の支援金へのご協力をお願い致します。
HP：https://www.soramizu.com/

〜シードバンク
「たねの学校」
〜

食べ物は種から始まります。
命をつなぐ種を守ろう！
！
無肥料栽培家・環境活動家、
空水ビオファーム
農園主の岡本よりたか氏が立ち上げた

でグリーンマーケットの野菜、 テラステラス内
フード、
雑貨が購入できます。 このマークが目印

『犬吠テラステラス』
ご存知でしたか？

場所

※
（雨天決行・荒天中止）

銚子花卉園芸市場（銚子市三軒町14-15）

6.23

日 10：00〜15：30

HP https://www.green-market.net
facebook 海と月のグリーンマーケットで検索

●問い合わせ・主催

月と海

代表 木ノ内悦子 Tel.0479-22-2410

https://www.facebook.com/csmarinakc/
0479-21-3986

C s marina

心のおもてなし

0479-22-8111

犬吠埼ホテル

銚子商工信用組合

https://www.choshi-shoko.co.jp/

0479-25-2111

Mail:tsukitowaon-tsukioto@catv9.ne.jp

http://www.inubohsaki-hotel.com/

絶景の宿

銚子信用金庫

https://www.choshi-shinkin.co.jp/

http://www.gyoukeikan.com/
くつろぎの宿

今回の開催場所は

0479-25-3212

0479-25-9184

有限会社

銚子花卉園芸市場です

0479-22-3600

ぎょう け い 館

https://www.kasugadopharmacy.com/

0479-22-5300

中国料理

春日堂薬局

麗華

is Life

食

『海と月のグリーンマーケット』
は地域通貨
「すきくるスター」
の寄付で応援して頂けます。

｜ 銚子円卓会議 ｜
銚子市・銚子市教育委員会・銚子市小中学校校長会・銚子商工会議所・
（一社）
銚子市観光協会・千葉科学大学・銚子信用金庫
銚子商工信用組合・
（一社）
銚子青年会議所・銚子商工会議所青年部・NPO法人BeCOM

一般社団法人 日本雑穀協会（東京）
・銚子東銀座商店街
｜ 後援 ｜

/ オーガニックコットンのミュッター（銚子）/ 子育て応援どんぐり
（Cafe Sui）
（銚子）
オーサワジャパン株式会社 / マクロビオティック食品、
自然食品の販売（東京）
野菜ソムリエコミュニティちば（千葉）/ 月と和音 / マクロビオティックの料理教室・自然食品販売・Green café 月音（銚子）
有限会社マザーズ

