
2017.4.15  16 10:00～16:00
会場：鳴尾浜臨海公園南地区芝生広場・フラワーガーデン・海づり広場【雨天強風延期】
主催：指定管理者  パークマネジメント鳴尾浜
共催：Petit Cafe aoi tori、ゆるみま商会

協賛：リゾ鳴尾浜（株式会社鳴尾ウォーターワールド）
後援：西宮市役所　土木局　道路公園部　公園緑地課　西宮観光協会
強力：指定管理者  代表構成団体  株式会社日比谷アメニス大阪支店
　　　構成団体  株式会社ハウスビルシステム

西宮の最南端、海の見える芝生広場で
過ごす豊かな1日を。

第4回

●各ワークショップの受付は、各ブースごとに異なります。当日、裏面の芝ふぇす会場MAPにある番号を参考に各ブースでご確認ください。

雨天や強風の場合は、22日（土）・23日（日）に延期します。
土日のいずれか1日が雨、強風の場合は、23日（日）に延期
します。22日（土）・23日（日）も雨、強風の場合は中止と
なります。詳細は右記の表をご覧ください。

●開催の可否についての情報は、公園ホームページの新着情報と芝ふぇすFacebookにご案内します。
●公園ホームページ…http://www.naruohama-park.com　　芝ふぇすFacebook…https://www.facebook.com/naruohama

吹き矢で的当てゲーム吹き矢で的当てゲーム
時　間：10：00～13：00
　　　　13：30～16：00
参加費：300円

ポールに玉を込めて吹くブローライフル
で遊びましょう。景品付き。
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●エヌウォーカー倶楽部

参加費：700円

エコバッグにお手てぺったん、いろんな
お魚を泳がせよう！芝ふぇすのお買い物
にぴったり♪
お手てアート無料体験コーナーもあり。

●ハピネスキッズアート

西宮観光協会
61 72

ステキなぼうし屋さんステキなぼうし屋さん
参加費：ぼうし1つ 200円

画用紙を折り曲げて、帽子をつくります。
ペンや色紙で飾り付けて、出来上がった
ステキなぼうしをかぶって帰れます♪

●武庫川女子大学教育学科 図工ゼミ

73 74 75

78 79

※りぞくん

16日のみ

16日のみ

16日のみ

※6歳以上は海づり広場入場料100円が必要
※開始時間までに海づり広場へ入場してください

◎EWCエコカードスタンプ対象

稚魚を放流しよう稚魚を放流しよう
時　間：11:30開始（受付11:00～）
参加費：無 料

稚魚の放流を通して、魚が安心して暮ら
せる海について考える機会に。

お手伝いキッズ募集お手伝いキッズ募集
受　付：本 部
参加費：無 料 ※1人1回　
芝ふぇすのお手伝いをしてくれる子ども
たちを募集！ゴミひろいやアンケートな
どイベントのサポートをお願いします。

本部 園内クイズラリー園内クイズラリー
受　付：本 部
参加費：無 料 ※1人1回　
鳴尾浜臨海公園南地区には芝生広場だけで
なく、季節の花が咲くフラワーガーデンや
海づり広場、リゾ鳴尾浜があります。園内を
散策してクイズに答えよう！参加賞あり!

本部

16日のみ
石におえかきをしよう！石におえかきをしよう！

参加費：～500円（材料による）

石に絵を描いて自分だけの特別な石を
作ってみませんか？ご参加お待ちして
おります！

●武庫川女子大学「手工芸部」

16日のみ

スラックラインスラックライン
参加費：500円
綱渡りとトランポリンが融合したスポーツ。
お子様の体幹トレーニングや女性のダイエット、
高齢者の介護予防にと老若男女問わずに楽しめ
ます。この春、新しいスポーツにチャレンジし
てみては。日本スラックライン連盟公認のイン
ストラクターが指導にあたります。
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「みやたんのお店」「みやたんのお店」

