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インスタグラム「#みなまき TRYSTAND」では、
オーナーさんたちによるみなまきTRYSTAND出店情報
の投稿をご覧いただける他、みなさまからの
みなまきTRYSTANDに関する投稿も随時募集中！
たくさんの投稿をお待ちしています！

みなまき TRY STANDでは、やりたいこと・やってみたいことをこの場を
使ってまちのみなさんにお披露目していただけるオーナーをまだまだ募集
しております！気になる方は下記までお問い合わせください！
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―渡辺さんは今年6月からみなまきTRYSTANDで「花と鳥」という屋号でタロットカード占いをされていますね。
タロットカード占いは以前からされていたのですか？？
30年以上前からタロットカード占いをしています。ここを始める前までは、友達を占ったり、フリーマーケット
で占ったりしていました。

―みなまきTRY STANDでお店を出すきっかけは何だったのでしょうか？
今年の春にこれまで続けていたパートを辞めたことがきっかけです。かねてより、子供が社会人となり、親と
してひと段落ついたら、なにか自分の好きなことをしたいと思っていました。

―みなまきTRY STANDの存在は知っていましたか？
占いをどこかでやりたいとお店を探して見つけました。みなまきTRY STANDと弥生台TRY BOXの両方を
見に行きましたが、みなまきTRY STANDのこじんまりとした規模が占いにはいいだろうとこちらにしました。

―始めてみてどうでしょうか？
やはり対面でできるというのが嬉しいです。コロナ対策をしつつ、実際に会って話して目を見てできるのがい
いですね。今後はここで占いをやっているよというのをもっと周知して、多くの人を占っていけたらいいなと思
います。自分はこれができるんだ、こんなものを持っているんだと、自信に繋がるのがいいですね。

お話ありがとうございます！　これからもTRY STANDを一緒に盛り上げていきましょう！！

『みなまきTRY STAND』は第2期に突入！
ますます輪が広がり、個性豊かな24組のオーナーさんが出店予定！

今号では「花と鳥」のオーナー、渡辺さんにインタビューしています！

相鉄いずみ野線南万騎が原駅からすぐ、「みなまきラボ」に隣接する
『みなまきTRY STAND』は地域住民からオーナーを募り、

各オーナーの「やってみたいこと」にチャレンジしていただく実験の場です。
みなさまのおかげで本格始動第2期となった今期は2021年9月〜2022年3月の予定です。

詳しい出店スケジュールは現地、または裏面のQRコードからチェック！

タロットカード占い「花と鳥」渡辺さんに聞いてみた！

みなまきTRYSTAND横のみなまきラボに出張！渡部さんに実際に占っていただきました！！

占ってもらった小学生2人もドキドキ！

このカードがいい！！

このカードにはどんな
意味があるのかな…？？



オーナーズ PROFILES 出店スケジュールは
みなまきラボ、
またはコトコト！
(Webサイト)にて
掲示中！

第2期

▲saori▲さん

じっとしていなくて大丈夫！写真から似
顔絵お描きします！もっと身近に、もっと
気軽に♪ライフイベントに寄り添ったあ
たたかい似顔絵と、ときどきウッドバー
ニング。ご家族の大切な思い出に。サ
プライズのプレゼントに☆
1名15分〜30分程でお描きします。お
天気によってはワークショップも開催☆

にがおえ

aroma coatt
中井亜美さん

世界で一番購入されていて、エビデン
スのあるアロマオイルの販売を行なっ
ております。赤ちゃんからご年配の方、
また敏感肌の方も安心してお使いいた
だけるアロマオイルで暮らしをさらに豊
かにしてみませんか？ハンドクリームや
除菌スプレー、また暮らしに役立つア
ロマレッスンも行なっております♪

販売

＊あんどすまいる＊
sawa & yokoさん

ご自身とご家族の『美養』と『健幸』のた
めに、植物のちからを生活に取り入れま
せんか？
そして、それが地域社会や未来の地球の
ための『エシカル消費』に繋がる、そんな
オリジナル商品を販売しています。
アロマソイキャンドル、アロマストーン、麻た
わし、みつろうラップ、手仕事製品など

