
POLA化粧品POLA化粧品
☆キレイの近道はまず、からだを温めるコト
☆温活について考えましょう

19日(土)のみ

tetokitote（手と木と手）tetokitote（手と木と手）
はじめまして！ 「ｔｅｔｏｋｉｔｏｔｅ（手と木と手）」は材木屋
さんの片隅で見つけたかわいい木材を皆さんに
　　　　　　　　　　　　　　遊んでもらえる
　　　　　　　　　　　　　　よう手から手へ
　　　　　　　　　　　　　　お届けします。

　　　　　　　　　　　　　　いろんな木で
　　　　　　　　　　　　　　遊んでみません
　　　　　　　　　　　　　　か？

19日(土)のみ

人と農の交差店 いなほ人と農の交差店 いなほ
自家農園で無農薬無肥料で栽培したお米や
野菜、そのお米で作った甘酒のほか、手作りのミニ
　　　　　　　　　　　　　　リースを販売し
　　　　　　　　　　　　　　ます。

19日(土)のみ

aohato & 素朴な素材aohato & 素朴な素材
南信州のベーグル屋『ａｏｈａｔｏ』とお菓子屋『素朴な
素材』です。 長野県産小麦を使用したモチモチ食
　　　　　　　　　　　　　　感のベーグルと
　　　　　　　　　　　　　　オーツ麦のグラ
　　　　　　　　　　　　　　ノーラやクッキー
　　　　　　　　　　　　　　をご用意します。

19日(土)のみ

南信州子ども応援プラットフォーム南信州子ども応援プラットフォーム
こども食堂や、ひとり親家庭への学習支援、不登校支援相
談、フードドライブによる地域社会福祉協議会や、こども食
　　　　　　　　　　　　　　　　堂への食品提供な
　　　　　　　　　　　　　　　　 ど、様 な々子ども
　　　　　　　　　　　　　　　　 のための活動団体
　　　　　　　　　　　　　　　　 が集まっています。
　　　　　　　　　　　　　　　　 今回もお菓子釣り
　　　　　　　　　　　　　　　　 と鉛筆くじとタオル
　　　　　　　　　　　　　　　　 の提供をします。

19日(土)のみ

子ども虐待防止 ながのオレンジリボン子ども虐待防止 ながのオレンジリボン
私たちは子ども虐待防止に向けた啓発活動に取り
組んでいるボランティア団体です。オレンジ色の
　　　　　　　　　　　　　　水ヨーヨーの
　　　　　　　　　　　　　　配布、アルクマ
　　　　　　　　　　　　　　ピンバッジ販売
　　　　　　　　　　　　　　などします♪
　　　　　　　　　　　　　　ところで１８９（い
　　　　　　　　　　　　　　ちはやく）って
　　　　　　　　　　　　　　知ってますか？

19日(土)のみ

学研 上郷教室学研 上郷教室
★幼児さん★どんどん吸収・ぐんぐん成長 幼児期
は黄金期♪ 楽しみながら学力の土台を育みます。

　　　　　　　　　　　　　　★小学生★
　　　　　　　　　　　　　　秋・冬は重要単
　　　　　　　　　　　　　　元が目白押し！
　　　　　　　　　　　　　　現在の学力定
　　　　　　　　　　　　　　着度を確認しよ
　　　　　　　　　　　　　　う。

19日(土)のみ

ALL南信州 はなぶさ親の会ALL南信州 はなぶさ親の会
不登校・行きしぶり・発達凸凹・HSC・多様な学び・
第三の居場所・親の会などに関する情報を、南信
　　　　　　　　　　　　　　州のみなさんと
　　　　　　　　　　　　　　シェアしていき
　　　　　　　　　　　　　　たいと考えてい
　　　　　　　　　　　　　　ます。

19日(土)のみ

ひとつだけひとつだけ
羊毛フェルトで作った動物や小物やベレー帽、レジ
ンの小物、娘と息子が描いた絵画やポストカード
　　　　　　　　　　  などを販売します。

19日(土)のみ

シナリー株式会社シナリー株式会社
脱石油の自社製品を使ってアロマスプレーを作っ
たりバスボムを作ります。展示販売も行います。

19日(土)のみ

ym.tkmcym.tkmc
キャンディーバックのハンドメイドを親子で楽しめ
る、沢山の笑顔溢れる場になっていただけたらなと
　　　　　　　　　　　　　　思ってます！

