
10時30分〜

やまぐちわらんちゃ
★エイサー隊

番匠屋

たこ焼き
ソフトクリーム

各種お問合せは、お電話 または 公式LINEのメッセージにて
お願いいたします。なお、イベント当日のお問い合わせは、お
電話のみとさせていただきます。

✿ イベント出店者・広告スポンサーも随時募集中です✿

【お問合せ先】
『NPO山口ヒメ倶楽部』
TEL：090-7545-1419
（代表）中村 美香

公式LINE

✿ふれあいセンター駐車場
は利用できませんのでご注
意ください。

✿ときわ公園南駐車場とふ
れあいセンターの間にある
公園にキッチンカー／牛乳
パックで帽子作りが出店し
ます🎶

✿お買い回り企画で駐車
券のプレゼントがあります。

【会場】
出店ブース

🚚
🅿【 ときわ公園南駐車場 】

※当日は山ヒメ専用駐車場と
して利用可能になっています。 キッチンカー

& 牛乳パック👒

🄿 出入口

◇ 会場周辺 M A P ◇

※当日ポイント付与をするため、活動量計、アプリ
コースの方はスマホをご持参ください。

※女性向けレッスンの為、男性は入室できません。
※ポイント不要の方も大歓迎です☺

無料 📧

【 共 催 】 宇 部 市 【 後 援 】 宇 部 市 教 育 委 員 会 、 宇 部 日 報 社 、 F M き ら ら

※屋外広場の為、雨天の際は１階
和室での開催を予定しています。

山ヒメイベント第１8弾‼

産後の
ママさんも❣

・牛すじカレー
・唐揚げ
・クリーム

ソーダ
…etc

仮装 または
オレンジ色の物
を身につけて

ご来場された方に
は🍬プレゼント★

女性限定

14時30分〜

長州ハッピースマイル
ときめき隊

14時00分〜

ハピポム

劇団遊覚
（演目：鶴の恩返し）

12時00分〜

STAGE

無料

ウォーターアート🄬
堀川玄太

プロのウォーター
パフォーマンス

14時00分〜14時30分

バルーン
リリース

15時00分〜

キッチンカー

公式LINE登録者限定

★お買い回り企画★

宇部市女性活躍推進サポート事業



❖ハロウィンアロマカップ 1200円
❖ハロウィンランタンボトル 1200円
❖スライムパフェ 800円
ハロウィンアロマカップはお好きな香りを
選んで作れます。

schein

バイカラーに着色したり、シールを封入
して、かわいいハロウィンのキーホル
ダーを作りましょう♬
❖800円

Sweet*Sweets

姿勢の崩れや、身体の不調の原因と言
われる骨盤の歪みを整えませんか？
❖姿勢チェック 無料
❖骨盤調整施術

1,000円(20分) 

美容カイロカイロプラクティック杏樹

多種類のビーズで個性的なアクセサ
リーや小物を作成しています。
お気に入りの１つになる
作品を見つけにいらして
下さい。

ルーチェ

キッズデザイン賞やグッドデザイン賞な
ど受賞した「FPウレタン断熱パネル」で
高断熱高気密な身体
にいい家づくりをご提
案します。
女性建築士がお家の
ささいなお悩みの相談
にのります☺

