。
◆見ればやりたくなるのが石花アート♪
多摩川の石ころで、石が立つ感覚を楽しんだり、石花の型にトライしていただきます♪
＜スケジュール＞
土曜 ①11：30～12：30 ②13：30～14：30 ③15：00～16：00 日曜 ①11：30～12：30 ②13：30～14：30 ③15：00～16：00

29日のみ

30日のみ

◆ワークショップ
1回60分\2,000円（体験に使う「石花セット」はお持ち帰りいただ
けます）※1回定員6名
【石花セット】3号植木鉢＋敷詰小石数個＋マニュアル＋テーブ
ル保護シート1枚＋厳選河原石（大2個・小1個）＋持帰り用バッ
グ

物作りで大切な「創造する事」、「アイディアを多く出す」、「発想を柔らかく」を実践し、【世界に１つ】をお客様と一緒に創ります。
●「お名前シール」は、自分の一番身近な名前でロゴマークを創ります。デザイナーと会話をしながら創りますので、老若男女、どなたでも楽しく、簡単にデ ◆ワークショップ
ザインする事ができます。
・「お名前シール」（A4サイズに40枚のシール）１作品800円
●「段ボールアート」は、捨ててしまわれる段ボールを再利用し、型紙に切り取ってあります。そこに絵の具や、毛糸や、キラキラ模様や、新聞紙などで、飾 ・「段ボールアート」１作品800円
り付け、色のせし、アート創りを楽しんでいただきます。
1, 写真入りキーホルダー作り（イベント記念として参加者と一緒に作ります）
2, ハガキアート（クラフトパンチとマジックやクレヨンなどを使って可愛く描けます）
3, バルーンアート（ポケモンのブレスレットなどをバルーンで作ります。子供たちが腕に付けたり、持ち歩き会場が明るくなります）

◆ワークショップ
・写真入りキーホルダー（1個800円）
・ハガキアート（参加費300円）
・バルーンアート（100～300円）

（公財）
日本釣振興会

両日

２０１３年４月に江ノ島の湘南港で実施した海底清掃で引き揚げられた釣具を含めたゴミの展示

◆展示のみ

ピア・ハート・コミュニ
マインドアップセラピー体験
ケーションズ

両日

こころとコミュニケーションを大切にしたメンタルサポートを行っています。ひとりひとりの日常生活に活力とうるおいを与え、笑顔の毎日を過ごせるよう
に。。。こころのご相談はもちろんのこと、こころが元気になるワークショップやセラピーなど。。。マインドアップナビゲーターとして活動しています。

◆ワークショップ （材料費込み、材料がなくなり次第終了）
・フワフワのびのびねんど制作など ５００円～

J&Kデザイン・ファクト
（仮）革小物ワークショップ
リー

30日のみ

革アクセサリー作りの体験を通して、ものづくりの楽しさ、面白さ、喜びを味わえること、そして、家族や恋人同士が笑顔になれる時間をご提供できたらと
思っています。１回、所要時間は30分程度。作成内容は革製の指輪、ブレスレット、ストラップ、キーホルダー作るワークショップです。

◆ワークショップ
材料代（５００円〜）

海底からのゴミ

FabLabKannai

モノココロ

両日

atelier ouvrage＆
ハワイアンキルトキットリララ

両日

「手しごとを通して人とつながる」をコンセプトに石川町の古民家アトリエで手づくり講座や手づくり雑貨販売をしています。
今回は気軽にチャレンジしていただける1コインワークショップと手づくり雑貨の紹介販売。
ワークショップはマグカップへの絵付け（お子様から大人まで簡単に楽しめます）と同じく簡単に楽しんでいただけるブレスレット作り。
手づくり雑貨は手づくり講座にご興味を持っていただけるものをご用意。

５秒で簡単！
スタンピングネイルアートと、
カワイイ雑貨のKuusen

両日

◆無料体験
５秒で簡単ッ！！セルフネイルアートの決定版！スタンピングネイルを『無料』でお試し頂けます！アメリカ、ヨーロッパを中心に、世界120カ国に愛される、
・スタンピングネイル
コナド スタンピングネイルアートが、ついに横浜に上陸！！Webには動画もございますので、是非ご覧ください！ 「めざましテレビ」にも紹介して頂きまし
◆販売
た。（横浜での販売はKuusenだけ！） スタンピングネイルアートの他、カワイイ雑貨もご用意させていただいております。
スタンピングネイルセット\2583～、雑貨類\500～

