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おんぶ だっこ講座
パパもママもおんぶに挑戦！

子どもと一緒にからだをほぐしたり
抱っこ遊びもします。
講師 石山恭子

げんこつやまプロジェクト・
NPO法人子育て支援グループ amigo理事長

11：00～
参加費：500円

プレーパーク
会場入り口

ワーク
ショップ
受付

10：00 青空DJ：Kenji Hasegawa(Gallery)
10：45 布芝居 なにぬの屋
11：15 入江規夫（民族楽器アーティスト）
11：45 青空DJ：Kenji Hasegawa(Gallery)
12：30 そとあそびトーク＆ライブ
 テーマ：あそび と そだち と 自主保育 

13：30 たこやき八代 エプロンシアター（手あそびうた）
14：00 青空DJ：Kenji Hasegawa(Gallery)
14：30 アフリカンダンス&ドラム アフリカベレベレマ
  Special Thanks  PA：Ma*To (L.T.L.)

音の森TIME TABLE
音の森では、気持ちのいい音楽とDJ、

そして外遊びと子育てのトークセッションがあるよ！
「音」をカラダいっぱい感じて楽しもう！

お願い
自転車は指定の駐輪場に駐輪をお願いします。
園路・周辺道路での駐輪はご遠慮ください。

遊びのひろば
自然の素材や身近にあるもので、こんなに楽しく遊べちゃう！
遊びのヒントがいっぱいのワークショップ。

暮らしのビレッジ
地域のこと、自然環境のこと、楽しくあそびながら、
子育てと暮らしのことをかんがえよう！

いろいろキッチン
食べることは育ちの基本です。
ナチュラル＆オーガニックなおいしいゴハンを召し上がれ！

いのちのがっこう
応急救護や手洗いのワークショップで
健康といのちを守る方法を学ぼう！

赤ちゃんテント

そらまめハウス

赤ちゃん
スペース
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01 マルショウ アリク & 踊るマハラニ荘
02 マシバシイネツルカモのホットチャイ
03 かまいキッチン
04 たこ焼き八代
05 自然農フク木農園
06 自然農のみかん作り オレンジパークファーム
07 Chiquio’s the Killer Munchies
08 チャリンコーヒー
09 気流舎
10 のっく
11 キッチン茶澤
12 フリッツァ専門店  セモア!
13 aminchi
14 2-3-4SHOKUDO × COCOCI
15 ほかほか焼きおにぎり屋さん by プレーパークキャンプささえ隊
16 エビせんやさん by 劇団そら
17 インド料理 スパイスマジック
18 ナマケモノ倶楽部のSlowCoffee
19 rico curry
20 日本茶 いわり

21 間伐材を使った黒板つくりワークショップ
 by ニッセイ緑の財団
22 釘写真立て作りワークショップ by Tree to Green
23 ベーゴマ屋さん by む
24 バードコールをつくろう by 明星学園小学校
25 おやこ写真 by babysphoto Cheri
26 古布でアップサイクルあそび by megure
27 紙芝居「チョコレートのひみつ」とカカオの国のオーナメント作り
 by フェアトレードガーデン世田谷
28 「はっぱかざぐるま」を作ろう！ by みんな電力
29 おんぶ紐のお試し会、キッズヨガ by amigo×WAwrap×Joojoo
30 きらきらスライム by スキスキダイスキ×ねっこぽっこ
31 秋の缶バッジ作り by クゲマスミ
32 お香のmek&jirra
33 シュタイナーの手仕事遊び by なのはな園
34 フェイスペイント by 井上ヤスミチ
35 手作り楽器 by 自然工房 森の民
36 クリスマスリースワークショップ by 100mermaids
37 植木鉢をデコして種を植えよう！ by あそぼあーと研究所
38 紙トンボ by おばちゃんち
39 自然であそぼう！リースづくり by 自主ようちえん ひろば
40 羽根木の生き物になろう！ by 自主保育ピッピの会
41 乳幼児の外遊び・プレーリヤカー by KOPA
42 石花（ロックバランシング）に挑戦しよう！ by 石花会
43 小さな移動式劇場 by ポランの広場
44 シャボン玉オヤジ
45 布芝居 なにぬの屋
46 ダンボールジャングル Powerd by アート引越センター
※プログラムの内容は変更になる場合がございます。

草木染めワークショップ
大人気の草木染めのワークショップ

自分だけの手ぬぐいやトートバッグをつくってみよう！
世田谷公園のシルクスクリーンワークショップでつくったものを

草木染めすることができるよ。

Tシャツ：1,500円／ 1枚 （材料費）
手ぬぐい：600円／ 1枚 （材料費）

トートバッグ：1,000円／ 1枚 （材料費）
シルクスクリーン追加染め：500円円／ 1枚

草木染め協力：自然染め 空間の感触

09

10

11 12 13 14 15 16
17

18

29

30

31

32

42

41
33

34
35 36 37 38 39

40

43 44

45

会場のアチコチで
移動しながらやってます

赤ちゃんテント運営：
おでかけひろば＠あみーご

赤ちゃんスペース運営：
おでかけひろば そらまめハウス

46

ダンボールジャングル
ダンボール提供：
アート引越しセンター

羽根木公園 会場マップ
11/

25

開催時間

10：30～1
4：00

（受付終了
14：00）

樹木ひろば & 丘の上ひろば ＆ 羽根木プレーパーク
2018.11.25 日 10:00-15:00◯

羽根木公園in 

親子で楽しむ外遊び＆子育てフェス

2018

★ ご来場の際は公共交通機関をご利用
 ください。 路上駐車は近隣の迷惑に
 なりますのでご遠慮ください。
★ 自転車は指定の駐輪場に駐輪を
 お願いします。園路・周辺道路での
 駐輪はご遠慮ください。

お願い

地面に
お絵描き




