
祝 マルシェ開催
弊社は 地域の元気と
ドラゴンズを応援します

中日新聞(有)青木新聞店

扶桑 marche
11/23(火祝)
10:00-15:00
龍泉寺＆東漸寺
（小雨決行）

＜お問い合わせ＞

Jolis Fils 國分
TEL：080-3062-5695

Email：
info@jolis-fils.com

【龍泉寺】
扶桑町 大字山那８３８

ＴＥＬ：０５８７−９３−０８１２
【東漸寺】

扶桑町 大字山那８３７
ＴＥＬ：０５８７−９３−０４３１
（扶桑駅北出口から徒歩約24分）
※駐車場が少ししかありません。

お近くの方はご協力ください。

第3回

＜龍泉寺＞ ＜東漸寺＞

※各寺へ移動する際は充分にお気をつけください。
事故等責任を負いかねます。

※SNS等に写真を掲載する場合がございます。
ご了承ください。

たくさんのご協賛をいただきありがとうございます。（順不同）

【龍泉寺】ステージ
11：00 Lokelani Hula

（フラダンス）
11：30 琴コンサート
12：00 Asuka（歌&ウクレレ）

【東漸寺】ステージ
10：30 teamSyota
13：00   teamSyota

※飲食はテイクアウトのみになります。
※マスク着用でお越しください。
※体調不良の方は御遠慮下さい。
※感染予防にご協力をお願いいたします。

※ステージは密にならないよう
10時より整理券を配布いたします。

市川畳インテリア店
畳・リフォーム

〒480-0104
愛知県丹羽郡扶桑町大字斎藤字東屋敷6番地
TEL：0587-93-2631 / FAX：0587-93-5273

総合建設・設計施工・不動産・一級建築士事務所

扶桑やさしのホール
株式会社ハニダ

守口大根さんも
遊びに来るよ！

時間等は
インスタグラムで！

【SDGs木曽川流域の地産地消を楽しむ会から御案内】
・「よみがえれ！木曽川の原風景プロジェクト！！」を扶桑緑地公園から

犬山方面に向かう遊歩道でアダプト活動しております。
ご一緒に活動しませんか？
11/21（日）12/5（日）12/19（日）扶桑町木曽川遊歩道河畔

・～新嘗祭の御案内～
１１/23（火祝）9:00～17:00詳細はFBにて
㈱ツアー・ステーション 0587-93-1128
代表加藤 090-3458-0198

岡崎市から
ダイワスーパー
さんが来るよ！
（東漸寺境内）

※詳細は“扶桑マルシェ インスタ”で検索！
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◆さっちゃんカレー🚙
vegan・アレルギー対応カレー

M

ステージ
コンサート会場
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㉖Satokko PARK★
バランスボールを使って楽しく
体力メンテナンス🎶

㉕michiR
ココロと身体が満ちるパン屋

㉔パン工房パン・パフィー
江南にあるパン屋

㉓パティスリーデゼル
グラススイーツの和栗モンブ
ランと苺のショートケーキ

㉒Poche de aco
国産の全粒粉をメインに安心
な素材を使用し、丁寧にひと
つひとつ焼きあげた焼き菓子

㉗Luana★
手が汚れない
パステル手形アート
㉘カスミソウ★
安全性とデザインにこだ
わった、赤ちゃん歯固めや
おもちゃホルダーなど
㉙1五1E
ココロ揺れる気持ち膨らむ
作品に出会う。
㉚teto
羊毛フェルトと
タティングレースを主に
作っているtetoです。

㉛みーちゃんの手仕事
がま口、編み物(どんぐり帽子)

⑨パン屋二兎
"限定の商品もいくつか試して
います。是非扶桑マルシェへ！"

⑩粉のアトリエ コナリエ
卵・乳製品不使用の天然酵母パンと
焼菓子を販売します

⑪天結ノ杜(あゆのもり)
天結数占術 占い 10分1500円30分3000円
祈願の御守り苻 500円
マスクイヤリング 500円～
⑫癒しのカウンセラーRumi
・アロマスプレー、アロマクリームを作ります
1本1000円（カードメッセージ付き）
・体内リーディング 10分1000円
・カードリーディング10分1000円

