
Felice Eterno 

◆アロマクラフトワークショップ◆ 
　　　　　　 

①しっとり保湿ローション 
1500円 

（100ml 所要時間15分程度） 
　乾燥が気になるこの季節、柚子の種　 
　を日本酒に漬け込んだチンキとオー　 
　ガニックローズウォーターを贅沢に 
　使った、保湿と美肌効果たっぷりの　 
　ローションをお作りいただきます。 
　アロマオイルでお好みの香りや効能 
　もプラスして、あなただけのオリジ 
　ナルローションを作りませんか？ 

 

②マスクスプレー 
600円 

（50ml 所要時間 10分程度） 

　マスクにシュッとひとふき、気持 
　ちよくマスクを使って風邪・花粉 
　症対策を。携帯に便利なサイズの 
　スプレーです。 
　手指の消毒やにおいの気になる 
　場所へのスプレーにも。 

◆美癒し◆ 
①耳つぼ 
a.  小顔！リフトアップ体験 600円（5～10分程度） 
b.  イヤーリフレ付お悩みすっきりコース 1500円（20分程度） 
c.  イヤーリフレ（耳ほぐし）のみ　1000円（10分） 
②ハンドトリートメント 
d.  施術のみ　 1000円（20分程度） 
e.  施術＋五行理論のオリジナルオイル作り 2000円 
   ※オイルはお持ち帰りいただけます　（30分程度） 

③カッピング 500円（10分程度）　 
                                            ※①、②との同時施術可能。 

いずれも随時ご参加いただけますが、事前予約も承ります 
feliceeterno1137@gmail.com 

ご予約優先となりますので、ご予定お決まりの方はぜひご予約の上ご来場ください。

＊アロマクラフトWS＆美癒し＊ 
@bananajoes  

2/16（土） 11:00～16:00 
2/19（火） 11:00～16:00 

mailto:feliceeterno1137@gmail.com
mailto:feliceeterno1137@gmail.com


naturalgift 
　　 

レジンアクセサリー 
@bananajoes 
2/20(水) 
2/23(土) 

参加費　¥1500 

①11:00～11:50 （予約優先）
②12:00～12:50（当日受付） 
③13:00～13:50（予約優先） 
④14:00～14:50（当日受付） 
⑤15:00～15:50（予約優先） 

 募集人数 各回3名 
　　     
自然からのギフト  
～木の実・葉っぱ・小花や貝殻～をレ
ジンで閉じこめて、オリジナルアクセサ
リーを作りませんか？ 
 ピアス・イヤリング・ペンダント 
         トップなど！ 

   
　  ●汚れが気になる方はエプロン、 

　　　　  必要な方はメガネ 
　　　　  をお持ちくださいね。 

自然の落し物・・素敵な～ナチュラルギフト～を揃えてお待ちしています 
いつもの木の実・貝殻の詰め放題もやります！こちらは予約不要ですので、遊びに来て下さいね    

ご予約・お問合せは 
インスタDM  https://www.instagram.com/naturalgift_39/ 

までお願いします 

ご注意 
自然の植物を使います。アレルギーなどある方はご考慮下さい。
レジンにもアレルギー反応が出る方がいます。作業中に異変を
感じたら、速やかに中止して下さい。 
ピアス・イヤリングの金具にこだわりのある方は、ご持参下さ
い。 
ペンダントのチェーンはつきません。お好みのものをご持参い
ただくか、トップパーツのみの制作になります。



  S.F.woodworks 
＊ストリングアート＊ 

           
 

　　　　　　　※未就学児～小学校低学年のお子様は保護者の方とご一緒にお願いします。 

 

ご予約優先とさせて頂きます。 
参加希望の方は、インスタDM https://www.instagram.com/s.f.woodworks/ 
                     FBのDM     https://www.facebook.com/s.f.woodworks/ 

宛に日時・時間(番号)・お名前・参加人数をお知らせください。 
＊当日、お席に空きがございましたら飛び入り参加可能です

2/15(金) 
@bananajoes 各3名 
 ①10:00～11:00 
②11:00～12:00 
③12:00～13:00 

2/16(土) 
 @高木ふれあい荘 各4名 

①11:00～12:00 
②12:00～13:00  

●参加費…500円～ 
(一輪挿し 500円～   

タツノオトシゴ 1500円～等） 
 ● 所要時間…約30分～1時間 

(一輪挿し約30分 ・ 
 タツノオトシゴ約1時間 等) 

