
A roma
29日（土）

日 時：2019年6月28日（金）11:00~17:00
／ 10:00~16:00

会 場：八戸ポータルミュージアムはっち1F
　はっちひろば・ギャラリー1

ご予約：aromafair.hachinohe@gmail.com
または 080-5873-1153

（八戸市三日町11-1）八戸ポータルミュージアムはっち
1F はっちひろば・ギャラリー1

会場

ご予約・お問い合わせ aromafair.hachinohe@gmail.com
080-5873-1153（ひつじや・小松）

※アロマテラピーは、精油を用いてホリスティックな観点から行う自然療法です。病気の治療を目的とした医療行為ではありません。

アロマフェア八戸 実行委員会主催

公式ホームページ http://aromafairhachinohe.wixsite.com/home

アロマテラピーとは、植物の香りや働きを利用して、心と体のバランスを整える自然療法。
植物の恵みがぎゅっと詰まった精油は、心と体、暮らしに彩りを与えてくれます。

そんなアロマテラピーを「もっと楽しく・ちゃんと安心」に。
今年は、会場内をめぐって楽しむスタンプラリーも初開催！

フェイスブックページ https://www.facebook.com/aromfairhachinohe/

日時 2019年6月28日（金）11:00 ～17:00 ／ 29日（土）10:00 ～ 16:00
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お好きなプログラムを３つめぐってスタンプを集めましょう！
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アロマフェア in 八戸 vol.7

いろんなアロマをめいっぱい満喫していただけたら嬉しいです。

Floor Map

6種類の「令和アロマ」の中から、
お好きな香りを選んでアロマスプレーが作ってもらえます

素敵なプレゼントがあたる

スタンプラリー開催！

連動企画
赤ちゃんとママ・パパがもっとニコニコに♡
ベビータッチケア体験会
6/29(土)10:00～11:00　3F和のスタジオ

デリケートな未来のママも、小さな赤ちゃんも、
一緒にこの日を楽しみましょう♪
お問合せ 050-3748-3339 simply.and.n@gmail.com

※事前予約受付6/27（木）17:00まで

Fair

３つ集めたらNのブースにGO！
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in 3タイプのブレンドから選んだお好みの香りと、
ふわふわの手に包まれて、夢見心地なひとときを♪
・約15分（ひざ下まで） 1000円 ・約7分（足首まで） 500円
・+500円で、おうちで使えるおもちかえりオイルのお土産も♪

季節のハーブティーを農家ならではの視点から
ご紹介。ブレンドのコツや栽培のコツなどを
交えながら飲み比べできます。

約20分 1000円

ほのかな香りが楽しめるアロマワックスサシェ
作り。引き出しやクローゼットに入れたり、ド
アノブにかけたり、お部屋に香りと彩りを。

約30分 1500円

ハーバリウムのようなネイルオイルです。綺麗
なハーブたちの機能性効果、オイルと香りの効
果で、ココロも爪もピカピカに！

約10分 1000円

身近な植物や食材で作る「香りのお水」ATR
ウォーターを使った次世代アロマテラピー。
フレッシュな香りでマウスケアを。

約10分 1000円

生のラベンダーをリボンで編み込んでいきます。
旬の香りを閉じ込めたナチュラルなスティック
タイプのサシェ。スワッグみたいに飾っても◎

約60分 1000円(3本分)　※15歳以上

ラベンダーのポプリをぎゅぎゅっと詰めこんで、
小さなかわいいサシェを作りましょう。バッグ
やクローゼットにほんのりいい香り。

約40分 500円

フレッシュラベンダーをたっぷり包み込んで、
バスタブに、ぽん！シンプルで、ちょっぴり贅
沢なバスタイムを満喫しませんか？

約30分 500円／1000円

無添加のリキッドにグリセリンと好きな香り・
色をつけて完成！洗顔・全身・食器洗いOK♪

約15分 1000円(300g)
お肌にうれしい南部むらさきエキス入り1200円(300g)

・肘～指先まで  約15分 1000円　・手のひら～指先まで 約 7分500円

無添加・無香料のナチュラルシャンプーにお好みの
ハーブやお花の精油をブレンドしてつくります。
約15-20分 アロマシャンプー＆コンディショナーセット1500円

アロマシャンプーのみ 800円

自由に描いたお手紙に好きな香りを添えましょう。
親子で一緒に楽しめるかんたんクラフトです。

約5-10分 200円

お花を観て、手に触れ、
選んだお花でアレンジしてみよう！！

約30分 1500~2000円 約30分 1200円　※5歳以上

木製スプーンにハーブやスパイスをつけて飾る
ハーブスパイスクラフトです。キッチンに飾れ
ば、お料理上手になれるかも♪

約30分1000円（ハーブティーのお土産つき）

頭・首・肩上部をケアしてスッキリ！お疲れ
モードの方も、いやされたい方も、気軽に
リフレッシュしていきませんか？

約15分 1000円

気分や体調、使いたい場面に合わせて、50種類
以上の精油からあなただけの香りを作ります。
アロマスプレーにしてお持ち帰り。

約15-20分 1500円

トップ・ミドル・ベースの精油をブレンドして
オリジナルのアロマフレグランスを調香してみ
ましょう！アロマスプレーにしてお持ち帰り。

約15分 1500円 約10分  500円 約20分 800円（新鮮なミニトマトのお土産も♪）

新元号のイメージカラー「梅・菫・桜」色を
テーマに、新しい時代の香りを表現してみまし
た。500円でお持ち帰り用ミニスプレーもお作
りできます。スタンプラリーのゴールもここ！