⑬Lafee de la beaute
足裏調整
⑭メナードフェイシャル
サロンふそう高木
深田恭子ちゃんでお馴染みの
メナード化粧品のお店です...♪*ﾟ

⑮POLA扶桑イオン店
首肩クイックマッサージ、
ハンド石膏パック
⑯Ravi
耳つぼ、ハンドメイドアクセサリー・
ハーバリウム系雑貨の販売

㉜りるん
大人の布小物

(エコバッグ・御朱印帳バッグなど)
ホイップデコ文具・雑貨

㉝心きれい＊ヨガ
心きれい＊ヨガ体験
（各回8名）
10:30～11:10
11:30～12:10
13:10～13:50
14:10～14:50

★からあげトリノ扶桑店
ヘルシーで安心かつ最強に
美味しいからあげをどうぞ！！

★犬山ローレライ麦酒
犬山ドッグ  スペアリブ  
炭火焼ソーセージ

★PF kitchen🚙
海鮮ソース焼きそば、
大海老フライ、タコ唐揚げなど
南伊勢直送！
海鮮尽くしでお待ちしております！！

★アジアンキッチンエリー🚙
ポテロング、チーズスティック、
ダージーパイ、ミニオンズソーダ、
フルーツ削り

◆うみがめkitchen🚙
新感覚デザートのクロッフル❤
種類も色々あります！是非ご賞味下さい

★ナカタノサカナ🚙
扶桑柏森出身のキッチンカー

★青空食堂穂の香🚙
メンチカツ、トルティーヤ

★窯 de pizza🚙
500℃の溶岩石薪窯で焼き上げる
ナポリピッツァと
目の前で絞り出す極細モンブラン

◆QURU QURU CREW🚙
お菓子みたいなパリパリ生地のクレープ★
自分でカスタマイズして、オリジナルク
レープ作ろう！

◆ブルースター🚙
味噌揚げパン”ブルーキーロール”お好きな
具材を選んでくださいね

◆薪窯料理ひげどんぐり🚙
薪窯で焼き上げる石窯焼きピッツァ

◆想いっきり沖縄🚙
月曜から夜更かしの嫁ニーキッチンカーで
沖縄の楽しい、美味しい、健康を
お届けします！

レンタルマット代込み
1000円（予約優先）
事前申込はQRコードから

㉑ピースフルキッチン
りぃりぃ

ドライフルーツと
ナッツの素朴なおやつ

⑥カイロプラク
ティック院 ラフ★
姿勢チェックと骨盤調整

⑤Jolis Fils
天然色素や野菜パウダー
使用の体に優しい
アイシングクッキー

⑧VERT
岐阜県産米粉のお菓子

チョコレート菓子(季節限定)

④花クラフト★
カゴバック、木製カップ
ラベンダーのサシェ作り

⑦古民家 晴
扶桑の片隅でハンドメイド雑貨。
委託販売と木の雑貨を
作っています⚘

③お人形の洋服やさん
リカちゃんサイズのドレス＆お洋服

①お國
薬膳茶＆アクセサリー

②Atelier Estrella & Ryo
皆様の生活に溶け込むような
作品づくりを目指しています。

A：Atelier Yuri
レジンと14kゴールドフィルドを
使用した大人可愛いレジンアクセ
サリーを制作しています！

B：atelier69
木とタイルと花を組み合わせた
雑貨作りをしています

C：cometrue
手作り陶器雑貨、陶器アクセサリー

D：Family
障がい児のママたちが、将来の夢に
向か合って作るハンドメイド品です。

E：LUNA
リボンアクセサリー、雑貨

F：子ども服のpathos
韓国こども服のお店 pathos

G：Piasuree
人と被らない
個性的アクセサリー

H：marukei雑花店
リメイクした容器に多肉植物の
寄せ植えや観葉植物、木工雑貨、ピック、
羊毛フェルト、布小物

I：sparkle
金属アレルギー対応ピアスの販売

J：Un fiore
ドライフラワー、プリザーブドフラワー
などを使ったリースやスワッグなど

K：ちいさいしま
蔓カゴ、布小物、
アクセサリーなどを
製作しています。

L：紡ぐ～つむぐ～
パワーストーンを中心とした
幸運のアクセサリーと雑貨の販売

M：壽俵屋
守口大根を使った守口漬

◆Gruppocafe🚙
クレープ ドリンク