釘に糸を巻いていく“ストリングアート”。お好きなデザインに好きな
カラーの糸を自由に巻いて、自分だけのオリジナルアートボードを 
作りませんか？ 
今回はお子様も楽しんで頂けるように、あらかじめ釘を打ってあり
ます。 

https://www.facebook.com/s.f.woodworks/
https://www.facebook.com/s.f.woodworks/


　　カルジェルネイル　　flavor 
＊はじめてのセルフネイル＊ 

　道具の使い方からジェルの塗り方まで、ジェルネイル 
基礎。実際にご自身の爪に塗っていきます。 
ラメグラデーションとラテアートのようなハートアート♥
をマスター出来ます。。 

                        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～…～…～…～…～…～…～…～…～…～…～…～… 

              ＊ネイルチップ アート＊ 
                  小さなお子様も参加出来ます 

2/18（月） 
@bananajoes  

¥700 
①11:00～  
②11:30～ 
③12:00～ 
④12:30～ 
⑤13:00～ 
⑥13:30～ 
⑦14:00～ 
⑧14:30～ 
⑨15:00～  
⑩15:30～ 

2/23（土） 
@高木ふれあい荘 

¥700 
①11:00～ 
②11:30～ 
③12:00～ 
④12:30～ 
⑤13:00～ 
⑥13:30～ 
⑦14:00～ 
⑧14:30～ 
⑨15:00～ 
⑩15:30～ 

5本のネイルチップにお好きなアートを。 
ドットやお花やミニオンも！ 
簡単に出来るアートのコツをマスターして下さい。
完成したチップは可愛いboxに入れてお持ち帰りい
ただけます。 

  
ご予約受付中。  インスタDMまたはブログからお願いします 

https://www.instagram.com/miwaflavor/ 
https://ameblo.jp/miwaflavor/entry-12422234167.html 

2/18（月）                      
 @bananajoes  
 ¥1500 
各3名  

                    
①11:00～13:00 
②13:00～15:00     

＊ 大人の方が対象です 

https://ameblo.jp/miwaflavor/entry-12422234167.html
https://ameblo.jp/miwaflavor/entry-12422234167.html


Flower Design leuk
ミモザリースworkshop 

@bananajoes 
2000円 

     
   ～…～…～…～…～…～…～…～…～…～…～…～… 

スワッグworkshop 
@高木ふれあい荘 

1000円 

2/23(土) 
11:00～16:00 
　予約不要です 

お好きな時間にどうぞ 

ドライフラワーを束ねて飾る 
スワッグをつくりませんか？ 
ドライフラワーなのでずっと 
飾っていただけます。 

●小さなお子さまも簡単にできます。 
●スワッグを入れる袋をお持ち下さい 

2/18（月） 
各４名 

①10:00～11:00 
②11:30～12:30  
③13:00～14:00 
④14:30～15:30 

2/19（火） 
各４名 

①10:00～11:00 
②11:30～12:30 

ご予約受付中。  インスタDMへお願いします 
https://www.instagram.com/flowerdesignleuk/ 



studio_tau 
【移動するart☻サドルカバー編み】 

@高木ふれあい荘 
2/16(土)・2/23(土) 
11:00～16:00 
￥1300 

（糸持込の場合￥1000） 
所用3時間 

予約不要の自由参加

@bananajoes 
2/21(木) 

11:00～16:00 
￥1300 

（糸持込の場合￥1000） 
所用3時間 

予約不要の自由参加

鵠沼にプチartの花を咲かせましょう(๑˃ᴗ̵˂ )̵ 

お気に入りの毛糸で編む 
サドルカバーを作ります 

個性的に仕上げて～ 
スイスイと移動して～ 
駐輪すると！ 
「わぁ～可愛い💕 」ッて 
話しかけられちゃいますよ～ 

持ち物 
☻お気に入りの毛糸と針を 
　お持ちくださいね 
☻無い場合 
　毛糸のストックあります 
☻かぎ針をお貸しすることも 
　できます 

インスタ　https://www.instagram.com/studio_tau.art.kugenuma/



Luana (ルアナ) 

＊サンドアート＊ 

@bananajoes 
2/16(土)・2/19(火) 

1200円 
各3名 

①13:00～14:00（予約優先） 
②14:00～15:00（当日受付） 
③15:00～16:00（予約優先） 

所要時間…約１時間 
(ジェルを冷ます時間含む) 

@高木ふれあい荘  
2/23(土) 
1200円 
各3名 

 ①11:00～12:00   (予約優先) 
②12:00～13:00  (当日受付) 
③13:00～14:00  (予約優先) 
④14:00～15:00  (当日受付) 
⑤15:00～16:00  (予約優先) 

所要時間…約１時間 
(ジェルを冷ます時間含む)

色とりどりのカラーサンドを、自由に重ねて、 
オリジナルのサンドアートを作ってみませんか？

キャンドル仕立てにも出来ます。 
インテリア、プレゼントにもお薦めです。 

　＊未就学のお子様も体験できますが、 
　　保護者の方とご一緒にお願いします。 

＊当日、予約優先席に空きがございましたら参加可能です。 
ご予約はインスタグラムDM   https://www.instagram.com/luana_m2018/ 

