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おかげマルシェ実行委員会では、協賛いただける企業様を募集
しております。いっしょに地域のイベントを盛り上げてください。
【お問い合わせ】おかげマルシェ実行委員会　03-6356-4861

敷地内はすべて文化財です。
汚したり傷つけたりしないよう、
ご協力をお願いします。

協賛
昭和信用金庫 大橋支店

上目黒 氷川神社

東京ウクレレスターズ
11:00～

2時間でウクレレマスター♪の仲間で結成された愛のお裾分けユニット。東
京各地で演奏会を披露しています♪

ウクレレ演奏

南平台にある音楽教室の講師と生徒さんによる演奏です。ポピュラー
からクラシックまで、生徒さんによる可愛らしい演奏と本格クラシッ
クをお楽しみください。

ミュージックサロンエスプリ
11:30～ クラシック演奏

現代手猿楽
14:00～　創作芸能

現代手猿楽とは、能楽や歌舞伎、神楽など、日本の伝統芸能の要素を
取り入れた創作芸能です。今回は平家物語より、「那須与一 扇の的」
を御覧に入れます。

B.Nazki
14:30～

目黒在住の歌手B.Nazki。作詞・作曲を独自に行う。活動12周年を
迎え、アルバム「ミンナノウタ」発売中！

歌

Ponopono Hula Heart&Bodyworks 
12:30～

中目黒を拠点に活動しているPonopono Hula Heart&Bodyworks
4歳から80代までの幅広い年齢の方がフラを習いに来られています。

フラダンス

おかげセレモニー
13:00 ～

開催セレモニーを行います。

日本舞踊　花柳眞理子　池尻教室門下生
13:30～

かわいい童謡から端唄「京の四季」他。いきいき子ども舞踊教室の生
徒も参加して舞台を盛り上げます。 皆様、お楽しみに！

日本舞踊

五十嵐 光司
15:00～

歌謡系シンガーソングライター。昭和歌謡を彷彿とさせるメロディア
スな楽曲をDTMで制作し活動中。

歌

相模の風THEめをと
15:30～

夫は妄想！ツマは暴走！ギター2本と鳴り物で楽しいライブを繰り広
げます

ギターと歌

須田隆久×鈴木まさしコラボライブ
13:20～

フラメンコギターリストと地元の区議会議員の不思議なコラボによる
アコースティックライブ！

ギターと歌

林竜也 (La Casa de Jirafa for Music and Photograph）
12:00 ～

スペイン留学中にアンダルシアの伝統芸能フラメンコを習得。その技
術を軸としたオリジナル楽曲を披露する。

ギター演奏

11：00～16：00

2019年10月14日
月曜日（祝日）

で検索！おかげマルシェ

公式ホームページ

www.okagemarche.net

（10：00～18：00まで）

公式ホームページ

03-6356-4861

お問い合わせメール

お問い合わせ電話

okagemarche.info@gmail.com

お か げ
マルシェ

主催：おかげマルシェ実行委員会
協力：上目黒 氷川神社 後援：目黒区／目黒区社会福祉協議会

第３回

目黒区大橋2－16－21　池尻大橋駅北口から徒歩5分

目黒区大橋2－16－21　
池尻大橋駅北口から徒歩5分

●おかげマルシェ実行委員会及び上目黒 氷川神社は当イベント
開催期間内において発生した一切の事故や怪我・病気などの責
任を負いかねますことをあらかじめご了承ください。
●出店者の販売商品等（ワークショップ含む）による事故、食中
毒、怪我等に関して、当該者同士の話し合いによって解決するもの
としてください。
●盗難等防止のため貴重品は持ち歩くなど、ご来場者の各自の
責任において管理されますようお願いします。

●神楽殿に出演したみなさんが、ご自分の出番のあとに30分間
「交流タイム」を行います。直接お話できますのでぜひ❷神楽殿
交流ブースにお立ち寄りください。

令和元年
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休憩エリア

本部

※お店の内容や場所は変更になる場合がありますので本部でご確認ください。

※社務所は神社関係者と
マルシェ本部スタッフ以外
立ち入り禁止です

SEMPRE HOME 6
センプレとはイタリア語で「日常」のこと。いつもの暮ら
しを心地よくするためのセレクトショップです。ショップ
は神社から徒歩30秒。10000点以上に及ぶ取り扱い商
品がほぼ全てそろう売り場は圧巻です。