販売

ECO雑貨YUKI
高橋優喜さん

「環境を考えた行動」って、難しいこと
？傘の布で作った「エコバッグ」、ジュ
ートタワシ、簡単にできる生ごみ処理の
方法、端切れの活用など、簡単にでき
る行動のヒントを展示、販売します。あ
なたのできること、探してみませんか？　
無理なく、楽しくをおすそ分けします。

販売

OHANA
リカクさん

"atom美"製品を使用した独自のフェ
イシャルケア講習です。「体験したから
何か買わなくちゃ…。」その必要もあり
ません。まずは"atom美"を皆様に知っ
ていただく、そのための体験です。どな
たでもお気軽にご参加ください。

Kyoko original
関谷京子さん

着物地・浴衣地・綿・ニットなど様々な
布で、流行にとらわれず品良く飽きの
こない服を、自分自身が着る立場にな
って気を配り縫製しています。

販売

くじらぱすてる
+こまゆき+さん

3色のソフトパステルで描く自己セラピーア
ートです。体験ワークショップ・体験講座の
他、描き下ろし販売もしています。日によって
、石ころ・どんぐり・おりがみワークショップも
同時開催してます！心身障害の有無に関わ
らずどなたでも描ける色遊びをお楽しみに！
社)日本心理療法協会認定講師 3色ぱすてるアートセラピー
インストラクター くじらぱすてる+こまゆき+

クリスタルフルート
ワークショップ

斎藤信彦さん

「ガラスのフルート”クリスタルフルート”
体験」（販売・ワークショップ）
軽くて持ちやすく、多彩なプリントが美し
い楽器です。手に取って音を出してみま
せんか？楽器の資料やケース、お手入れ
グッズも展示。ミニコンサートや体験レッ
スン（無料）も開催。数に限りがあります
が、楽器の販売もいたします。

ワーク
ショップ

けろりんRoom 
with KoKeBee

プラスチックフリー生活アドバイザー
いとうけいこ さん

環境にやさしくて、可愛いと今話題の
「みつろうのエコラップ」を作りません
か？みつろうエコラップは体にも安心
です。アイロンを使って誰にでも簡単に
作れます。エコラップや雑貨の販売も
あり。ちょっとだけ地球にやさしい暮ら
しを提案します。
お気軽に遊びに来てね。

Soltlata
tomoさん

'アクセサリーひとつで気分をあげる'お
気に入りを耳元に♡ ハンドメイドで様
々なビーズを使用し、耳飾りを中心に
制作しています。あなたの日々にときめ
きとわくわくをプラスします。
Instagramにて最新情報更新してい
ます。

販売

低糖質の焼き菓子工房
あんな

あんなさん

糖質制限中でも美味しいおやつを楽
しんでいただきたい！そんな思いから
個包装1個あたり1g未満の糖質量で
お作りしている低糖質の焼き菓子です
。国産おからを主原料とした小麦粉や
砂糖を使わないグルテンフリー商品な
ので、身体にもやさしく幅広い世代の
方にお楽しみいただけます。

販売

手織りの会四季
「織織マルシェ」

奥野香織さん

二俣川にある手織り教室に所属する
有志一同が主催です。織は敷物、マフ
ラーとして、また織り上がった布を縫製
してバックや服にもなりますので、暮ら
しのあらゆる場面に活用できます。着
物を裂いて緯糸にした裂織りや、色々
な糸を織り込んで唯一無二の布が出
来上がる楽しさは格別です。

片山知子さん、池田翠さん

毎日使える実用的なもの、そこにカワイ
イをちょっとプラスした作品づくりを心
がけています。不定期で近隣のショッ
ピングモール等の催事にも出店してい
ますので、詳しくは2人のInstagram
からどうぞ。アカウント→tomo_k1216
                  　　　　　　　 →cui1977