３Dプリンタで遊ぼう

両日

2013年8月、関内にオープンしたものづくりの市民工房であるFabLabKannaiでは、毎週末、レーザーカッターや３Dプリンタなどを活用したデジタルファブリ
ケーションに取り組んでいます。今回はそこでの活動を紹介するとともに、会員が製作した作品の展示、販売、ワークショップなどを行いたいと思います。

◆ワークショップ
レーザーカッターや３Dプリンタなどを用いた作品製作
100円～1000円程度

両日

私たちは、金属や木、布など、素材を活かした作品の制作を得意分野としています。
鉄桟橋が金属で作られているというところに着目し、私たちの長所と合わせワークショップのテーマを「金属造形」としました。
ワークショップ内容は、こちらで用意した木の型に、電熱器で熱して溶かした錫（２３０℃）をお玉ですくって流し込んでいきます。出来た錫にストラップ用の
穴を開けて、好きな色の金具を取り付け完成です。
普段の生活ではあまり体験する機会のない鋳金という技法を通して、ものを作る楽しさを感じていただきたいです。

◆ワークショップ
鋳金ストラップ制作 参加費：５００円（予定）
使用工具：電熱器、鍋、お玉、ドリル盤、金槌、彫刻刀、金ヤスリ
使用素材：錫、MDF、ストラップ金具
所要時間：一回３０分 一回につき５人迄

足つぼフットマッサージ（１０分）、整体（１０分）、写真教室（フォトグラファーによる写真の撮り方アドバイス）、スクラップブッキング教室
（他・販売）手作りベビーグッズ、スクラップブッキングカード、小物、布雑貨、アクセサリー
＊子育て中ママの活気ある街づくり 神奈川区を中心に活動中

◆ワークショップ
・教室 整体 足つぼ ５００円～
◆販売 ３８０円～

高知県の四万十川流域から生まれ、海外でも大絶賛されている「しまんと新聞ばっぐ」読み終えた新聞とのりだけで新しいカタチをつくる。
日本人の美意識「モッタイナイ」と「おりがみの手わざ」が融合した機能的で美しいバッグです。 ちょっとエコで、とってもアートな「しまんと新聞ばっぐ」を作
るワークショップ。新聞の読み方が変わります！ 対 象：中学生以上（小学生以下のお子様は保護者の方と一緒にご参加ください）

◆ワークショップ
・小ばっぐ制作 参加費：５００円
◆販売
小ばっぐ＠200円〜大ばっぐ＠500円

29日のみ

クラフトクッカーAは自作のソーラークッカーです。材料をこちらで準備し、当日つくってもらい、家で、実験をしてもらいます。

◆ワークショップ
・クラフトクッカー制作 １個３５０円
実験、試食込み

羊毛刺繍のワークショップです。 刺繍をしたら、バッジに仕上げます。所要時間は平均４５分ほどです。
図案をご用意していますので、小学校３年生ぐらいから参加できます。
カラフルな羊毛をご用意しておりますので、ご自身の描きたいものを、自由に刺繍していただくことも可能です。
なお、使用されたニードル（専用針）とスポンジマットは、お持ち帰りいただけます。 作家が制作した作品も販売いたします。

◆ワークショップ １５００円
◆販売
ニードルフェルト商品 小物６００円～８００円
人形１０００円～２０００円、装飾品～３０００円

鋳金でストラップをつくろう！

W22

地区わJOB

W23

しまんと新聞ばっぐイ しまんと新聞ばっぐ
ンストラクター
ワークショップ

子育てHAHAの好きを仕事に！ 29日のみ

両日

大さん橋プロジェクト

ソーラークッキング友 災害時にも使える簡易
の会横浜ジャパン
ソーラークッカーを作ろう！

◆ワークショップ
1コイン500円 （マグカップ絵付け・ブレスレット制作など）
◆販売
手づくり雑貨100円～5000円程度

らしゃ亭

みんなで羊毛刺繍をしてみよう

30日のみ

よこはま
ラム推進委員会

バーテンダー体験ワークショップ

両日

毎年ヨコハマラムフェスティバルを主催している「よこはまラム推進委員会」のメンバーによる、バーテンダー体験のワークショップです。
美味しいモヒートのコツや、シェイカーを使ってダイキリなどの作り方をお教えします！もちろん作っていただいたカクテルはお飲みいただけます。
カクテルがお飲みになりたい方も是非、ご自身でお試しになってください。