センプレホーム

DSD motorcycle 14
新宿のイタリアンと共同開発した燻製機の実演販売で
す。小型かつmicroUSBで稼動するため持ち運びがで
き、風力調整ができるため、チョコレートやチーズなどの
溶けやすいものも燻製にできます！

ディーエスディーモーターサイクル

2019年10月14日 上目黒 氷川神社第３回

手作り販売・ワークショップ

ボディケア

こどもふくmyrtille
コドモフク ミルティーユ

30
子どもと過ごすひとときを笑顔で過ごせるような、かわい
くて少し大人びたお洋服をセレクトしています。少しでも
多くの方に韓国こども服ならではの素敵なお洋服を楽しん
で頂けたらと思います。

水引deご縁アクセサリー
ミズヒキ デ ゴエン アクセサリー

9
秋のピクニック気分を味わえる遊び心を込めて、水引アク
セサリーを作りました。和紙で出来た水引は軽い！ニッケ
ルフリーで金属アレルギー対策！

UNANOI
ウナノイ

22
廃盤になった布地やデッドストックのハギレ、それらを利
用して作製した布小物や服飾小物を販売いたします。

ククイ 11
駒場でフラダンスをしている仲間で創りました。ハワイを
感じられる雑貨を取り揃えてお待ちしています♪

sora to tori 17
主にタイの山岳民族の古布や刺し子刺繍などを取り入れ
ながら現代風にアレンジしたチェンマイ在住の作家さん
たちの作品を販売しています。

ソラ ト トリ

けん玉体験(けん玉検定) 16
けん玉で遊ぼう！貸出用のけん玉があるので、どなたで
も体験できます。自分の実力を試せる｢けん玉検定｣(初
心者～中級者向け)にも挑戦出来ます^^

ケンダマタイケン(ケンダマケンテイ)

HAKO-Re 15
木組大工さんに教えてもらって、お箸を作ってみよう！香
りや手触りを楽しみながらカンナで削ったりやすったり…
自分オリジナルの一膳を作ってください！（＾^ ）//

ハコリ

オーサワジャパン池尻大橋店 34
池尻大橋駅から徒歩３分。マクロビオティック・オーガ
ニック・ヴィーガン食品を中心に、カラダにやさしい厳選
した食材や雑貨を取り揃えています。

おかし工房もーういっこ 8
グルテンフリーのパウンドケーキを中心とした体に優し
いお菓子の販売。

オカシコエボウモーウイッコ

ゆぅたんのほっぺた 32
今春まで親子三代池尻で八百屋を経営。移転後ゆぅたん
のほっぺたをオープン。赤ちゃん～お年寄りまで安心して
食べられる優しいお菓子作りを行います。

中目黒101プラス 27
目黒川桜橋のたもとの桜屋台で毎年売切れ大人気のチー
ズフランクと富士宮焼きそばをジュージュー焼きます！

ナカメグロイチマルイチプラス

おばあちゃんのご飯やさん 28
神社近隣のおばあちゃんたちが手作り！優しい味で具だく
さん！おばあちゃんの笑顔と一緒に召し上がれ。

Chocolate de Familia 29
家族の会話が生まれるチョコレート”をコンセプトに大人
からお子さままで気取らずに楽しんで食べていただける
チョコレートブランド。中目黒のSpace Utility Tokyoで
常時お取り扱いいただいています。

ショコラ・ダ・ファミリア

same 4
焼き菓子販売。この場をお借りして、自分も地域を盛り上
げて人と人をつなぐ架け橋になれたら！ という願いを込
めて出店しました。普段はケータリングでスイーツやお弁
当の販売をしています。

サメ

おかげマルシェ

本部

おかげマルシェ本部 25
ホットコーヒー販売。ワークショップの受付もこちらです。

野菜 

季節のブース　　　　　　      　本部協力出店

ashilabo voyage foot reflexology

デトックスと足の疲れ心身の疲れを取り去るリフレクソロ
ジー。カラダの末端からしっかり血と水を流し排泄する手
助けをしてくれます。アロマテラピーエッセンスで自分だ
けのブレンドを作りませんか？