販売

nico-ile☻
高橋さん

「私のハンドメイドで、みんながにこに
こ笑顔になってくれますように」との想
いから出来たnico-ile☻♪
みなさんの「お気に入り」に仲間入り
ができますように(*^ー^*)

販売

花と鳥
渡辺有架さん

タロットカード占いを30年ほどしていま
す。タロットカードの大アルカナカード
22枚を使用して、あなたの知りたい事
に対する答えを導き出します。運気up、
金運up、幸福upのお手伝いにぜひご
利用くださいませ。心よりお待ち申して
おります^^

占い

ははのすとまめ+

KOSUZU-GARDENさん、まめ+さん、
KUMI-KUMIさん、TOMARUHUさん、

暮らしにちょこっと「うふふ」を足してもら
えたら…そんな気持ちで、心を込めて作
品を作っている４人のユニットです。
日々の暮らしのおともにいかがでしょう。
刺繍ブローチや耳飾り、天然石やビーズ
のアクセサリー、革小物、布雑貨、消しゴ
ムはんこ、紙雑貨など

（12月以降出店予定）

HaRuっち☆りぼん
Konnoさん

ヘアアクセサリーや、イヤーアクセサリ
ーを色々な素材で作っております。
『ちょっとそこまで♪』のお散歩のちょっ
としたおしゃれアイテムに取り入れてい
ただけたら嬉しいです。見ていただくだ
けでも、とても嬉しいので、ふらりと立ち
寄っていただけたらと思っております☆

販売

Feel so good !!
togaさん

「あったらいいな」を形に。カワイイと便
利を一度に叶える、実用性・機能性にこ
だわったオリジナルポーチなどの布小
物を製作しています。TRYSTANDには
ハンドメイド仲間と合同出店、参加者に
よって品揃えが変わります。一期一会の
作品と出会いに来てみませんか？

販売

BlueRoseMoon
小田部ゆかりさん

カルトナージュはフランスの伝統工芸。
厚紙をカットし組み立て布をはって作り
ます。リバティやフランスリネンの生　地
を使い、置いておくだけでも　「可愛い」
と思っていただけるように心を込めて
作製しています。ぜひお手に取ってご
覧ください。

販売

Petit flaner 
-プチフラネ-

石川智恵子さん

トイプードル大好きな仲間たちとトール
ペイント、レザークラフト、布小物、雑貨、
ワンコグッズ、洋服などハンドメイド作
品の販売世界でひとつオーダーも承り
ます
ふらっとお散歩がてらお立ち寄りくださ
い♪

Belle Fleur
(ベル　フルゥー)

Mikaさん

・耳ツボジュエリーってご存知ですか？
美しく耳を飾りながらツボを刺激し、リ
フトアップから体質改善まで、身体の内
側から"美しくなる力"を働きかけます。・
お子様も安心安全に使用できるエッセ
ンシャルオイルを使ったクラフト作りも行
ってます。ぜひ、遊びに来て下さい。

施術・
WS

まゆとひまりの
晴れのち晴れ

茉由　/　藤川　陽吏さん

関東を中心に幅広く活動をしている二
人の鑑定師による出張鑑定です。今回
は出店記念特別価格にて鑑定いたし
ます。手相で未来を知り、タロットで対
策を練り、方位学で運気を上げましょ
う♪どうぞお気軽にお越しください。

占い

りーぷりんぐ
miho takagiさん

りーぷりんぐは、大切な人という意味で
す。みんな誰かの大切な人、そんな気
持ちで様々な方とつながれたら素敵だ
な、という思いで活動しています。日常
に少しのヒントと癒しをお届けするワー
クショップを開催いたします。是非お越
しください。

＆K 
Petit Bonheur

Lem/Naoさん、みぃ♪さん

大切な友達との絆を大切に希望を与
えられるような存在でありたい」そんな
想いを込めLien「絆」、Espoir「希望」
、Mon ami「大切な友達」という意味
の頭文字をとり「LEM」として活動して
います。心を込めて布・和紙小物、アク
セサリー等を製作販売しています。

販売

にがおえ
atelier toro tomo-k ＋ cui*
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