西宮の魅力を知るなら
こちらまで。
みやたんグッズがいっぱい！
みやたんに会えるかも。

時　間：11:00/13:00/15:00
参加費：無 料

絵本の読み聞かせや手遊びを交えた楽しい
お話し会。自然や草花にちなんだ100冊の
絵本もご用意します。ご家族一緒に芝生の
上で自由に読んでください。

●武庫川女子大学「子どもと絵本同好会」

芝生BOOKS
「絵本の読み聞かせ会」　「絵本の読み聞かせ会」　

みやたん・リゾくんと
遊ぼう！
みやたん・リゾくんと
遊ぼう！

参加費：無 料

10:00～
11:30～
12:50～

みやたん登場
みやたん＆りぞくん撮影会
りぞくんラジオ体操

15日のみ

かけっこ教室かけっこ教室

82

時　間：13:00～13:45（集合12:50）
参加費：無 料
対　象：小学生

リゾ鳴尾浜山本美香が教えるかけっこ教室。
運動会で1番になりたい！
早く走るためのコツを楽しく教えます。　　

●リゾ鳴尾浜

●明石スラックラインコミュニティ

16日のみ

雨天・荒天に伴う開催可否について

15日（土） 16日（日） 22日（土） 23日（日）※●：開催　×：中止または開催なし

15日（土）が雨天や強風の場合
16日（日）が雨天や強風の場合

15日・16日、23日が雨天や強風の場合

× ● × ●

● × × ●

× × ● ×

15日・16日、22日が雨天や強風の場合 × × × ●

15日・16日、両日が雨天や強風の場合 × × ● ●

会場へのアクセス

阪神甲子園駅7番バス乗り場「鳴尾浜」行き乗車、
約20分「リゾ鳴尾浜」バス停下車すぐ
 
国道43号線「鳴尾」交差点から南へ10分

●お問い合わせ
鳴尾浜臨海公園管理事務所     0798-48-9386（9～17時）

海の見える芝生広場で青空
マルシェや様々な体験、音楽など
家族で楽しめるイベントです。
潮風が吹く海辺の芝生で
春を感じながら家族との
思い出づくりに。

※駐車場の台数には限りがあります。公共交通機関での
　お越しをお待ちしております。

ってなに？

最新情報は公園のホームページやFacebookをチェック！　鳴尾浜臨海公園南地区　で検索してください。

1日3部
開催

（無）第 2017011号

（無）第 2017011号

おててぺったん
おさかなエコバッグ
おててぺったん
おさかなエコバッグ

※芝ふぇす開始前のスタート
時　間：9:30～10:30 
参加費：無 料
対　象：小学生以上
ゆっくりとした呼吸を繰り返しなが
らヨガのポーズをします。春の陽光
を感じながら心身のバランスを整え
ましょう！

時  間：14:00～15:00

76 ターボー&ムニエルズターボー&ムニエルズ
15日のみ 16日のみ

春待ちファミリーBAND春待ちファミリーBAND

ラテン音楽等に影響を受けたター
ボー、モダンブルース等を愛する
福井宏明を中心に活動。ターボー
のサイケデリックな世界観と唄声
に、福井のギターが絡み、音の海が
広がる。

時  間：14:00～15:00
六甲にあったライブ喫茶「春待ち
疲れBAND」のマスター澤村重春
と店の常連ミュージシャンで結成
したジャグバンド！楽しい楽器、
耳に焼きつくメロディー達♪
大人も子供も音の嵐のど真ん中！

ライブステージ
77

時  間：12:00～12:40

ヤマトースミスヤマトースミス
15日のみ

西宮生まれ、西宮育ち、1973年
生まれ。地元でゆる～く活動中。
今日もいつでも西宮小唄！
歌って踊って楽に生きましょう！

芝生の上で
親子deヨガ
芝生の上で
親子deヨガ

<鑑賞無料>
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Hima*Ri&meemeeyou
7638.＆ゆきあん
gira*sol（ヒラ＊ソル）
消しごむはんこやAYK
petite chambre
sun-sun 
Zakka Stella
hand made candle dimple
ポニーテール
ちくちく屋
littletree＆mataji
Sister Bear
Ange（アンジュ）
Les jours heureux 
pono（ポノ）
Atelierぱり

レース編みのアクセサリーや付け襟
エコクラフト、布・革小物製品
アクセサリー、布小物、トートバッグ
オリジナルデザインの消しごむはんこ
アクセサリー、ストラップ、ヘアピン
服・布小物・革製品、アクセサリー
カバン、財布、ケース類
キャンドル、ワックスサシュ
りぼんバレッタ、アクセサリー、雑貨
カバン、布小物、ポーチ
アクセサリー
帆布トート、布小物、レッスンバッグ
パスケース、小物入れ、犬服
アクセサリー
ガーデニング木工雑貨、布小物、がま口
布雑貨、編み物小物、アクセサリー
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15日のみ

16日のみ

16日のみ

16日のみ

15日のみ

Ships and anchors
Leathercraft ali
ma-min&nuts
何でもマーケット
クラフトマンエッセンス
willy-nilly
hanauta
Lachura-nunu&mochico&こうめ
Que sera sera
sasa&NAO
collage party
favorier ファヴォリエ
Petit Cafe aoi tori
近畿フルーツ産直センター
コバコベジ

バッグ、幼稚園・学童用品
手縫いの革製品
木工雑貨、アクセサリー
入園・入学グッズ、編み小物
紙・ダンボールのクラフト
通園グッズ、ヘアアクセサリー
アクセサリー、花雑貨、布小物
通園通学グッズ、アクセサリー、バッグ
多肉植物、ガーデン雑貨、木工品
布小物、お魚小物、アクセサリー
布小物、編み小物、入園入学グッズ
アクセサリー、雑貨、服飾雑貨
布小物、アクセサリー
和歌山下津産直の柑橘類
西宮産野菜
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15日のみ