アシラボ ボヤージュ フット リフレクソロジー
20

HACARI 33
中目黒で産直野菜や果物、手作りのお惣菜の量り売りの
お店を行なっております。7月にオープンしたばかりです
が、地域に密着したお店にしていきたいと思っています。

ハカリ

移動喫茶農遊人 24
しっとり甘～い「べにはるか」や絹のようになめらかな果
肉の「シルクスイート」など数種類の焼き芋をご用意しま
す。栽培から携わったサツマイモは土づくりからこだわっ
ています。こまめに温度調整を行い、美味しさを最大限に
引き出す方法でじっくりと焼き上げます。

イドウキッサノウユウジン

芋掘り体験 23
茨城の農家さんのご協力で、ミニさつまいも掘りが体験で
きます。お子様限定です。

イモホリタイケン

雑貨販売

empopo 21
empopoは主にフィリピンのコミュニティ支援や自然環
境保護につながる商品（ステンレスストローなど）を販売
いたします。よろしくお願いいたします。

エンポポ

飲食・食品

chez an 19
永く愛されるお菓子づくりを心がけ、カフェやコーヒー屋
さんに置かせて頂く焼き菓子やパーティのケーキなどを
作らせて頂いてます。

シェ アン

26おおはしコミュニティ
毎月第一日曜日、境内で「地域情報コーナー」テントを出
して近隣のお店を紹介しています。ショップカードなどは
ご自由にお持ち帰りください。

35目黒区立大橋えのき園
大橋えのき園は目黒区大橋にある知的障害者の通う場所
です。素材にもこだわった他にはない製品づくりを心掛け
ています。利用者さんの思いの詰まった製品をぜひご覧く
ださい！

メグロクリツオオハシエノキエン

福祉・地域

5目黒区社会福祉協議会
子育て、高齢者、障がい者、ボランティア活動などの様々
な事業を通して地域の皆さんの「福祉のまちづくり」を推
進する団体です。風船のプレゼントもありますので、お気
軽にお立ち寄りください。

メグロクシャカイフクシキョウギカイ

Baileys works 7
Tiny Teeth認定講師のshiinaです。ベビーとママにとっ
て安心・安全な資材を使用してオリジナルの歯固めやお
もちゃホルダーを製作。ワークショップはパーツを選んで
並べて頂くだけの簡単な作業。紐の結び方や始末にこだ
わり、簡単には壊れないようにこちらでお作りします。

ベイリーズ ワークス

12キッズエリア
輪投げオリンピックやおもちゃすくいなどあります。くつ
を脱いで遊べるスペースもあります。

13本部ワークショップ 各300円
簡単にできるワークショップをご用意しています。「スタン
プでポストカードづくり」「空き瓶とマステでキャンドルボ
トルづくり」などあります。お気軽に！

和文化体験

駒場高校茶道部 茶席
コマバコウコウサドウブ チャセキ

1
先輩たちから引き継いだお道具と心を込めたお点前でお
抹茶を点てさせていただきます！お菓子と一緒に一息入れ
ていかれませんか。  

southbound 18
天然石を中心としたアクセサリーブランドです。着けた時
にコーディネートにさらっと馴染むようなデザインを心掛
けています。

サウスバウンド

優花 31
アクセサリーや雑貨を販売します。お仕事ではお花を扱っ
ていて、神社の情報誌「WAGO」のお手伝いもさせてい
ただいておりますので、合わせてご案内します。

ユウカ

お か げ マルシェ

神楽殿交流ブース 2
カグラデンコウリュウブース

神楽殿に出演したみなさんが、ご自分の出番のあとの30
分間「交流タイム」を行います。直接お話できますのでぜ
ひこちらのブースにお立ち寄りください。

中村屋 10
『乳がん患者の作った乳がんパッド』を販売。軽く乾きやす
くすべり止め付き。100円～リーズナブル雑貨も取り揃え
てます。ぜひ遊びにきてください！

ナカムラヤ

上目黒 氷川神社 3

会場をお借りしている上目黒 氷川神社のお知らせブース
です。催事のご案内など。

カミメグロ ヒカワジンジャ