FPの家 よりきち

ハロウィン🎃に向けた、ボディシール・ア
クセサリーや、小物、秋冬アクセサリーの
販売

Froh&SMAKIS-BJ

犬猫柄ポーチなど布小物、ビーズアクセ
サリー、雑貨いっぱい💕
（売上は犬猫保護活動費になります！）
🐶😺里親募集、ボランティア募集の紹介
もあります❣

aoitori雑貨店

可愛いハロウィンをアイシングクッキーで作りません
か♡当日はアイシングクッキー・焼き菓子もお買い
求めいただけます。
◆1,300円
（お一人様1セット）

teku.teku._ｱｲｼﾝｸﾞｸｯｷｰ・練り切り教室

１０月16日（日）
山ヒメ出店ブース

10時▶15時

無料 …無料ブース

…山ヒメ初出店

…当日予約表があります

随時 …随時開催しています

…事前予約が可能です📧

📧

ハロウィン🎃
レジンキーホルダー

ハロウィンワークショップ 美姿勢チェック&体験

ハンドメイド
アクセサリー 小物

よりきちのお家🏡相談
ボディシール・ハンドメイ
ド小物、アクセサリー

ご来場をお待ちしています♪ ※次回の開催は 2023年夏休み を予定しています！

ハンドメイド小物

アイシングクッキー作り
体験・販売

超音波機器を使ったリンパケア
服の上から出来ます♡
❖肩こり・腰痛・便秘の改善
１回1,000円

(約20分)

Ｍ☆you

新作のクラフトバンドかご…そしていつ
もの工作をハロウィン用にチェンジして
楽しもう。世界に１つだけの工作作っちゃ
お。
❖工作各種 ALL500円

SORATO

SORATO

『かわいいもの』をかわいいお値段で♪
小さいお子さま向けのヘアアクセサリー
から、大人向けの雑貨など、かわいいが
いっぱいです❣
（50えん〜）

かわいいものや

自分史上小顔体験や肩こり首こり、足の
むくみでお困りの方へ。Nagisaにお任
せください♪同店でハンドメイドshopも
日常に彩りを添えるアクセサリー☆
お気に入りの１つが
見つかりますように☺

小顔&脱毛EstheticSalon Nagisa

超音波のリンパエステハロウィン工作部 ハンドメイド雑貨 小顔&浮腫み解消

キラキラぷっくり、プレミアムなアートとハ
ロウィンの手形足形アートが作れます♡
❖額付き1,000円〜 （対象：0歳〜 ）

まるさんかく

片付け方が分からない、出来ないなど、
お片付けに関するなら何でもご相談くだ
さい。

お片付けのプロ エプロンママ

主にリバティ生地を使用した26cmサイ
ズのドール服(レミン・ソラン・メルちゃん)
やキッズ用のヘア
ゴム・ヘアピンなど
を販売します

pucepuce

手形足形アートお片付けお悩み相談
ハンドメイド
ドール服・小物

随時

随時

無料

出店ブース種類 ➡ 体験・相談 ワークショップ 販 売

乳幼児連れの方はもちろん、大人女子もこの機会に自分へのご褒美を♪

🌺 来場者様へご協力のお願いm(__)m🌺
・コロナ対策のため、受付時にご連絡先の記入をお願いします
・自宅での検温（ご家族、お連れの方、全員分お願いします）
・会場内でのマスク着用（マスク不着用の方、37.5℃以上の発熱がある場合は入場不可）
・倦怠感のある人、またはご家族で体調不良のある方は来場をお控え下さい
・ソーシャルディスタンスの充分な確保
・会場の滞在時間は2時間以内でお願いします
・会場内での飲食はご遠慮ください

随時

⚠ イベントでの感染防止対策⚠
❖スタッフ・出店者のマスク着用、手洗い、手指消毒、来場前の検温の徹底
❖会場入口、共用消毒液の設置
❖会場の換気の徹底
❖出店ブースでのソーシャルディスタンスの徹底

山ヒメでは上記の対策をとって運営してまいります。
イベント開催の判断については宇部市の要項に従います。

※コロナ禍での開催なので、最新の情報は instagramでご確認ください。

＠YAMA.HIME2016

無料 随時

<ご予約・お問合せ先>
LINE➡ @tmw2608k無料

聖庵で作陶した作品を低価格で販売い
たします。多肉植物用の鉢を多めに用意
してます。

工房聖庵

工房聖庵の陶器販売

多肉植物と自作のビスマス結晶を販売
します。

もちのいえ

多肉とビスマス販売

📧

<事前予約>
Instagram DMにて

@yo_koko_3710

随時 📧 無料

<事前予約>
LINE➡ @988zdxxx

<ご予約・お問合せ先>
LINE➡@ehi9779l
（※最後は小文字のエル）

📧

随時

体験はカボチャ1枚・おばけ1枚の計2枚♡

Instagramフォローもお願いします♡
@froh.smakis214


