
ワークショップフェス

1F 光の広場会 場

Vol.5
いつもは3F SHONAN TREE HOUSEで開催している数々のワークショップが
1/11（土）～13（月・祝）の3日間は1F 光の広場へお出かけ！

2020.1/11 1/13（月・祝）（土）

各日先着順にて当日10:00より1F 光の広場にて各ワークショップの整理券を配布いたします。参加方法
※有料のワークショップについては、ご参加時に各講師へ参加費をお支払いください。 

1/11（土）・12（日）・13（月・祝） 3日間開催 1/11（土）のみ開催

【注意事項】※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。※お支払いは現金のみの扱いとなります。※参加費のお支払いについては三井ショッピングパークポイントの対象外となります。
※参加費用により駐車場サービス有無が異なります。※joyキッズポートあんふぁにぃのお子様一時お預かり無料サービス対象となります。受付スタッフまでお申し付けください。※写真・イラストはすべてイメージです。

有料食品サンプル教室
みんなでまきまきしようぜ！ 手巻き寿司

時 間 ①11:00～ ②11:45～
③13:30～ ④14:15～
⑤16:00～ ⑥16:45～

参加費 1,200円（税込）

定 員 各回10名

講 師 食品サンプル工房
アップルキャンディーTommy

みんな大好きマグロにサーモン♪タマゴとキュウリ♪
いくらものせて♪

有料オリジナルキャンディバッグ

参加費 800円（税込）

定 員 各回10名

講 師 らぶし～らんど

好きなパーツを選んで自分だけのキーホルダーを
作ろう！（@nanatsu_rose考案）

有料
チョークアートdeユニコーン

定 員 各回10名

講 師 W×b works

夢を叶えるユニコーンをすきな色を使ってチョーク
アート技法で描こう！ W×bからのお年玉♥ ユニ
コーンのペン、リング、ストラップ、マグカップの中から
選べるオマケ付き♪

1/11（土）・12（日）開催
有料ＳＭＩＬＥ ＩＣＩＮＧＣＯＯＫＩＥ

時 間 ①11:00～
②13:30～
③16:00～

参加費 1,000円（税込）
定 員 各回9名
講 師 natural icingcookie

harenohi

卵・バター・小麦粉・白砂糖・合成着色料を使用
しないナチュラルアイシングクッキーで虹とスマイルの
クッキーを作ります。

有料
コーヒーを始めよう！

時 間 ①11:00～
②13:30～

参加費 1,100円（税込）

定 員 各回6名

講 師 スターバックス
コーヒー（1F）

自分のライフスタイルにあったコーヒーをお探しの
方、コーヒーの楽しみ方を知りたい方へ！
コーヒーセミナーの入門編です！

12（日）のみ開催

有料ロゼット作り

時 間 ①11:00～ ②11:45～
③13:30～ ④14:15～
⑤16:00～ ⑥16:45～

参加費 1,000円（税込）
定 員 各回10名
講 師 NANOTON

針と糸を使わないun -deco rロゼットorシフォン
ロゼットをつくります。パーツとスタンプを使って
飾りつけしたら、バッジ（クリップ付き）かマグネット
を付けて完成！

有料
バブルハーバリウム

参加費 1,100円（税込）～

定 員 各回10名

講 師 rose garden

認定講師が教えるハーバリウムワークショップ。
最高品質のハーバリウム専用液と多種類のプリ
ザーブドフラワーをお使い
いただけます。

有料パラコード
キーホルダー作り

時 間 ①11:00～ ②13:30～
③16:00～

参加費 500円（税込）

定 員 各回12名

講 師 LOGOS SHOP（1F）

パラコード※を編み込んで、ロゴスのカラビナをくっつけて、
「オリジナルパラコードキーホルダー」を作っちゃおう！
※パラシュートに使われる強度のある紐（キャンプでもテントの張り綱に
使用されることがあります）。どんなものか検索してみてね！

開催時間については、各ワークショップの情報をご参照ください。開催時間
※複数日程のワークショップの時間については各日の開始時間となります。

感じる・学ぶ・つながる“集い”の空間
湘南ツリーハウス

時 間 11:00～随時受付
※最終受付16:45

有料点描曼荼羅アートで
キーホルダーを作ろう！

時 間 ①11:00～
②13:30～
③16:00～

参加費 1,000円（税込）

対 象 小学校3年生以上

定 員 各回8名

講 師 WA-Smile

リラクゼーション効果もある点描曼荼羅アートで
キーホルダーを作ります。願いが叶うとも言われて
います♪

人・モノ・コトとの出会いや交流、学びを提供するコミュニティ
スペース。ワークショップやトークショーなどのイベントを定期
的に実施する他、みなさまに本を持ち寄っていただき作り
あげる図書館「まちライブラリー」を常設しています。

グリコデコポッキー教室
ポッキーをおいしく可愛くデコレーション！ 自分だけの
オリジナルデコポッキーを親子で作ってみよう！

参加費 無料

当日
受付

定 員 各回先着20名

時 間 ①11:00～ ②12:15～ ③13:30～ ④14:45～
※各回約40分

1/11（土）

※10：00より各回の整理券を会場にて配布いたします。
※定員数に達し次第、受付終了となります。
※ポッキーは終了後、自由にお召し上がりいただけます。
※食物アレルギーをお持ちの方は受付時に成分表をご確認ください。

3F「SHONAN TREE HOUSE」で開催！

時 間 11:00～随時受付
※最終受付16:45

1/13（月・祝）のみ開催
有料アロマ香るバスボム

または粘土石けん作り

時 間 ①11:00～ ②11:45～
③13:30～ ④14:15～
⑤16:00～ ⑥16:45～

参加費 700円（税込）
定 員 各回10名
講 師 ホリスティックケア

サロンGreen Grace

粉をまぜまぜするか、粘土をこねこねするか、お好み
で選んでくださいね！

有料
スイーツデコWorkshop♡

定 員 各回12 名

講 師 KONON

パステルマカロンやアイスなどを使って可愛いスイーツ
デコが作れます！ 親子でのご参加大歓迎です！
お待ちしております。
時 間 11:00～随時受付

※最終受付16:45

無料

時 間 11:00～随時受付
※最終受付16:45

参加費 1,000円（税込）

※パラコードを接着するのに、熱源（はんだごて）を使用します。
　小さなお子様は親御様と一緒にご参加ください。

※①③⑤un-decorロゼット、②④⑥シフォンロゼット
※グルーガンを使用するので、やけどにご注意ください。

有料北欧デザインを楽しもう
リトアニアリネンのアート体験

参加費 1,100円（税込）
定 員 材料がなくなり

次第終了
講 師 JURGA

世界遺産ヴィリニュス旧市街がデザインされた
リネンに、専用ペンで色付け。学校・お家で使えて
うれしいランチョンマット制作。

1/12（日）・13（月・祝）開催

参加費 800円～1,000円（税込）
※パーツ追加2個で100円
※お持ち帰り用袋100円

※お子さまが参加の場合、精油の扱いは保護者またはスタッフが行います。

普段3F「SHONAN TREE HOUSE」で開催しているワークショップについては
ららぽーと湘南平塚ホームページのイベント・キャンペーンページをご覧ください。

時 間 11:00～随時受付
※最終受付16:45
※12:00～13:00は
　休憩時間となります。
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