
手染め創作布花 
千里 ・ ちさと　
～白布から咲いたお花～
相川 千里 （西条）

〈ふるさといやしの村健康維持センター〉 （呉市）

莫大小
創作ニット
展示即売
内森 トキエ 
（西条）

広島県最南端の島　呉市 倉橋島 より
手づくり　極上ひじきコロッケ

ペア ラビット 津山 俊一  （広島市） 
フラワーアレンジ・ウッドクラフトアトリエ

※3/25 土曜日のみ販売
限定300個

[商品がなくなり次第、販売は終了します] 手づくりパン
広島県産ハトムギを全商品に使用した手づくりパンです。
〈BAKERY HALÜ〉 （高屋）

F U J I  G R A N D  H I G A S H I H I R O S H I M A

創作鉄アートふくはら
すべて手作り、一点ものです。
福原 栄子 （高屋）

ひだまり
ハンドメイドの
リネン服、袋物
岡村 道子・山本きよみ 
（八本松） 
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　フジグラン東広島が2000年にオー
プンして以来、皆様にご愛顧また応
援していただいております『自然に
生かされて』もおかげ様で42回目の
開催となります。これからも地域に
根差し、皆様に『この街にあってよ
かった』と思っていただけるように、
豊かさと満足を提供していける

ショッピングセン
ターでありたいと
思います。

ご あ いさつ

古布の店 ながみね 
古き良き時代の布（洋服、絣、型染、のぼり他）
長峰 順子 （広島市）

Atelier CLAN （アトリエ クラン） 
「世界にひとつ」のカラフルな革製品で笑顔&元気に!
川島 啓吾 （広島市）

草盆栽 
春の息吹をお届けします
玉乃井 一枝 （海田）

山野草
フジグラン東広島
店長　佐川 道和

【会場】フジグラン東広島 催事場
9：00～19：00（3/26㊐は18：00まで）

観覧
無料

3/21　　▶3/26日火・祝
2023

DAAN 植田 晃祁 （広島市）
彫金七宝・ダイクロガラスアクセサリー

紀²工房（kiki工房） 川崎 紀美子 （高屋）
雛人形・兜

守り石ちはる 
お守りブレスレット・オリジナルアクセサリー・
オーダーメイドジュエリー
出口 千春 （廿日市市）

広島県産ニンニク
黒にんにく
幸せは健康な身体づくりから！
〈ドイ グランホ〉 （三原市）代表 渡邉 正子（西条）

東広島橘支部

いけばな

・食品館 1F 正面玄関
・衣料・くらしの品フロア　1F 正面玄関

いけばな展示

南部裂織
裂織の布で作った
バッグなど
松田 節子 　
（八本松）

手作り革細工
レザークラフト 竹田
日本人が気づいていない豚革の魅力！
竹田 慧子 （呉市） 

手作り革細工
レザークラフト 竹田
日本人が気づいていない豚革の魅力！
竹田 慧子 （呉市） 

Sizzle（シズル）
コットン100%素材の
創作衣料
國居 恵子 （広島市） 

ご来場のお客さまへのお願い

●アルコール消毒液をご利用ください
●マスクの着用にご協力をお願いします
●距離をあけてご観覧をお願いします

新型コロナウイルス
感染拡大防止の対応についてさんやそう

ichiru 新澤 　希 （広島市）
ディップアートアクセサリー

コヨーテ 谷口 修一 （広島市）　
革細工

キャトル・ショコラ／キャトル・テ・ヴェール
チョコやサブレなど 4層の最高のハーモニーをお楽しみください。
〈パティスリー ソンヌフ〉 （八本松）

第42回

  プロデュース　

彩作家  初 美

竹細工 
竹が持つ特徴をいかして小物づくり
高石 雅博 （廿日市市）

ハワイアンフラ
ロコマイカイフラサークル黒瀬
ハーラウ・ナー・メア・フラ・リノリノ
代表 金石 ゆき （呉市）

７０’ｓ SONG
ザ・ネイチャーボーイズ＋１
代表 中尾 直文 （八本松）

21火㊗
11:00~

21火㊗
13:00~

楽曲：鈴懸の径（すずかけのみち）他

自家採り蜂蜜、
透かしちりめん、
貝柱
1秒で造る無添加発泡食品
〈㈲ねっかけんサワノ〉 （呉市）

手作りどら焼き、和小物
しっとり、やさしい甘さの手作りどら焼き。
かわいい和小物。
〈Sourire〉 （広島市） 

多肉植物専門店
〈小瀧屋~ODAKI-YA~〉 
代表 小瀧 加菜恵 （三次市） 

夢雲窯（むうんがま）
心が和む陶人形・陶器作品
橋本 匡治・橋本 裕子 （呉市）

ハワイアンフラ
ヒロ フラ サークル
代表 坂本 宏美 （西条）

日本舞踊：演歌と祝儀舞
日本舞踊 藤間流 藤間素寿（もとじゅ）
代表 藤間 素寿 （八本松）

25土
14:30~

25土
15:00~

ウクレレ演奏/洋楽ジャズ
宮領ウクレレ倶楽部（ウク♡マハロ）
代表 村上　重道 （西条）

25土
13:00~

オカリナ演奏
岸田道子＆ツインクル
代表 岸田 道子 （高屋）

25土
11:00~

ひょっとこ踊り

音楽アンサンブル

代表 豊田 利光 （高屋）
篠笛＆オカリナ
川口裕子・和田美重子
代表 川口 裕子 （高屋）

26日
14:30~

26日
13:30~

パレット
代表 松原 広子 （高屋）

26日
12:30~

ハワイアン演奏

ヒロ&ノブ
代表 黒田 隆文 （西条）

26日
11:00~

26日25 ・ 限
定

09:00~17:00
土 26日23 ~ 限

定木09:00~18:00

09:00~17:00

ロマン 長里 教恵 　（八本松）
トールペイント

幻想アート
生き物たちの想い

2F 特設コーナー

藤田 しほ （広島市）

古布・パッチワーク
スタジオ・パル
着物・帯の新しいリメイク生活
栗田 京子 （福山市）

パンの花
粘土で作るお花や小物展
代表 湯浅 紘子 （黒瀬）

2F 特設コーナー

ふれあいすまいりぃ
布、竹、木工 手づくり作品
代表 熊本 修司 （西条）

AMATERASU
オーガニックマルシェ
荒谷 兼治 （呉市）

音楽イベント
【1F】 ときめき広場 