　　　　　　　　　　　　　　パーツも詰め放
　　　　　　　　　　　　　　題！！
　　　　　　　　　　　　　　みんなで楽しみ
　　　　　　　　　　　　　　ましょう(̂ )̂

19日(土)のみ

Natural FlattNatural Flatt
女子(子育てママ・子供達・ｂａｂａ)で内装の木を切ったり貼っ
たり。外装もみんなでを塗ってキッチンカーを作りました。
クマちゃんボトルで大人気❤フルーツドリンクやタピオカド
　　　　　　　　　　　　　　　　 リンクの販売を行
　　　　　　　　　　　　　　　　 なってますコラボキ
　　　　　　　　　　　　　　　　 ッチンとして特別
　　　　　　　　　　　　　　　　 メニューが出現し
　　　　　　　　　　　　　　　　 ます。お楽しみに

両日

ふうせん屋さんふうせん屋さん
今年も風船屋さんを開きます。是非遊びにいらして
ください。

両日

飯田市 つどいの広場 連絡協議会飯田市 つどいの広場 連絡協議会
妊婦さんから就園前の親子が気軽に出かけられ
る「つどいの広場」
　　　　　　　　　　　　　どんな所？どこに
　　　　　　　　　　　　　あるの？…
　　　　　　　　　　　　　市内１２ヶ所のつど
　　　　　　　　　　　　　いの広場をご紹
　　　　　　　　　　　　　介します♪

両日

長野県労働金庫 飯田支店長野県労働金庫 飯田支店
ろうきんでは子育て世代のみなさまを応援していま
す。当日は『輪投げゲーム』『一億円体験コーナー』
　　　　　　　　　　　　　　を開催します。

　　　　　　　　　　　　　　参加賞がありま
　　　　　　　　　　　　　　すのでぜひ親子
　　　　　　　　　　　　　　で遊びに来てく
　　　　　　　　　　　　　　ださいね！

両日

からふるマーケットからふるマーケット
コロナの影響で開催出来ていませんが、、飯田近隣
にてフリマを企画させていただいています。
　　　　　　　　　　　　　　当日はリサイク
　　　　　　　　　　　　　　ル品、おもちゃ等
　　　　　　　　　　　　　　ご家族が楽し
　　　　　　　　　　　　　　めるお店作りを
　　　　　　　　　　　　　　いたします。お楽しみに☆

両日

一般社団法人 恩がえしIILA一般社団法人 恩がえしIILA
エコ除草をしているヤギ（かずし&つよし）と参加し
ます。ふれあい&エサやり体験できます。
　　　　　　　　　　　　　　グッズ販売も行
                                 　　　　　 います。

両日

飯田下伊那 助産師会飯田下伊那 助産師会
地域の身近な助産師がお話をききます。
妊娠のこと、産後のこと、母子の体のこと、子育ての
　　　　　　　　　　　　　　こと、パートナー
　　　　　　　　　　　　　　とのことなど気
　　　　　　　　　　　　　　軽に足を運んで
　　　　　　　　　　　　　　くださいね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(相談料無料)

両日

育児相談会
飯下助産師会飯下助産師会

相 談 無 料

ディズニー英語システムディズニー英語システム
ディズニー英語システムでは、お子様にディズニーグッ
ズをプレゼントしています(̂ Ô )　またご要望の方にはお
　　　　　　　　　　　　　　　 試しＣＤとＤＶＤも
　　　　　　　　　　　　　　　 プレゼントしてい
　　　　　　　　　　　　　　　 ますのでお気軽に
　　　　　　　　　　　　　　　 お立ち寄り下さい
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 英語をミッキーと
　　　　　　　　　　　　　　　 楽しく始めてみま
　　　　　　　　　　　　　　　 せんか(̂ -̂ )

両日

生活協同組合コープながの生活協同組合コープながの
コープデリの人気商品が当たる無料抽選会です。
1家族で1回ご参加いただけます。
　　　　　　　　　　　　　　「コープデリ宅
　　　　　　　　　　　　　　 配」は子育て世
　　　　　　　　　　　　　　帯に『便利・楽し
　　　　　　　　　　　　　　い・うれしい』を
　　　　　　　　　　　　　　お届けします。

両日

かたくりかたくり
遠山郷名物 『 ふじ姫饅頭 』 毎朝一つ一つ手作り
しています
　　　　　　　　　　　　　　自然のままを
                                                     ご家庭に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　純粋はちみつ

両日

fuwacute2fuwacute2
沢山の可愛いパーツを選んで自分だけのキーホル
ダーを作る子供向けのワークショップです。

両日

estel アステルestel アステル
　　　　　　　　　クレープとカシスドリンクの
　　　　　　　　　キッチンカーです。

両日

なべ家なべ家
地産地消の富士宮やきそば、 天皇陛下御用卵と
牛乳だけのミニミニたい焼き、 オーガニックな
　　　　　　　　　　　　　　生ハーブフラン
　　　　　　　　　　　　　　クです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宜しくお願い致
　　　　　　　　　　　　　　します。

