
5 年 2 月 19 日（日） 
小野市うるおい交流館エクラ 

10:00 〜 15:00（入場は 13:30 まで） 

（小野市中島町 72） 

スタンプラリーに参
加して、プレゼント
をもらおう！

［事前配布］

［当日配布］

申込方法：エクラ窓口または電話
　　　　　電話は「小野市男女共同参画センター」
　　　　　����-��-���� まで

フェスタ当日、総合受付にて配布

（電話の方は申し込みから � 週間以内に来館ください）

（状況により制限する場合あり）

謎解きに挑戦！
あなたはいくつ
解けるかな？

謎解き
「はーと・シップ」

スタンプラリー

フェスタの参加には入場整理券が必要です

令和 � 年 � 月 � 日（火）～ 配布開始

（ワークショップ・販売・飲食） 10:00〜13:30 
（ステージ発表・リレートーク） 13:30〜15:00 第 2部

第 1部

はーと・シップ フェスタ はーと・シップ フェスタ 
つくり出そう　あなたも私も　新たな色をつくり出そう　あなたも私も　新たな色を

vol.5vol.5

飲食ブース

10:00〜 なくなり次第終了

シフォンケーキ、巻
き寿司など、美味し
いものが勢揃い！

展示ブース

10:00〜15:00
小野市女性団体連絡
協議会登録団体によ
る活動紹介展示

10:00〜13:30
気 軽に参 加できる
ワークショップや
フリマ・販売、啓発
グッズの配布など

13:30〜15:00
銭太鼓、寸劇、地域で
活動する方々によるリ
レートーク

ワークショップ
販売ブース

ワークショップ
販売ブース

ステージ発表
リレートーク
ステージ発表
リレートーク

楽々リズム体操♪
らくらく

12:30～ /  13:00～ 

主催：はーと・シップ フェスタ実行委員会 / 小野市 / 小野市男女共同参画センター / 特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター
共催：小野市女性団体連絡協議会
主催：はーと・シップ フェスタ実行委員会 / 小野市 / 小野市男女共同参画センター / 特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター
共催：小野市女性団体連絡協議会

※マスク着用・手指消毒・検温にご協力ください。状況により、内容の変更や中止をさせていただく場合があります。※マスク着用・手指消毒・検温にご協力ください。状況により、内容の変更や中止をさせていただく場合があります。

入場無料入場無料

※50 音順掲載

13:50〜14:50 ハートフルサロンにて開催
リレートーク

世代・立場・地域をこえて、未来につながるトークをお楽しみに。

リレートークを聞いて、参加賞をゲットしよう！

【コーディネーター】

横山 由紀子さん
（兵庫県立大学国際商経学部教授）

（小野市消防団女性分団　　 
  サンフラワーズ 119 団長）

佐藤 禄会 さん
（河合地区地域づくり協議会副会長）

小林　勉 さん 宗平 慎太郎 さん
（コーヒーと ひと休み    
            けやき焙煎所）

（K 子のパンとケーキ 玄気屋）

藤田 桂子 さん
（ことのは手帖開発者）

大西 由美 さん

（下東条地区地域づくり協議会理事）

小西 克己 さん

5 年 2 月 19 日（日） 令
和
令
和



味彩会 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ シフォンケーキ・パン・漬け物等販売
小野市女性団体連絡協議会 ‐‐‐‐‐‐‐‐ 登録団体の活動紹介展示
小野市いずみ会 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 活動紹介展示・チラシ配布
小野市くらしの会 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 食品ロス削減や消費者トラブル防止のための　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  啓発グッズセット（チラシ・エコバッグ配布等）

小野市更生保護女性会 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ フリーマーケット
小野市消防団女性分団サンフラワーズ 119 ‐‐ 心肺蘇生法の指導
おの女性防災グループ「クローバー」‐‐‐‐ 活動紹介展示
小野託児サークル「このゆびと～まれ♪」‐‐ フリーマーケット

ｌёｉ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ミシン体験　はぎれで作ろう！ネックストラップとはし袋

NPO法人みらぽて ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ みらぽてキッズ＊ｅｃｏな縁日～身近な物で楽しもう～

NPO 法人 ぷらっときすみの ‐‐‐‐‐ 巻き寿司・サラダ巻き・アルプス弁当

コーヒーと ひと休み けやき焙煎所 ‐‐ コーヒー豆とドリップパックの販売

MATURARE（マトゥラーレ） ‐‐‐‐‐‐‐ サンドイッチ・ローストビーフ弁当

K 子のパンとケーキ玄気屋 ‐‐‐‐‐‐ シフォンケーキ・玄米食パン

のんき堂 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ シフォンケーキ・クッキー・焼き菓子

小野市男女共同参画センター
（NPO 法人 北播磨市民活動支援センター）

〒675-1366  小野市中島町 72
　（小野市うるおい交流館エクラ内）

TEL　0794-62-6765
FAX　0794-62-2400
休館日 　第 4 火曜日及び 12/29〜1/2　
窓　口 　9 時〜20 時

（第 4 火曜が祝祭日の場合翌日休館）

展示・ワークショップ・販売ブース

≪小野市女性団体連絡協議会≫

飲食ブース

※ワークショップ・販売・飲食ブースは有料です※ワークショップ・販売・飲食ブースは有料です

attract.2525（あとらくとニコニコ）‐‐ 幼児から高齢者まで一緒に楽しめる輪投げ・的当てゲーム
coco ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ そろばん玉をアクセントに  北欧のモビール「ヒンメリ」作り
Cotonoha ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐「わたしをはじめる」ことのは手帖展示販売
hand made colon ‐‐‐‐‐‐‐ 手形・足形アートで素敵なオリジナル作品を作ろう！ ( 雑貨販売もあり）

日本クリスタルアート協会 ‐‐ ボディジュエリー体験・ジュエルアート工作・ハンドメイド貼るピアス販売 
pocket.works ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ SDGsの取組で、制作途中で出るロスフラワーを使ってボタニカルボードを作ろう！

*RR*（ダブルアール）‐‐‐‐‐‐‐ 播州織の廃材を利用したアクセサリー販売やドリームキャッチャー作り

Talking（トーキング）‐‐‐‐‐‐‐ アクセサリー販売・ワークショップ
Trioni（トゥリオーニ） ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ アクセサリー販売
Vinca（ビンカ）‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ブレスレット orマスクコード作り
わくわくバルーンアート ‐‐‐ 色々な形のバルーンを使って楽しくバルーンアートを作りましょう！
ゆるかわ♡筆文字アート ‐‐‐ 大好評♡【おなまえアート】名前に好きな色をぬってステキなカードを作ろう

申込み・問合せ

13:30 ～ 13:50 オープニング　飛翔会 /

 実行委員長挨拶 /

 小野市くらしの会

13:50 ～ 14:50 リレートーク

14:50 ～ 15:00 おの女性防災グループ

「クローバー」

- プログラム -

ステージ発表・リレートーク

みんなで
やってみよう！

らくらく

楽々リズム体操♪

12:30 ～ / 13:00 ～

カラダを動 かしませんか。

音楽にあわせ て、みんなで楽しく

オープニングが始ま
る

前
に


