
  9:30-  9:50

10:00-11:30

12:00-14:00

14:30-17:30

18:00-20:00

20:30-22:00

わたしとちきゅう と 宇宙
コバシャール×やよい

地球のために、今、できること
森田隼人×谷口たかひさ

物の選び方が地球を救う！！
うめのあゆみ×西渕泰

「いただきます。ここは発酵の楽園」
トーク：是友麻希

ラブレイブ×相良歩実

ハルコニー（歌/ウクレレ）
小浜まゆみ(琉歌）
みずたにやよい（キールタン）
ESSENCE963(歌、三線、笛)
玉那覇清夏×翁長ゆみ(フラダンス×三線)

4/16 土 ¥0 ¥0

KNOB／石坂亥士

1F ギャラリー B1 キタナカガーデン別庭

20:00～21:30

  9:30-11:00

11:30-13:00

13:30-16:00

16:30-19:00

19:30-21:30

吉田田タカシ

医師に聞く「医者いらずの子育て」
うめのあゆみ×高野弘之

B1 星ノ庭4/17 日 ¥01F ギャラリー B1 キタナカガーデン別庭

65分

11:00～

13:00～

16:00～

20:00～

B1 キタナカガーデン

この地球でいかに面白く
楽しく生きるか
さとうみつろう×藤原ひろのぶ×吉田田タカシ

B1 キタナカガーデン

2F オルキデア

¥02F オルキデア

B1 星ノ庭

3ピース（バンド）

佐久本盛明
（歌・アコースティックギター）

MISA（フラダンス）

さとうみつろう・
石坂亥士
（純正律ピアノ・神楽太鼓）

愛と勇気のラブレイブ～進めGO!!
ラブレイブ
17:30～

11:30～15：00(LO14:30)
ランチ営業

15:30～17:00世界のさまざまな問題と
ぼくらの選択のつながり ヴィーガン・菜食の

メリット・デメリット
藤原ひろのぶ

アーカイブ音開き ～響きあい～

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ
アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

オーガニック学校給食の
可能性

腸からキレイになる
７つの習慣

賀数郁美×東理人×ハイジ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

アーカイブ

古川しゅーと×YUN

田中佳

生まれてから死ぬまでに
大切な、たった7つのこと
井上まゆみ

「タネは誰のもの」

日本語の源流「カタカムナ」に
秘められた宇宙のしくみ

タンザニアでの
エコビレッジづくり報告会
レインボーピープル

知って、考えて、動く
～SDGsって結局何すればいいの？～
谷口たかひさ×ムシキン×わったん×YUN 前島由美・小田ルイ

食を変えるだけで、子供たちが
こんなに変わる！

11:30～15：00(LO14:30)
ランチ営業

タイムスケジュール

「弁当の日」

公子の部屋
福田公子＆スペシャルゲスト

ドクターズ ワクチンサミット
田中佳×高野弘之×東理人×
篠原拓哉×飯沼良子×隆介

誰でも懇親会 （飲食可）

コバシャール×mimi×わったん

アーカイブ

現代版組踊「鬼鷲」

14:00～
15:00～16:00

18:00～19:30

結華(エイサー）

入口初美

時の約束
～わたしの宇宙を生きる～

是友麻希

吉野信子

食と服から考える
本当の豊かさとは

医師に聞く「食べ物の選び方」

ロビンソン尚子

一生モノの自己肯定感と
意欲が身につく子供との関わり方

「ちきゅう」とつながる
呼吸、瞑想

14:30～15:30

97分

８１分

12:00～13:30
YouTube LIVE配信
暮らしの発酵チャンネル



スパ棟スパ棟

オルキデアオルキデア

販売機販売機

ランドリールームランドリールーム

フィットネスルームフィットネスルーム

ブーゲンビレアブーゲンビレア

男女トイレ男女トイレ

エレベーターエレベーター

多目的トイレ多目的トイレこちらのフロアは、小さなお子様と
一緒に聞くことができます。
こちらのフロアは、小さなお子様と
一緒に聞くことができます。

販売機販売機

授乳室
おむつ替えスペース
授乳室
おむつ替えスペース

ワークショップ ホ テ ル 館 内 図

バー
星ノ庭
バー
星ノ庭キタナカガーデンキタナカガーデン

キタナカガーデン別庭キタナカガーデン別庭

ショップ

カフェ

ロビー
フロント

入口入口
入場受付入場受付

EM ギャラリーEMギャラリー

和食レストラン
結庵　

和食レストラン
結庵　

テラステラス

バルコニーバルコニー

子どもがグズったら。。。
会場で聞くのは
ちょっと不安という方

10:00～ 15:00 10:00～ 15:00
レインボープラス
あんじんもこ
べじやんキッチン
NATURAL TONE
SPICECURRY PALMYRA
火曜日のbloom
AMBER HOLIC.
EN-TAKU SAKO
KUJAKU_OKINAWA
SOMAferments