両日

子育てサポートコーチ子育てサポートコーチ
脳の特性を活かした子どものやる気と能力を引き
出す。あなたのお子様に合わせた子育ての秘訣と
　　　　　　　　　　　　　　質問方法をお
　　　　　　　　　　　　　　伝えします。

　　　　　　　　　　　　　　※低学年までの
　　　　　　　　　　　　　　　お母さん対象

両日

フコク生命フコク生命
フコク生命は、子育てを頑張るママ・パパを応援！
『フコク赤ちゃん&キッズクラブ』募集中！

両日

KaupilinaKaupilina
お好きな色の砂を選んで世界に一つの作品を作ろ
う！ お子様〜大人までオリジナルのインテリア製作
　　　　　　　　　　　　　　体験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4才〜
　　　　　　　　　　　　　　体験可能です☆

両日

うさぎやうさぎや
　　　　　　　　　　　  見てかわいい

　　　　　　　　　　　  食べておいしい

　　　　　　　　　　　  ポップなおやつ

　　　　　　　　　　　  カラフル
　　　　　　　　　　　　　ポップコーン

両日

カイロプラクティック SANTEカイロプラクティック SANTE
ワンコインでお体楽にします
★恒例のお子様の姿勢チェックは無料です。ご家
　　　　　　　　　　　　　　族でお越しくだ
　　　　　　　　　　　　　　さい★

両日

マツザワキッチンカー 肉肉brothersマツザワキッチンカー 肉肉brothers
「南信州の肉の食文化を多くの人に伝えたい」をテ
ーマに、牛、鶏、豚、羊、鹿の肉を地域の食文化に合
　　　　　　　　　　　　　　わせたメニュー
　　　　　　　　　　　　　　で提供している
　　　　　　　　　　　　　　キッチンカーで
　　　　　　　　　　　　　　す。

両日

MIZUYUKI工房MIZUYUKI工房
いろんな糸で編んだバッグや小物を販売します。
ワークショップも開催
　　　　　　　　　　　　 好きな編み物のモチ
　　　　　　　　　　　　 ーフを選んでオリジ
　　　　　　　　　　　　 ナルアイテムを作っ
　　　　　　　　　　　　 ちゃおう♪

　　　　　　　　　　　　 １個 500円〜

両日

petit treflepetit trefle
お子さん向けのヘアアクセサリーや布小物のｈａｎｄ
ｍａｄｅ ｓｈｏｐです( ̈  ).*
　　　　　　　　　　お気に入りが見つかりま
　　　　　　　　　　すように…

　　　　　　　　　　皆さまのお越しをお待ちし
　　　　　　　　　　ております。

両日

有限会社 黄鶴園 アップルロード店有限会社 黄鶴園 アップルロード店
心を元気に。植物には、そんなチカラがあるんです。

両日

InaotomeInaotome
天龍峡産の林檎を使った林檎カスタードの今川焼
き、こだわりオムそばなど・・・地元食材を使ってい
　　　　　　　　　　　　　　ます！

両日

Musica音楽教室Musica音楽教室
親子で心地よいリズムベビーマッサージ。楽しく
音感を育てるリトミック。乳幼児の五感に触れて、
　　　　　　　　　　　　　　豊かな心を持っ
　　　　　　　　　　　　　　たお子さまの成
　　　　　　　　　　　　　　長をお手伝いし
　　　　　　　　　　　　　　ます！

両日

健和会病院　予防チーム健和会病院　予防チーム
こんにちは！健和会病院リハビリテーション科予防
チームです。 地域の皆さんの健康増進を目的に
　　　　　　　　　   活動しています。

　　　　　　　　　   今回はお子様の体力測定
　　　　　　　　　   を実施します。

　　　　　　　　　   専門家の視点からアドバ
　　　　　　　　　   イスします。

両日

まいちゃんキラキラ工房まいちゃんキラキラ工房
ハンドメイドのＢａｂｙ&Ｋｉｄｓアクセサリー
　　　　　　　　　　　　　　100円～500円♪

　　　　　　　　　　キャンディバックづくり等
　　　　　　　　　　　　　　 ワークショップ
　　　  　　　　　　　　　　 250円～500円♪

　　　　　　　　　　世界に一つ★を楽しく作
　　　　　　　　　　ろう！

両日

マサラ・サンガムマサラ・サンガム
天然塩・米油使用。お子様もＯＫのカレー料理です
化学調味料・保存料不使用です。実店舗あり。ＮＨ
　　　　　　　　　　　　　　Ｋや雑誌にも紹
　　　　　　　　　　　　　　介されました。

両日

自然派化粧品アザレ自然派化粧品アザレ
植物原料で赤ちゃんから大人まで安心安全！石けん、
保湿アイテム、入浴剤、シャンプーなどご家族で使え
るアザレ化粧品で す。　　  ■ハンドマッサージ体験
　　　　　　　　　　　　  （ハンドバスでポカポ
　　　　　　　　　　　　　カしっとり）
　　　　　　　　　　　　■ワンポイントメイク体
　　　　　　　　　　　　験