◆ワークショップ
500円均一 （モヒート・ダイキリなど）
◆ワークショップ
八宝茶500円 中国茶500円
◆販売
八宝茶500円 中国茶500円

香港路

香港路的！中国茶

両日

中国茶の販売、テイクアウト。手作りアクセサリーの販売。中国茶は、その場でブレンド八宝茶！中国茶をその場で、テイクアウト用のカップに入れてお湯
を注ぎ足しで飲んでいただくスタイル。又一回5～6名程度での茶器を使って中国茶をいれてみよう！のような、気軽に、簡単に中国茶を楽しんでいただきた
いので、簡単な茶器の使い方を教えながらのワークショップ（講座）を開催します。
コンセプト：香港路とは、香港にはたくさんの路地があり、その路地はそれぞれいろんな顔をもつ。いろんな方向や目線でシノアな世界を探す！

T2

チーム歩いて
楽しく防災訓練

歩いて楽しく防災訓練

両日

横浜オープンデータデイのハッカソンで結成したチームです。ハッカソンで作成した「歩いて楽しく防災訓練」は最優秀賞を頂きましたが、その内容と現時点
◆展示のみ
のシステムを紹介します。

T3

西沢 千晶
フォトオフィス

ヨコハマ・トワイライト

両日

横浜の夜景の写真展。横浜は開港150年を超えた歴史ある港街であると同時に、近未来的な最先端の都市でもあります。それら新旧の建造物が違和感
なく融和した魅力的な横浜港周辺の、夕刻から夜に至るトワイライト・タイムを写しました。

W26

～横浜港大桟橋周辺の夕景・夜景～

出展日

出展内容

－楽しく、美しく、さらに効果的に歩いて
みませんか－

両日

“あなたもノルディックウォークに挑戦してしてみませんか。”
ポールを使うので最初は「杖」のようだなどの抵抗もありましたが、一度体験してみたら、参加者は皆なんて楽しいウォーキングだろうと高齢者が“はまっ
て”います。老人クラブというとお掃除と、ゲートボールというイメージがあるかもしれませんが、こんなことにも取り組んでいます。当日は、参加者の皆さん
に呼び掛けてノルディックウォークの体験をしてもらいます。 高齢者に限らず、老いも若きもぜひご参加ください。
ここで体験をしてそのあと続けたいと思った人たちにはそのあとも体験ができるよう説明します。
“自分のための健康、仲間のための友愛、地域のための奉仕”を合言葉に活動してます。

両日

ARによる都市デザインの方法と内容を紹介します。古地図ガリバーマップARとAR街歩きと連動した企画です。

ミニノルディックウォーク大会

S2

東京都市大学
上野研、岡部研

横浜の拡張現実的なデザイン

S2

しでんの学校

横浜市電のデジタルアーカイブ
30日のみ
「しでんちゃん横浜プロジェクト」

S3

大さん橋120プロジェ 大さん橋の魅力を
クト
ARで楽しもう！

◆ H1 ～ H11
No.