FOOD

雑貨

Flower of life OKINAWA
発酵ライフ推進協会
畑の茶屋結

CHIHANA cafe(蕎麦と薬膳)

Earthful Cafe

SUNSHINE

ベジタルサンドイッチ

KUJAKU_OKINAWA

暮らしの発酵ライフスタイルリゾート

16:00～ 21:00
レインボープラス
アイタル食堂
HAISAI RAINBOWX
べじやんキッチン
NATURAL TONE
月桃チマキ RUUCHOO
ポカポカ堂
やきたてぱんひなり
KUJAKU_OKINAWA
SOMAferments

maru earth 
Amina
ethical store RE/AO
ams
laflab
青の紡ぎ手
わたしとちきゅう

maru earth

Amina

ethical store RE/AO

ams
laflab

クリフビール
CHIHANA cafe(蕎麦と薬膳)
Earthful Cafe
SUNSHINE
ベジタルサンドイッチ
KUJAKU_OKINAWA
暮らしの発酵ライフスタイルリゾート

16:00～ 21:00

10:00～ 16:00 10:00～ 16:00

4/16 

4/16 

4/17 

4/17 
わたしとちきゅう

Sanbe beauty, llc

ブレスイン

wakko_accessory

ホルトヨガ

テラステラス

9:00～ 13:00 9:00～ 13:0014:00～ 18:00 14:00～ 18:00
4/16 4/17 

波動メタトロン体験会！
トータルヘルスセンター神戸

波動メタトロン体験会！
トータルヘルスセンター神戸

工房うるはし（マイ箸作り）

シャボン玉石けん（石けん作りWS 14:30/15:30）

Misa（植物アクセサリー作り14:30～16:00）

RE/AO upcycle（コースター作り）

asian angel 安珠（オーラリーディング）

ブレスイン（アーユルヴェーダマッサージ）

イロドリirodori（多肉植物WS）

蜜蝋バーム作りWS（蜜蝋バーム作り）

Body holistic KAERU（カードリーディング・アロマ）

DREAM（ミツロウラップ作り）

波動メタトロン体験会！
トータルヘルスセンター神戸

工房うるはし（マイ箸作り）

数秘とアロマのヒーリングスペース

Misa（植物アクセサリー作り11:00～12:30）

人と人を繋ぐアロマ屋さん「えん」

足つぼサロンMA愛NA

青の紡ぎ手（精麻お守り作りWS）

沖縄アドラー心理学会（子育て個別相談）

日本こどもみらいラボ（キッズ整体教室）

イロドリirodori（多肉植物WS）

MRAマイレボリューションアカデミー

ツナグみらい（バードコール作り・10:00～12:00:森の中） 

工房うるはし（マイ箸作り）

IMACOCO salon Seiko

MAHOMIが描く守護龍アートセッション

アールデンタル（健康相談）

人と人を繋ぐアロマ屋さん「えん」

DREAM（みつろうラップ作り）

青の紡ぎ手（精麻お守り作りWS）

asian angel 安珠（過去生リーディング）

日本こどもみらいラボ（キッズ整体教室）

蜜蝋バーム作りWS

みんなでまさはると遊ぼう！学ぼう！
14:００/15:00/16:00

工房うるはし（マイ箸作り）

シャボン玉石けん（石けん作りWS 10:00/11:00）

Misa（キッズフラ教室・10:00～10:30）

Body holistic KAERU

DREAM（みつろうラップ作り）

ハルコニー（ウクレレ体験11:00/13:00）

沖縄アドラー心理学会

MAHOMIが描く守護龍アートセッション

足つぼサロンMA愛NA

MRAマイレボリューションアカデミ

（子育て個別相談）

（カードリーディング・
アロマ）

（アロマ
 クラフト作り）

（アロマ
 クラフト作り）

（ラッキーカラー診断）

★

うさと展

★ 階段下
「EM団子作り」

詳しくはコチラ
FOOD&雑貨店舗一覧

(234 号室）

スパテラスにて

満月朝ヨガ
7:00～7:45

4/17 9:30～11：30

無 料

ライブラリーライブラリー

（ラッキーカラー診断）

子どもがグズったら。。。
会場で聞くのは少し不安
という方

●お掃除教室 14:00 ～ 14:30
●うめのあゆみさんと行く
 館内ツアー 16:00 ～ 16:30

総合受付総合受付

4/17 11:30～13:00
無 料

カフェ横テラスにて
焚 火 革 命 団

着火予定時刻
両日
16:20～21:00