16日のみ

15日のみ

16日のみ

物　販 かわいい雑貨がもりだくさん！

MAP

西宮ママ倶楽部

Yamagoya

niconico marché

こもれ灯

prism*prism

つくらぶひろば＆
OPEN SESAME
N4スタイル

デコパージュサロンand N

ボヌールシュエット

E&M PHOTO@アルバムカフェ

◎布小物、給食袋、マスク、アクセサリー
●フレームデコづくり、スワロデコづくり
◎木工作品、雑貨、植物
●ステンシル体験（植木鉢）
◎アクセサリー、布小物、編み物バッグ
●アロマクラフト、くものボード作り
◎羊毛フェルトの雑貨、アクセサリー
●羊毛フェルトのワークショップ
◎サンキャッチャー、クリスタルガラスのアクセサリー
●虹を持ち運べるストラップを作ろう
◎ペイント雑貨、布小物
●顔を描いてデコろう！鯉のぼりボード
◎バリ島の手づくり生活雑貨、練り香水
●アロマオイルで作るルームフレグランス体験
◎木製品、デコパージュ雑貨
●お花を生けるデコパージュパネル
◎スクラップブッキング、コラージュ
●　　ミニバナー、　　ミニブック
◎フォトフレーム、手作りアルバム
●写真を飾ろうアルバムカフェ、写真撮影

16日のみ

16日のみ

15日のみ

15日 16日

KIRIN　BOX
ママのココロ美
華耳サロン
ハワイアンロミロミ
子ども遊び場（木のおもちゃ）

本物の花で作る「春の絵画」オーナメント
パーソナルカラー・診断
耳つぼアロマ施術
ハワイアンロミロミ
手づくりの木のおもちゃ遊び場
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16日のみ

15日のみ
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teshigoto_mama

ぱんだちゃんの
お名前はんこ
Blumen

feel good

Hagu&hug

◎アクセサリー、小物
●WELCOMEカップ
◎ケーキみたいなお名前はんこ、スタンプ台
●ケーキみたいなお名前はんこを作ろう！
◎ヴィンテージ布小物、外国パーツアクセサリー
●ビーズアクセサリーを作ろう
◎スイーツデコ、布小物、アクセサリー
●スイーツデコ、布小物、アクセサリー
◎ミニ机、イス、調理料ラック、布・革小物
●ビー玉コロコロ
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物　販  &  手作り・体験ブース ◎物販内容 ●手作り体験名

 手作り・体験ブース

▶裏面にもイベントがあるよ！

Petit Cafe aoi tori
フランス地方料理MOMOKA
hanamico
たこ焼きマン福
OCE
ikedaya BBQ style
ドーナツハウスLOOP
（株）福利厚生援護会
すばる福祉会
カッフェRelier
お菓子ふぃーるど
ベーカリレーブ＆ママレーブ
天然飴細工 辰友堂
フルーツアラカルト
リゾ鳴尾浜レストラン

ハッシュドビーフ、パン付スープ、焼き菓子
鹿からあげ、鹿肉赤ワイン煮、プリン
コーヒー、ジュース、ドーナツ
たこ焼き、ソフトドリンク
海老わんたん麺、小龍包
自家製ベーコンと無農薬野菜のサンド
ドーナツ、アンダギー、ドリンク
バーベキュー串、焼きほたて、カレーライス
お好み焼き、パン、クッキー、ドリンク
コーヒー、カフェオレ、いちごココア
タルト、クッキー、ケイク
焼きどーなつ、菓子パン、かつサンド
飴細工の実演販売
ドライフルーツ
焼き鳥、からあげ串、アイスクリーム
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Shamrock Café
Rumble Dish（ランブル ディッシュ）
石窯PIZZA ANTHONY
タコス屋サリー
Café Pitwu
FTBドリームファクトリー
ランチの移動販売 yammy
からあげ川政
天六まんじ酒店
咲たこ

コーヒー、ラテ、ワッフル
ビーフストロガノフ、チキンオムライス
ピッツァ、マルゲリータ、ジェラート
タコス、タコライス、自家製ソーダ
オムライス、チャイ、麻の実クッキー
無添加ソーセージ、ハリラスープ
ロコモコ、ガパオライス、ハーブフランク
絶品塩唐揚、鳥皮煎餅、昭和レトロサンド
地酒、自然派ワイン、クラフトビール、燻製盛り合わせ
京風たこ焼き
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70
7115日のみ

16日のみ

飲　食 キッチンカーはフラワーガーデンです

▶フラワーガーデン
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芝ふぇすご案内

●出展者や出演者は、延期した場合も含めて、
　予告なく変更になる場合があります。
●買い物にはマイバッグをご持参ください。
●芝ふぇす開催日に限り、芝生内へのペット
　の立ち入りはご遠慮ください。但し、犬用
　キャリーバッグや抱きかかえての立ち入り
　は大丈夫です。
●自転車・バイクは駐輪場もしくは、臨時駐輪場
　へお停めください。
●混雑時はボール遊びなどご遠慮ください。
●飲酒運転は厳禁です。ご注意ください。