H1
(30日)

H2
(30日)

H3
H4

団体名

両日

設定料金など

◆体験無料

◆体験無料

しでんちゃん横浜プロジェクトは、昭和４７年に廃止された路面電車・横浜市電に注目し、当時の写真を公募し、スキャンし、デジタル化し、アーカイブしてい
ます。写真に写っている風景はいまはどうなっているのかを、フィールドワークし確認、当時と今の風景の対比を、Googleマップ・Googleアースなどの地図
◆展示のみ
と結びつけ、公開します。フィールドワークによって確認した、当時のころから残る、横浜市認定歴史的建造物や、モニュメント、元気な商店街などを、横浜
市電の写真をみながら、結びつけるまち歩きツアー・地元観光の開発を考えています。

◆展示と写真販売

よこはま鉄桟橋フェスタ2014開催に際し、大さん橋120プロジェクトを結成。横浜市立中央図書館等のオープンデータ（今回は絵葉書と錦絵）を活用し、AR
◆展示、体験無料
による「大さん橋」周辺の魅力を古地図ガリバーマップARとAR街歩きで体感する企画です。過去と現在を旅しましょう。
◆販売
※AR＝拡張現実（かくちょうげんじつ）
絵葉書（市立図書館）の紹介と販売
現実の環境にITを使って新しい情報を提供する

販売ブース
タイトル

出展日

出展内容

設定料金など

スートゥ SΦ t

ハンドメイド（カバン、ヘアアクセ
30日のみ
サリー、マスクなど）

★ビーズのヘアゴム＆ネックレス
★ｗガーゼマスク
★輸入生地やハンプ、革で作った小物やバッグ
★雑貨（タオル・クッションカバーなど）
思わず「かわいい～」と言ってもらえるような商品作りを目指しています。

Flowers

カラーセラピー＆パワーピアス
（耳つぼシール）

カラーセラピーとは、占いではなく色彩心理に基づいたカウンセリングツールです。 １４本のカラーボトルの中から選んだ色の意味を知ることで自分自身
の心の気付きになります。 カラーボトルを３本選んで頂き、自分の内面、外面、なりたい自分がわかる自分自身を知るセッションと、 カラーボトルを４本選
んで頂き、悩み事に対する過去の気持ち、現在の気持ち、未来の気持ちがわかるという ２種類のセッションから一つを選んで頂きます。
また、今一番気になる色はあなたを応援するヒーリングカラーです。 ヒーリングカラーで理想の自分に一歩近づきませんか？ パワーピアスは、耳を華や
かに彩りながら「耳つぼ」を利用した健康法です。カラーセラピーとセットで行うことで、ヒーリングカラーをパワーピアスとして身につけて心と身体の健康に
働きかけます。

◆ワークショップ
カラーセラピー ２０分 1,000円
◆販売
パワーピアス １粒 ５００円

アトリエゑん

天然素材と手ぬぐいで作ったお
両日
洋服販売

麻、晒しなどの天然素材や注染手ぬぐいなど優しい素材で、プルオーバーや子ども服を着心地よく仕立ててご提供させてもらいます。

◆販売
手ぬぐい赤ちゃんチュニック ￥２３００
晒しプルオーバー ￥３９００

◆販売
nmaa:
子ども用ヘアクリップ 800円 ～ 1200円
inink:
T-shirt 3,800円 ～ 4,800円

30日のみ

◆販売
ヘアゴム各種￥６００～
雑貨￥１００～
ガーゼマスク￥４００～
バッグ￥１２００～

H5

nmaa / inink

nmaa / inink

両日

nmaa:
女の子のおしゃれを応援！ いつもの服装にプラスするだけでオシャレ度をアップ。子供の柔らかい髪にも負担が少ない、軽量でカラフルな髪飾り。シンプ
ルに髪飾りひとつで子供の魅力をもっと引き出してみませんか？ もちろん、大人の女性にもご使用いただけます。
inink:
inink（インインク）はTシャツを遊ぶ事をコンセプトにしたTシャツ専門のブランド 。日常生活で感じるさりげない衝撃をシンプルでいてユニークに表現。透明
ポケットにアイテムを入れて遊ぶ「ポケット遊びシリーズ」、反射板を採用する事で絵の一部に光を取り入れた「反射遊びシリーズ」、そしてウレタン樹脂をつ
かって立体的なデザインを取り入れた「液体遊びシリーズ」の三シリーズ。おきにいりのアイテムをファッションに取り入れたり、光を受けて躍動する絵を楽
しんだり、飛び出すデザインを楽しんだり… inink Tシャツを着てあらたな遊びを見つけに行こう！