　　　　　　　　　　　　商品販売660円〜、
　　　　　　　　　　　　　サンプルもあります

20日(日)のみ

BonitaBonita
プチプラアクセサリー　新作たくさん
可愛くて安いアクセサリーを見に来てください

20日(日)のみ

南信州飯田おもしろ科学工房南信州飯田おもしろ科学工房
飯田市教育委員会の呼びかけで始まった「おもし
ろ科学工房は、理科実験ミュージアムを開催して
　　　　　　　２０周年になります。

　　　　　　　理科実験ミュージアムは、冬季
　　　　　　　期間以外の毎週日曜日に公園
　　　　　　　内のおいで館にて行っています。

　　　　　　　20日(日)は、『くるくるボールを作
　　　　　　　ろう』を行います♪

20日(日)のみ

NTPトヨタ信州(株) 飯田上郷店NTPトヨタ信州(株) 飯田上郷店
家族に、子育てに、みんなにいいことＳＩＥＮＴＡの展
示　「親子。時 、々ライバル」でお馴染みのＶＯＸＹ
　　　　　　　　　　　　　　の展示

　　　　　　　　　　　　　　この機会に
　　　　　　　　　　　　　　ぜひ、今、話題
　　　　　　　　　　　　　　の新型車に触
　　　　　　　　　　　　　　れてみてくださ
　　　　　　　　　　　　　　い。

20日(日)のみ

お食事処・夢お食事処・夢
手作りのふわふわハンバーグ丼とみんな大好き
タピオカの販売を行います。
　　　　　　　　　　　　　　お子様連れで
　　　　　　　　　　　　　　もゆっくり寛げ
　　　　　　　　　　　　　　る和室がある隠
　　　　　　　　　　　　　　れ家的なお店
　　　　　　　　　　　　　　です。皆様のお
　　　　　　　　　　　　　　越しをお待ちし
　　　　　　　　　　　　　　ています。

20日(日)のみ

NUINUNUINU
普段から使えるお弁当袋やポーチ、コンビニやお
散歩のちょっとした外出の時に持てるバッグ等を、
　　　　　　　　　　　　　　柄や色の組み
　　　　　　　　　　　　　　合わせを楽しみ
　　　　　　　　　　　　　　ながら作ってい
　　　　　　　　　　　　　　ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜひ覗いてみて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ください！

20日(日)のみ

minko952plusminko952plus
可愛いカラフルなフェルトバッグを中心に色々なも
のを作って販売しております♪
　　　　　　　　　　　　　　あんなものから
　　　　　　　　　　　　　　こんなもの。

　　　　　　　　　　　　　　皆さんに楽しん
　　　　　　　　　　　　　　でもらえるように
　　　　　　　　　　　　　　頑張ります☆

20日(日)のみ

E.EだDAYE.EだDAY
親子うんどう・コマ回し・けん玉・ウクレレ・自然の
中で絵本コーナーやってます！！

　　　　　　　　　　さあ！ 現役保育士＆パパ
　　　　　　　　　　の私と
　　　　　　　　　　   ＥＮＪＯＹ‐ＥＶＥＲＹ
　　　　　　　　　　　　　　　　 ダディ！！！

20日(日)のみ
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Mahalo & AmourMahalo & Amour
産前産後の方の歪んだ骨盤を手による安全な技
術で調整し、頭痛・腰痛・肩こり等の痛みの緩和や
　　　　　　　　　　　　　　血流促進するこ
　　　　　　　　　　　　　　とでの、むくみ
　　　　　　　　　　　　　　改善や小尻効
　　　　　　　　　　　　　　果を体験して頂
　　　　　　　　　　　　　　きます

20日(日)のみ

出店者情報(一部)出店者情報(一部)
※掲載内容は、１０/１２ 現在のものです。
　都合により、内容が変更・キャンセルとなる場合があります。

主催:かざこし子どもの森公園(指定管理者 一般社団法人 子どもの森ネットワーク)　後援:飯田市　お問い合わせ：かざこし子どもの森公園 事務局【TEL】0265-59-8080【MAIL】kazetaro@dia.janis.or.jp

その他、フリーマーケ
ットなど

2日間 合計70店舗が出
店予定！

出店者一覧は、IKU×I
KU特設

サイトにて公開中！

その他、フリーマーケ
ットなど

2日間 合計70店舗が出
店予定！

出店者一覧は、IKU×I
KU特設

サイトにて公開中！

子育て応援フェス♪ ＩＫＵ×ＩＫＵ　
特設サイト →