またはLINE(ID...luana_m2018)まで。 
◎日にちとご希望の時間をお選び下さい 



Marukiyo Sekken
春が待ち遠しいな 

手ごねせっけんWS」 
ハーブナチュラルソープ 又は  

バスソルト作り 

 

@高木ふれあい荘 
2/23(土) 

11:00-16-00 

手ごねせっけん　１つ50g 700円 
      バスソルト　１袋50g 300円           
 (お一人様全部で２つまでとなりま

す。)   
所用時間:30分～１時間程度 
定員:４名  随時受付 
＊予約可能&予約優先 

お子様は幼稚園児以上からママと一緒に作れます♪ 
小学生以上はお一人でも、もちろんママ❤…大人の方のみも大歓迎♪ 
いろんな形のせっけん作っちゃおう♪ 

(ご予約のお客様がいらっしゃった場合は、お待たせしてしまうことが 
  あります。ご了承ください。) 

ご予約は  
インスタDM  https://www.instagram.com/marukiyo.sekken/ 
もしくは、marukiyo.sekken@gmail.com  へお願いいたします 

https://www.instagram.com/marukiyo.sekken/
mailto:marukiyo.sekken@gmail.com
https://www.instagram.com/marukiyo.sekken/
mailto:marukiyo.sekken@gmail.com


anniversary studio 
HAPPYFULL DAY 
アイシングクッキーワークショップ 

@高木ふれあい荘 
2/16(土)  

11:00-16:00 
1500円 
(ラッピング込) 

所要時間：40分～1時間程度 

予約優先ですが、お席が空いていればいつでも
スタートできます。 
ご予約がない場合はお待ちいただくこともある
かもしれませんのでご了承ください。 
＊予約いただいた方には 
　プチギフト(クッキー)付です。

ミモザをテーマに、春らしいアイシングクッキー
セットを作ってみませんか？ 
レッスンではないので、お子様でも簡単にできる
ようにこちらで予め準備します。 
初心者でもお子様でも、ご参加頂けます

ご予約は、お名前・希望のお時間をお知らせください。 
     ・LINE@ ID: @ryz3006a (@も入れてください) 
     ・インスタDM https://www.instagram.com/yuchisuke 



3acorn 
＊ウッドバーニング＊ 

1500円 

 

＠高木ふれあい荘 
2/16(土) 
各3名 

①11：00～11：50 （予約優先） 
②12：00～12：50 （当日受付） 
③13：00～13：50 （予約優先） 
④14：00～14：50 （当日受付） 
⑤15：00～15：50 （予約優先） 

@bananajoes 
2/20(水) 
各3名 

　①11：00～11：50（予約優先） 
　②12：00～12：50（当日受付） 
　③13：00～13：50（予約優先） 
　④14：00～14：50（当日受付） 
　⑤15：00～15：50（予約優先） 

10cm×10cmのプレートにミモザのリースデザインを 
ウッドバーニングします。（花部分はペイント） 

注）電熱ペンを使用するため《中学生以上対象》に 
　　させて頂きます。 

ご予約はインスタDM、またはGmailまでお願いします。日にちとご希望の時間をお選び下さい 
　　　　　　　　　　インスタDM  https://www.instagram.com/3acorn      
　　　　　　　　　　Gmail           3acorn8810@gmail.com 
　　　＊当日、予約優先席に空きがございましたら参加可能です。 ご質問もお気軽にどうぞ♪ 

https://www.instagram.com/3acorn
mailto:3acorn8810@gmail.com
https://www.instagram.com/3acorn
mailto:3acorn8810@gmail.com


宮井商店 

handcraft watch arisa 

 

 
 

 

＠高木ふれあい荘  
2/16(土) 
各3名 

11:00～11:40 
12:00～12:40 
13:00～13:40 
14:00～14:40 
15:00～15:40 

@bananajoes 
2/22(金) 
各3名 

10:00～10:40 
11:00～11:40 
12:00～12:40 
13:00～13:40 
14:00～14:40 
15:00～15:40 

＊真鍮に槌目模様（つちめ)or刻印を入れるバングルを 
　作ります。 
　仕上げにルーターで磨く作業まで行います。 

ご予約はインスタDM、またはGmailへ。 
時間とワークショップの場所をご指定ください 

https://www.instagram.com/handcraftwatcharisa 
miyaishouten.teshigoto@gmail.com 

＊真鍮バングル＊ 
2800円 

所要時間  40分ほど 



子宮インナーセラピスト 

Risa Hiratai
@高木荘   
2/23(土) 
15分1500円 
予約不要 

 

　　　　　　　　　　　　　　　 