H6

Yummy Yummy*
BAZAR

Yummy Yummy*BAZARの
ハンドメイド雑貨

両日

横浜市神奈川区で活動する地元密着ハンドメイドグループYummy Yummy*BAZARです。「地元密着」と「全品1,000円以内！」をコンセプトに2010年春より
神奈川区を中心に活動して参りましたが、今年度いっぱいで約4年間の活動を終了することになりました。つまり今回の文化祭が最後の出展になります！
◆販売
今回は地元神奈川区を飛び出しますが、これからのメンバーの個々の活動の船出を記念して、参加させていただきました。バッグ・ポーチ・ヘアアクセサ
布雑貨・アクセサリー・ぬいぐるみなど、全品1000円以内です。
リーなどの布雑貨、消しゴムはんこ、ピアス・ネックレス・ブレスレットなど天然石のアクセサリー、カラフルなぬいぐるみなど、バラエティに富んだ作品をご
用意してみなさまのご来店をお待ちしております。

H7

ALL AROUND YOU

エスニックからアメカジまで
すてふぁん＆のえるのお店

両日

エスニックからアメカジまでジャンルにとらわれず、すてふぁん＆のえるが直接目で見て手で触ってチョイスした商品を取り揃えたセレクトショップです。
また、ヨガウエアとして使えるガウチョパンツや中国茶のお席にも使えるタイパンツなど取り揃えております。

H8

ステレオモルフォ3D
ステレオモルフォ3D
工房 (株式会社キラ －横浜で生まれた新方式3Dビュア図研究所内)

両日

ステレオモルフォ3D(TM)とは代表者(吉良雅貴)が考案した高品質な3Dビュアーです。事業母体は株式会社キラ図研究所として 横浜市内で映像技術研
究・開発の事業をしています。代表者は3D写真家でもあり、横浜で多くの立体写真を撮っています。
◆販売
ステレオモルフォ3Dの特徴は、折畳み式の湾曲スクリーン面を備えた3Dビュアーであることと、立体視画像に独自の画像処理を施してあり、立体視特有の
ステレオモルフォ3D
眼のイライラ感を低減し見やすい、奥行きが深く再現できる、立体像が鮮明などの特徴があります。 湾曲スクリーンのスマホ(サムスンからでている)で
実現できますが、紙と写真とレンズで、あえてアナログの装置(観光グッズ)として実現しました。多数の横浜に関する3Dコンテンツを展示販売します。

H9

ＮＰＯ法人楽竹会

:コミュニテイビジネスへの挑戦

両日

① ＮＰＯ法人楽竹会 竹炭・竹酢液・竹工芸・ムクロジ工芸
② ホタルの里山実行委員会 ムクロジ工芸
③ 神奈川ひょうたん会 ひょうたん工芸
竹材料は全て、近隣の荒廃竹林の整備作業の際に発生した間伐竹を使用しています。
註：神奈川県 平成２５年度もり・みず市民事業支援補助金事業として取り組んでいます。

H10

一般社団法人
LOVE for Nippon

LOVE for Nippon

両日

震災直後より「出来ることは全てやる」と多くのアクションを行ってきた団体です。いつの日かお互いがありがとうと言い合える絆を一つ一つ紡いでいきたい 山元キャンドル、毎月月命日に作るキャンドル3900円。被災地
と活動を続けています。今起きている事に対して今しかできないことをおこなっています。被災地のお母様達、仮設に今も暮らす人達と共に作る商品を是非 のお母様達に売り上げが還元されるイチゴタワシ500円。トート
手にとって頂きたいです。
バッグ1200円。等々。

H11

キッズライフエンター
似顔絵コーナー
テイメント

両日

今この瞬間の記憶をプロの画家が絵にして、ずっと思い出に残る絵を描きます。

◆体験無料

◆ワークショップ
ランヤードはアメリカやハワイではおじいちゃん、おばあちゃん世代から受け継がれてきたクラフトです。たくさんの色があるのでビーズを使ったり編み方を
・キーホルダー 500円
かえるだけで色々な作品が作れます。
・ブレスレット 1,000円
今回は夏の肌を出す季節に向けてカラフルなブレスレットを作ります。
◆販売
ウオータープルーフですのでプールや海でも安心してお使いいただけます。
ランヤードの材料やパーツ