思い思いの景色を作ったら、好きな香りをプラ
スして、オリジナルのスノードームが完成！
ふわふわキラキラ、お部屋を明るくします。

お気に入りの香りを1つ選んで、気軽に作れる
アロマスプレー。初めての方やお子さまも♪お
部屋や車で手軽にアロマタイムを。

朝もやけむる水と森の里、島守の暮らしを支え
てきたおいしい湧水で、ハーブティとジャムを
ご用意。自然を感じるお茶会時間です。

ふんわり広がる香りの中でゆったりトリートメン
トいたします。初めての方も、お気軽にどうぞ。

・ここち良さをおうちでも！お持ち帰り用オイル 500円

令和の香り、色、花（桜、梅、菫）
からイメージして描くパステルアートWS

※プログラムはすべてご予約優先。
　事前のお申込みが安心です。

ボタニカルネイルオイルＷＳ
by アロマとハーブのスクールBernadetteベルナデッタ

キッチン蒸留ATRウォーターを使った

マウスウォッシュＷＳ

ラベンダースティックを
作りませんか by 林ラベンダー

ハーブティー
by CONSE FARM

フットトリートメント
by リラクゼーションルームakaneko

ふんわり香る
アロマワックスサシェ
by Luceルーチェ  アロマ＆ケアサロン

ラベンダーポプリの
サシェ作り by 林ラベンダー

バスタブ用
ラベンダー袋つくり

by 林ラベンダー

リキッドソープ作り
by せっけんの贈り物

アロマ・ハンドトリートメント
by ゆったりアロマ

アロマシャンプー
＆コンディショナー

by ゆったりアロマ こどもとアロマ
香りを楽しむ「ひみつの手紙」

by ゆったりアロマ

お花の香りでリフレッシュ
香育×花育～アロマとハナ～

by (株)フラワーショップ花誠 

「令和カラー」をイメージ！
　　　限定ブレンドアロマ

by アロマフェア八戸実行委員会

※事前予約受付期間　
　　　　　6/27（木）17:00まで

ご予約・お問合せ
aromafair.hachinohe@gmail.com

香りつき☆キラキラ
スノードーム by くるみのひろば

お料理上手のおまじない
スパイシースプーン

by PALLETE

スッキリヘッドケア
by このはなサロン咲耶SAKUYA

じぶんアロマ
by かわいいアロマひつじや

かんたん調香体験
by かわいいアロマひつじや

ちいさなアロマスプレー
by かわいいアロマひつじや

A B C

by アロマとハーブのスクールBernadetteベルナデッタ

6/28（金）のみ 6/28（金）のみ 6/29（土）のみ 6/29（土）のみ 6/29（土）のみ
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梅の花をちょこんと飾ったお手玉に「令和アロ
マ」の香りをプラス。姿勢やゲーム脳の改善で
話題のお手玉遊びで心と身体を楽しく健康に♪

2個セット 約20分 1000円／1個 約15分 500円

長い歴史を持ち、自然の恵みを一人ひとりの健
康に繋げる漢方。アロマテラピーとの共通点な
どについて、分かりやすくお話します。

6/28（金）13:30～14:00 参加無料

「寺子屋ワークショップ」でお馴染みのお寺、
普賢院の出張トーク。仏道の観点から香りに込
められたメッセージを楽しく深く紐解きます。

6/29（土）13:30～14:00 参加無料

令和アロマの
梅の花お手玉

by いちゃりば・おはな

出張法話トーク
「香りとこころ」
by 普賢院 副住職 品田泰峻

6/28（金）のみ 6/29（土）のみ6/29（土）のみ
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 ミニレクチャー
「漢方とアロマテラピー」

by 株式会社ツムラ 相馬正幸

島守のおいしい湧水と
畑の恵みのコンツェルト♪

by 島守ルネッサンスプロジェクト

6/28（金）①11：30~12：30　②14：00~15：00　2000円

Reiwa color Pastel Art
～令和アロマとカラーからイメージして～

by 色とアートのアトリエ feel「香・色・花」

令和の香りからイメージを広げ、色と形を用いて
「わたしの令和の幕開け」を表す曼荼羅アートWS
6/29（土）①11：30~12：30　②14：00~15：00　2000円

6/28（金）のみ

Reiwa color Pastel Art
～令和アロマとカラーからイメージして～

by 色とアートのアトリエ feel「曼荼羅ワーク」

6/29（土）のみ
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