タイ古式マッサージ、 
骨盤調整、 

ヘッドマッサージ、 
子宮マッサージ、 
フットマッサージ 

1時間の子宮マッサージをご希望の方は 
ご予約お願いします。 

lisaxlisax@icloud.com まで。 

mailto:lisaxlisax@icloud.com
mailto:lisaxlisax@icloud.com


＊シアバターリップクリーム＊ 
ひび割れや乾燥など悩みが尽きない
唇を、しっとり潤す保湿の王様 
「シアバター」と植物オイル等を 
使ってリップクリームを手作り 
します。カラーパウダーを 
混ぜればほんのり色付き、 
口紅の下地に重ね付けにと、 

万能な高保湿リップクリームです。 

＊アロマスプレー＊  
50mlスプレー容器 

    目的やお好きな精油(香り)を 
選んでいただき、ご自身に 
ピッタリなスプ レーを 
お作りいただけます。 
例)抗菌マスクスプレー 
    安眠ピロースプレー 

    集中力サポートスプレーなど 

＊フルーツバター保湿クリーム＊ 
約20g 

オレンジ、クランベリー、マンゴー
などのフルーツバターと植物オイル
等をブレンドし、カラフルなビタミ
ンカラー&フレッシュな香りで全身
に使える保湿クリームをお作りいた

だけます。 

　＊フルーツバター保湿クリーム＊ 
　　1500円　所要時間:～30分くらい 
　 
　＊アロマスプレー＊ 
　   600円   所要時間～20分くらい 

　　@bananajoes  2/21(木)   
　　　　　各回定員4名 
　　　　　①11:00～11:30 
　　　　　②12:00～12:30 
　　　　　③13:00～13:30 
　　　　　④14:00～14:30 
　　　　　⑤15:00～

 ご予約はインスタDMまたは下記メールまで 
https://www.instagram.com/botanicalair 

botanicalair@beeight.co.jp 
お席に余裕がございましたら、 
当日のご参加も可能です。

Botanical  
Air

＊シアバターリップクリーム＊ 
　　800円～所要時間:～30分くらい 

＊アロマスプレー＊ 
　  600円  所要時間～20分くらい 

@高木荘  2/16(土)各回定員4名 
            ①11:00～11:30 
　　　　②12:00～12:30 
　　　　③13:00～13:30 
　　　　④14:00～14:30 
　　　　⑤15:00～

＊アロマスプレー＊  
50mlスプレー容器 

    目的やお好きな精油(香り)を 
選んでいただき、ご自身に 
ピッタリなスプ レーを 
お作りいただけます。 
例)抗菌マスクスプレー 
    安眠ピロースプレー 

    集中力サポートスプレーなど 



 
 

Liebe × Kaze-no-oto 
＊フェルトブローチ＊

@bananajoes 
        
       ● 2/22（金）  担当 kaze-no-oto 
       ● 2/23（土）  担当 Liebe 

①10:00-12:00 
②13:00-15:00 
各回定員4名 

大人¥2800 
小人￥1000 

      （小学3年生以上・保護者の付き添いの元 
                                        ご参加可能です） 

@高木ふれあい荘 
　 

　　　● 2/23（土）担当 kaze-no-oto 
①10:00-12:00 
②13:00-15:00 
各回定員4名 

大人 ¥2800 
小人 ¥1000 

　　（小学3年生以上・保護者の付き添いの元 
　　　　　　　　　　　　　ご参加可能です） 

カラフルなフェルト地にビーズやスパンコール
を自由に縫い付けて世界に１つのブローチを作
りませんか？ 
ヘアゴムにお仕立ても可能です。 

　　　　　ご予約承ります。インスタDM へ。 
　　　ご参加希望の方は、日時・時間・お名前・ご連絡先・参加人数をお知らせくださいませ。 
　　　● kaze-no-otoインスタ    https://www.instagram.com/imustan0821 
　　　● Liebe         インスタ　  https://www.instagram.com/liebe_michiko 
　　　　　　 
　　　　　　＊当日、お席に空きがございましたら飛び入り参加大歓迎です^_^ 

https://www.instagram.com/liebe_michiko
https://www.instagram.com/liebe_michiko


duplex 
＊刺しゅうで編み物＊ 

@高木ふれあい荘 

2/16(土) 
11:00～15:00 

¥1,000 
ボタンは¥300 

所要時間　30分～1時間 

可愛い木型に可愛い毛糸
を通して編むように縫う
ように仕上げましょう。
小さなお子さんでも出来
ちゃいます。

ご予約は　インスタDMへ 
https://www.instagram.com/duplexco30 

それぞれ数量が限られていますのでお早めに。 
ご予約時、帽子・靴下・リング の中からご希望をお知らせ下さい

https://www.instagram.com/duplexco30
https://www.instagram.com/duplexco30