Kuusen

W25

こんなことやってみたい！が集合。普段体験できないあんなこと♥こんなことにチャレンジしてください！作品は世界に ひとつだけのオリジナルです。

海洋ごみ問題をテーマに、25年にわたって取り組んできたNGOです。景観を汚すだけではない、海のごみ問題の現状を、写真パネルの展示により広くお知
◆展示のみ
らせしたいと考えています。また、4月には全国一斉のクリーンアップキャンペーンを予定しており、各地からの参加団体を募集しています。

W19

W24

両日

◆ワークショップ 500円～
◆販売
天然石ブレス・ピアスなど1,000円～
アロマブレンドオイル1,500円～

両日

atelier ouvrage＆
ハワイアンキルト
キットリララ

(30日)

◆ワークショップ
・ガーランド ５００円（５０cm）
・シュシュ １０００円
・キャンドル １０００円

一般社団法人JEAN 美しい海をこどもたちへ

W17
W18

W24

素焼きされた陶器に下絵具で絵付けします。粘土を触らないので汚れず、簡単にたった一つのオリジナル作品をつくることができます。今回は、ワンちゃん ◆ワークショップ
ネコちゃんプレートや食器を用意しています。紙に描くのと異なり、陶器は実際に使うことができるのが魅力です。絵付け後は釉薬をかけて本焼きしますの
・丸皿、ワンちゃん、ネコちゃんプレート
で1か月半位後、郵送でのお渡しとなります。
\1500前後 他\1200～ など

横浜港には 多くの生き物が生息しており、その生きものを展示し 来場者に気軽に触れていただこうとおもいます。展示は 水槽90cmｘ3個、 タッチプー
ル2個を用意し タッチプールには ヒトデなどを入れ、来場者に触れていただきます。

横浜港の豊かな生きものたち

ハワイアンクラフトランヤードWS

(29日)

◆ワークショップ 参加費：100円
◆販売
ブレインエデュケーション体験セット：1000円

両日

海をつくる会

Rainbow Shower

W21

◆ワークショップ
無料体験～ヒーリング10分500円、20分1000円
○マグネティック瞑想用「マグネット」販売：500円～
○ヒーリングパワーカード販売：500円、書籍販売等

◆KAIE
ハギレを使ったワークショップ（ガーランドとシュシュの２種類）カラフルなハギレの中から好きな素材・色をセレクト！
ヘアゴムや毛糸に結びつけて、オリジナルアイテムを作ります。
◆CANDLAND
大豆を原料とした大豆ワックスを使い、小枝のようなミニキャンドルを作るワークショップ。溶かしたワックスの中に、芯をつけては出して、つけては出し
て・・・ 少しずつキャンドルの形が出来上がっていきます。 最後にデコレーションして、オリジナルキャンドルを作り上げましょう。

キャンドルと手作りアクセサリー 30日のみ

W16

W20

29日のみ

協力：（一社）全日本
ノルディックウォーク連盟

タイトル

◆ワークショップ 1回 1500円

◆ワークショップ
北鎌倉、緑の谷戸に囲まれた築約75年の古民家シェアアトリエハウス「たからの庭」。 ものづくり、からだづくり、また自分時間を楽しむ人々が訪れる空間
・苔玉づくり/消しゴムハンコ/ポンポンアクセサリです。 たからの庭を拠点に活動する作家たちによる"苔玉つくり"・"ニットアクセサリーづくり"・"消しゴムはんこづくり"ワークショップでは、世界にひとつの
【所要時間】各1時間程度 【料金】500円～2000円
自分だけの作品をおつくりいただけます。
◆販売
その他、作家の作品販売、オリジナルキャラクターグッズ、発売以来大人気のくるみ入りスモークチーズ、創作和菓子をご用意して、皆さまのお越しをお待
手づくりアクセサリー、ニット小物、布小物、オリジナルステーショ
ちしています。
ナリー、焼き物など。スモークチーズ、和菓子など

(29日)

団体名
横浜市
老人クラブ連合会

◆販売
ピアス イヤリング 販売価格 : \500～
サバーイタイパンツ 販売価格 : ￥2,625
スマホジャケット（ｉＰｈｏｎｅ５用） 販売価格 : ￥2,100
その他春冬物セール品あり

1個 700円～800円(税別)

◆販売
竹酢液：４００円/１本
ムクロジ工芸２００円/１個
ひょうたん工芸４００円/１個

◆販売
1500円～

◆ F1 ～ F9 飲食販売ブース
No.