｜ 協賛 ｜

マイバッグのご持参を
お願いいたします。

食の大 切さを 銚 子から伝えたい

銚子駅

食べる事は 生きること

◀銚 子

スタンプラリー用紙は
当日会場でもらえるよ。

プレゼントがもらえる
スタンプラリー！

西芝町

JA ばみどり銚子

大八木医院

内田病院
銚子プラザホテル

巖島神社
ドレミファクラブ
H

H

H

ホテルサンライズ銚子

37

銚子花卉園芸市場

駐車場については
月と海代表 木ノ内悦子まで
お問合せ下さい
（問い合わせ先下記参照）

12

銚子

th

in

銚子駅前

37

会場MAP

イベント
銚 子 賞 受賞

電車：JR東日本 銚子駅より徒歩5分

クリスタルボウルワークショップ
銚子商工会議所2階和室

響

1回目10：30〜11：00
2回目11：30〜12：00

要受付

1000円

香りのワークショップ

事前予約
（木ノ内）

0479-22-2410

クリスタルボウルとは、水晶で出来たボウル型の楽器です。
和室で横になって体感いただきます

香

種

クリスタルボウル奏者 Aqui

FBページ：https://www.facebook.com/crystalbowlaqui/

衣

この季節にぴったりの
虫除けスプレー&虫刺され
ジェル ロールオン、
おすすめです
●オーガニック＆アロマセラピーショップ

フレグラントオリーブ

在来種・固定種の
種を守ろう

オーガニックコットンの
ぬいぐるみ作り
ワークショップ

300円

①「種取りワークショップ』 300円
種はお持ち帰り
種の粒を殻から取り出す体験

講師

さくま草生農園

加瀬裕子

③「この花はなんのやさい？」
クイズ

500円

景品あり

鎌形農園

虫刺されジェル
ロールオン

虫除けスプレー

1000円 800円

リンパトリートメント

癒し

②「種の絵本の読みきかせワークショップ」FREE

優しい肌触りのオーガニックコットンの
綿にふれてみよう！

ミュッター

オーガニックコットンの

FREE

※全コース こんにゃく湿布付

肩、
腰、
手、
足、
頭など体の気になる部分
15分

FREE

20分

30分

45分

1500円 2000円 3000円 4000円

きのこオリジナル
マフラータオル

世界中から集めた、香り豊かな天然の精油を使い、
体をほぐしていきます。こんにゃく湿布で、
冷えた体の芯を
温めながら行います。スポーツや仕事で疲れた体に、
男性もご利用できます。
お待ちしております！

(今治産）

1500円

リラクゼーション

音

野菜ソムリエブース

FREE

ライブ 12：30〜13：00
中山淳子（うたとギター）

シルキーでホットなボイスとギターが奏でる心に響くソング。
心から癒されます。
●プロフィール
千葉県銚子市の海辺に暮らす。
自家製酵母パンや味噌を作る教室を
開きながら音楽と子育てを楽しむ一児の母。
#パンとボサノバ #みずたまばんど #みずたま発酵くらぶ

「野菜ソムリエブースでは、
種に関するタネクイズを出題します！
クイズ挑戦でスタンプラリーのスタンプを1つプレゼント。
また、
野菜ソムリエオリジナルのレシピも
無料でお配りします。
皆さんお気軽にお立ち寄りください。
」

きのこ

千葉・茨城人が知らない
原発のホント

環
講師

野菜ソムリエ

野菜ソムリエプロ

① 東海第2原発がトラブルで千葉茨城に住めなくなる？
②避難地域が避難民を受け入れるずさんな計画とは？
遠い地域の話ではない原発問題。
未来を担う子供達や自分自身の為に何ができるのか考えたいですね！