団体名

タイトル

出展日

出展内容

設定料金など

F1
F2

地恵地楽

地恵地楽マルシェ

両日

・美濃屋あられ製造本舗 横浜のあられ各種 200円
・旅するコンフィチュール ジャム各種 650円
・まめクッキー クッキー各種 250円
・今井かまぼこ さつまあげ 550円
横浜地元の美味しいもの、こだわりの商品をご用意します。 また、フードでは横浜発祥であるナポリタンをナポリタンあられの美濃屋あられ製造本舗が、 ・横浜醤油 醤油 160円、たまごかけごはん醤油 200円、つゆ
地場食材で作った焼き餃子をど根性ホルモンが提供致します。
1050円等
・岩井の胡麻油 金口 胡麻油 380円、横濱胡麻辣油 480円、
◆予定商品
黒胡麻油 800円／
美濃屋あられ製造本舗 横浜のあられ各種、旅するコンフィチュール ジャム各種、まめクッキー クッキー各種、今井かまぼこ さつまあげ、横浜醤油 醤 ・横濱屋本舗 清水屋ケチャップ 500円、トマトソース 520円、
油、ソース、つゆ等、岩井の胡麻油 胡麻油、辣油、横濱屋本舗 清水屋ケチャップ、トマトソース、横濱のスパゲッティ、濱楽 横濱かりんとう・本黒糖、日 横濱のスパゲッティ 420円
総ぴゅあ ハーブティー、ふらんすやま ふらんすやまぽてと、ナポリタン、焼き餃子
・濱楽 横濱かりんとう・本黒糖 550円
・日総ぴゅあ ハーブティー 700円・800円
・ふらんすやま ふらんすやまぽてと 210円
・ナポリタン 500円
・焼き餃子 400円

F3

アクイラ・ウォランス

横浜の新しい名物
AQUILA VOLANSの
『横浜旨辛オイル』

両日

横浜の新しい名物・お土産に！
横浜スタジアム前にあるレストラン『ＡＱＵＩＬＡ ＶＯＬＡＮＳ』の自家製旨辛オイル。オリーブオイル・にんにく・鷹の爪・バジルを主原料として、素材の旨みを ◆販売
じっくりと引き出し隠し味を加えて仕上げました このオイルは、パン・ご飯・パスタ・ピザ・は勿論、お豆腐やお餅、鍋・ラーメン・うどん等、どんなお料理にも 『横浜旨辛オイル』 ６３０円（税込）
かけるだけで美味しさ倍増、やみつきになります。

F4

勝烈庵

50食限定勝烈サンド

両日

ご存知横浜の銘店、サックリ揚げたカツを、秘伝のたれで味付けし、さっと食べられるサンドになっています。

◆販売
カツサンド１日５０食限定 1,000円

飛田農園

湯河原のオススメ
（農園で採れた柑橘類）
&自家製オイル

29日のみ

①飛田柑橘園の季彩オイル・・・オリーブオイルをベースにした、フレーバーオイル（香味食用油）です。 飛田柑橘園で収穫した季節の素材から「香り」を
抽出しました。素材の風味を 食卓に加えると新しい彩が広がります。 おすすめは「バジル×柑橘or果物」「ごはん×フレーバーオイル」などなど。
②柚子レモン胡椒 湯河原温泉にある「ホテル東横」の料理長が監修しました。湯河原産の柚子・レモンのｋ皮と果汁を使用した、柑橘胡椒です。「湯河原
の素材」をお楽しみください。
③飛田柑橘園の果物（味がのったもの） イヨカン・ポンカン、キヨミ、ネーブルなどなど 湯河原の気候、環境で育てた柑橘をお届けします。海に面した畑
なので太陽の光をイッパイ受けて育っています。柑橘をお楽しみいただけます。 スーパーでは味わえない 直売の味をお楽しみください。

◆販売
①飛田柑橘園の季彩オイル 一律1本700円
②ユズレモン胡椒 500円
③柑橘各種200円から300円
（在庫次第で無くなる可能性があります。）

ＮＰＯ法人未来塾

三陸からのおいしい魚

30日のみ

コンセプトは、 新しい学びと出会いの場づくり
目的は多様な活動団体、個人との出会いで新たなつながりを期待
展示は魚の販売と 主な教室の紹介（パンフレット、作品、）

◆販売
魚乾物パック1000円

両日

OG Style は、カナダを本社とするオルガノゴールドのコーヒーを扱う、独立代理店がゆるやかにつながっているチームです。
オルガノゴールドは手軽に飲めて、しかも美味しくて質のよいインスタントコーヒーを世界35カ国に流通。オルガノゴールドの製品には、すべて有機認証を
うけた霊芝が配合されているので、健康的なコーヒーとなっています。また、製品はすべてハラルマークがついているなど、多様な文化の人に受け入れら
れる製品づくりを心がけているメーカーです。ブラック、ラテ、モカ、ホットチョコレート、グリーンティーの５種類のコーヒーとお茶があります。
私たち OG Styleチームの活動の本質は、この製品を広く流通させることを通して、時間と場所と経済的に自由な立場で社会のために活動ができる独立事
業主を生み、育てることです。
普段は箱入りで提供しているこうした想いのこもった健康的なコーヒーを、今回はお求めやすいように、小さなパッケージにして提供します。ちょうど季節的
に歓送迎のシーズンでもあるので、そういった場面でギフトとして使えるようなセットも用意いたします。

◆販売
OG ブラック、ラテ、グリーンティー 各300円
OGホットチョコレート、カフェモカ 各300円
OG ギフトパック 1,000円
（ブラック、ラテ、モカ、ホットチョコレート、グリーンティー各１袋）

◆販売
・どんぐり煎餅250円 ・どんぐり麺420円 ・どんぐり茶500円
・どんぐり焼きドーナツ210円 ・どんぐりカリンドー250円
・どんぐりはちみつクッキー320円
・ＨＡＭＡＣＨＩＫＩジャーキー300円

◆販売
1本￥５００前後
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(29日)

F6
(30日)
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OG Style

想いをつなぐコーヒー屋

F8

株式会社まちふく

えっ？どんぐり？
食べられるんです！

両日

全国でも珍しい「どんぐり（マテバシイ）」を使った食品を扱っています。マテバシイはあくがなく、苦みも少なく食に適しています。
秋にはどんぐりがたくさん採れるが殆どがゴミあつかいされています。そのどんぐりを有効利用し食料自給率アップにもつなげたいと考えています。
縄文人が食した自然の恵み「どんぐり（マテバシイ）」の栄養成分は素晴らしいです。骨や歯を作るカルシウム、マグネシウムが豊富でバランスよく摂取で
きます。ビタミンＣも豊富です。ヨーロッパ諸国では結婚を考えている若者は「どんぐりの苗木」を植えなくてはいけない法律があったそうです。また、どんぐ
りは「粉が実る木」として重要な主食でした。
障がいを抱えているメンバーが収穫から販売まで心をこめて作業しています。 株式会社まちふくは一人でも多くの障がい者の方に自立して頂くために真
剣に頑張る会社です。コンセプトは、どんぐり事業で障がい者を元気に！利用されていない全国のどんぐりを通じて全国の障がい者のみなさんを繋げま
す。

F9

鯖寅果実酒店

自然派ワイン販売

30日のみ

今回のコンセプトは、「お気楽ワイン」。まだまだ飲みなれない方も多いワインなので、ワンコインで気軽に飲めるスタイルで販売します。ワインも様々な国
や品種のものを用意するので、その日に何度訪れても違う味が楽しめるようにします。
スパークリングワイン、シードル、赤ワイン・白ワインなど、各種合わせて１０～２０種類程度を販売予定です。

(30日)

作品等の展示