岩井 孝

●プロフィール
日本科学者会議原子力問題研究委員長を務め、全国に原発のリアルを伝える講演会を開催している。

張替紀江

石毛麻里子

FREE

消しゴムはんこのワークショップ

作

色々な占いが体験できます

占

対象：小学３年生〜 大人

はんこ用の消しゴムを使って
イニシャル(一文字)はんこを作ろう

〜ご注意〜カッターやデザインナイフなど刃物を使用します小学生の受付の際は保護者同伴でお願いします

500円

②タロット占い

15分
①霊視、
天使、
守護霊､
ガイドからのメッセージ 2000円

九星気学、波動リーディング

@mame.co

10分

1000円
Nana

羽羅天音

サンズファーム（銚子）

1

化学合成農薬不使用・無肥料栽培の自然農法露地野菜

鎌形農園（東庄）

こだわりの
お米・野菜など
食材店

化学合成農薬&肥料を使わずに育った旬の野菜。
いろいろとえさにこだわった自然卵。アンデス・にんにく

地遊農園（東庄）
化学合成農薬&肥料不使用野菜
ホーリーバジル・にんにく

さくま草生農園（東庄）
耕さない、肥料・農薬不使用、固定種の野菜。
肥料・農薬不使用、おだ掛け、自家採種のお米を販売

ナチュラルフーズ グランママズキッチン（旭）

高田町のはちみつ（銚子）
高田山の木々の花と里の花の蜜を集めた、
そのままの銚子産、純正はちみつです

よへいや（銚子）
磯辺巻き＆揚げかき餅、
化学合成農薬＆
肥料不使用さつまスティック

team-eureka ユリイカ（銚子）

2

こだわりの
食加工品店

マクロビオティックやオーガニックをベースにした
食育エンジョイユニット。
カラダが変わる、
ココロも変わる食のご提案をしています

榊原豆腐店（銚子）
千葉県産の神崎在来と、
生にがりだけで作り、
大豆本来の風味と甘みのある豆乳と豆乳プリンです

蜂蜜、オリーブオイル、ハーブティー、コーヒーなど、オーガニック商品

リカーハウスかまた（銚子）

月と和音（銚子）

有機栽培米と手作りにこだわった自然酒、オーガニックワイン＆オーガニック
ビール、
雑穀甘酒など体に優しくおいしい飲み物

オーガニック＆無添加食品、有機玄米甘酒、有機三年番茶、
有機アップルジュースなどなど

自然村

たなごころ−掌（東庄）

「食」は人をつくる。自然農法のお米やこだわりの材料で農産加工品を手造り
して販売中。商品の数だけ、とっておきの物語があります
（香取）
畑のおやつ 結（ゆい）

ミュッター（銚子）

3

オーガニックコットンのタオルなど
オーガニックコットン製品

こだわりの
雑貨 店

海のそばのハーブ園

ハーブガーデン・ポケット（銚子）
無農薬ハーブ苗、完全熟成有機肥料小分け販売。
ハーブグッズ

PURE

BALLOON（銚子）

ゴムの木から産出する樹液で作られている地球にやさしい植物製品の
ゴム風船。昔懐かしい柄や、可愛い動物柄の紙風船

骨董ギャラリー源氏（銚子）
温故知新…古いものを大切にしていきたい。衣と食をメインに古いものから
新しいものまで！グラス・食器・雑貨・和装品等を出品
（銚子）
總總 （sousou）

栃木県のブランド麻、野州麻を使って、麻飾りや麻のアクセサリーなどを
作っています。
麻のよりより体験コーナーもあります

国産小麦、農薬・化学肥料不使用野菜や果物を使った身体に優しいお菓子の
販売。
露地自家栽培イチゴジャムの販売

玄米菜食カフェキッチン カトラリーボックス（匝瑳）
油も水も水素の力で発酵、砂糖を使わず穀物と野菜と果物だけで作るデトッ
クス&アンチエイジング。ベーグル、濃厚なショコラ他
（佐倉）
Shopan（ショパン）

※（10：30から販売）

自家製小麦から培養したサワー種使用、長時間発酵の天然酵母パン。
無農薬小麦とライ麦を石臼で挽いた全粒粉と国産小麦粉を使用

Another Belly Cakes（いすみ）
自家製の米あめを使った、
季節のタルト、焼き菓子、スイーツです。
ナチュラルだけどちょっと華やかなスイーツをお楽しみ下さい

炭火焙煎 森の詩（いすみ）
森林農法、
有機無農薬栽培でフェアトレードされた珈琲の生豆を使用し、
信州の白炭で自家焙煎をした炭火珈琲

ニコニコレストラン（大網）
素材を活かした家庭的なベジタリアンのタイ料理。野菜は主に地のものです

オーガニック＆アロマセラピーショップ

earthovenぱんや かごにわ（芝山）

アロマテラピー関連商品、オーガニックスキンケア、ヘナ、PRIMAVERAギフト

田んぼの土と藁と砂でできた薪窯で自家製天然酵母と国産小麦粉
オーガニック食材を使った素朴なパンを焼き上げています

tante（旭）

チーサ（鎌ケ谷）

フレグラントオリーブ（旭）

※（10：30から販売）

※（11：00から販売）

日常の暮らしに寄り添う雑貨とお洋服の店 タンテです。
うつわ、天然素材のバッグや小物などお持ちします

生のフルーツから果物そのものの旨みを生かしフルーツ酵母を作っています。
もっちり食べごたえ満点のベーグルと酵母パンなど販売

makka.（小見川）

Green café

海外ファブリックのコットンやリネン素材を中心に大人から子供まで
楽しめる布小物など

月音（銚子）

動物性食材・白砂糖・精製塩不使用のマクロビ弁当・マクロビケーキ、
マクロビ焼き菓子、
雑穀とスパイスのスパイシースープ

（白子）
TRIPTRACKS（トリップトラックス）

天然石マクラメアクセサリー、コットンコースター、
キッチン用ハンギングバスケット、
洗濯用ソープナッツなどを出品します

Beans（神栖）
リネンやガーゼを中心とした布小物。洋服。
心地良く暮らすをテーマにした、作品をお届けします

Rリース（鹿嶋）
ドライフラワーが好きで身近な材料でリース等を作っています。
毎回お会い出来る方も増えて楽しみに参加させて戴いています

キッズコーナー
キッズコーナーでは
ピンポン風船ゲーム、折り紙、お絵描き、レゴ、プラレールコーナーを作ります

子育て応援どんぐり（Cafe Sui）

マイバッグ・マイはし・マイボトルのご持参、ゴミ持ち帰り運動実施

（会場内にゴミ箱は無し）

