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BANBINOKIBAKO
バンビの木箱では、 おこさま連れＯＫのイベントの企画や

水金ランチ ・ カフェ、 雑貨販売をしています。

主に水・木・金　稼動中　レンタルもしています。

バンビの木箱
OPEN  10：00 　CLOSE   17：00

092－6２１ー1６６６
banbinokibako@gmail.com
〒812-0068　福岡市東区社領 1-2-9 （福中協内）

→
instagram

→
fecebook

日替わりランチプレート　1000 円　
お子さまプレートご相談ください　
デザート　300 円～　ドリンク 300 円～

11：30 ～ 14：30　  （数量限定）
水曜ランチカフェ　　時々金曜日

バンビの
ごはん

オーナーシェフチェンジ制のカフェランチです。

できるだけ事前の

ご予約をお願いします。

①　お電話　月ー金 10～ 17時

②　Gmail　（banbinokibako@gmail.com）

③　FB のメッセンジャー　バンビの木箱

④　インスタグラムメッセージ　banbinokibako

⑤　公式 LINE アカウント　　バンビの木箱

ランチ・
講座の

お申込方法

公式 LINEアカウント
毎月のお知らせを配信中

時々クーポンも配布中→

最新情報はこちら

水

9/7 水

家のいつもごはん

9/28水
九州産の無 ・ 減農薬野菜を

中心に甘酒 ・ 塩糀を使った

ｍｕｃｏ家のいつものごはんと

おやつ

muco

身体は、食べたものからでき

ている！発酵食品とこだわり

の食材を使った料理で身体の

内側からキレイになれる

～ゆか飯～

発酵食堂 ゆか飯

水 木 金 土火月日

稼動日 ランチ日 お野菜販売
Sep

マミーズフラ

マミーズフラ姿勢の
お話会

パラコード
作りＷＳベビトレヨガ

ふわっと
陰陽五行
+薬膳ごはｈ

おむすび
子育て座談会

９月のおしらせ
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骨盤底筋ヨガ
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敬老
の
日

秋分の日

パラコード
作りＷＳ

事前ご予約で薬膳ごはん食べれます。

お問合せ下さい。



ふわっと陰陽五行
こころと身からだの養生ワークショップ

池田　朋
高浦真理　参加費 :4,000円

14水
10：30～　
12：00頃

講師

各講座は、申し込みが必要です。

マミーズフラダンス
忙しい子育てをリフレッシュ

aloha～♡　ママのためのフラダンスです。
心と体が元気になるフラを是非ご一緒に踊りましょう。
そして、ハワイアンミュージックで癒されて下さい。基本からゆっくり、ゆっくりとレッスンします
のではじめての方も大丈夫です。安心してご参加していただけます。
お待ちしております .
どなたでも参加できます。動きやすい格好でお越し下さい。

持ち物：タオル・水分

一番ケ瀬　恵子10：30～
　11：45頃

16金
２金

参加費 :1300円　

講師

リノフラオハナ主宰　

９／

９／

ベビトレヨガ
ママと赤ちゃん 2人のための

大神　真理
ベビトレヨガ認定講師

首が座ったお子様～3歳のお子様と一緒に、ベビトレヨガでリフレッシュしてみませんか？
ママと赤ちゃんにいいこと沢山！
ママトレーニング（産後ケア）
ベビトレーニング（心と体の土台作り、体幹遊び、マッサージ）
スマイルの３つを組み合わせたものです。 
赤ちゃんと一緒にヨガをして、自然と笑顔あふれる時間を作ります。
うちの子、人見知りですが大丈夫ですか？落ち着いていられないけど大丈夫ですか？
0歳～3歳のお子様は、誰でも参加できます。
難しいポーズもありませんので、気軽にご参加ください。

持ち物：汗拭きタオル・お飲み物・いつものお出かけセット・お気に入りおもちゃ・動きやすい服装
※ヨガマットはこちらで準備いたしますが、気になられる場合は、バスタオルをお持ちください。

参加費 :1500円

参加費 :1,500円

講師2８水

金

10：30～
　11：30頃
　

９／

毎月第1・3金曜日開催

９
10：30～　
11：30頃

９／
講師

７／

講師

持ち物：筆記用具

やさしいヨガ

姿勢のお話会
寺田　瑛
心の周波数を読み
心と身体の調和をする
整体師　

講師

参加費：3300円
ワンドリンク付

講座内容
●本当の軸とは
●一般的にいいと言われる姿勢の弊害

●本当の五感の使い方
●視るから観るへ
●イメージするってなんでいいの？
●本当の躾の意味とは

こんな盛りだくさんの内容ですので、
お楽しみに♫

参加費 :1,500円
（おむすびミニランチ付）

子育て座談会

おむすびの会
2
10：30～
　12：30頃
　

9／
ADカウンセラー

向　郁美
主催

夏休みお疲れ様でした！！みなさんはお子さんとどんな夏休みを過ごしましたか？「
あなたの夏休み」聞かせてください！
夏休み中のお子さんとの関わり。あんなことこんなこと。ちょっと気になること。
数人でゆっくりお話してスッキリ解決の糸口を見つけましょう♪
同じ境遇の子育て世代のママと共有して、捉え方、接し方が
おうちに帰って少しでも変化があれば、と思い今回も開催します。

パラコードロングストラップ編みWS
９／

バンビの木箱
コジマ

主催

7日は、コチラで準備しているいくつかのものの中からお選びいただきます。
29日は、事前にお好きなカラーをお色をお選びいただき、注文します。
　　　（注文後のキャンセルはご遠慮ください。）締め切り9月15日12：00迄

バンビの木箱
コジマ

×

手ぶらでお気軽に
お越しください

金

池田　朋
　呼吸コンサルタント

　　　　　ヨガ・マインドフルネス瞑想講師
　　　　　糸かけ曼荼羅インストラクター

　　　　　アクセス・バーズ®ファリシテーター

スマホ。よく落としませんか。探しませんか。わすれませんか。ｗ
そんな私たちの味方のパラコードロングストラップ！
「パラコード」はパラシュートを吊るすために開発されたロープのこと。
なので、強くて丈夫です。
編み上げるのには、一苦労ですが、編み上げた時の達成感はひとしおです。

好きなカラーで、お気に入りのロングストラップ作りましょう。
個人差はありますが、２～３時間くらいお時間かかります。
手先が器用な方も、じゃない方もあみあみしましょ

10：30～
　13：00すぎ
　

参加費 :4000円
（材料費込発酵ランチ付）

水７

骨盤底筋が目覚める

✓子育てって大変だな〜と思う
✓周りに相談する人がいない
✓子供との接し方がわからない
✓悩みについて、他の人の意見を聞きたい

こんな人に
特におすすめ！

骨盤の下にある筋肉「骨盤底筋」
その役割は子宮を支えることはもちろん、全女性の健康と美しさを支えています。
私がヨガを始めた頃、姿勢の崩れや日々のストレスから骨盤底筋は「おやすみ状態」でした。
月経痛の薬は手放せないし、大きなくしゃみをするのが怖い。冷えは当たり前肌のくすみはファ
ンデでカバー。月経間のイライラや過食。お風呂で全身鏡をみたくないボディライン。　
そんなモヤモヤだらけ💦　ヨガを学び出して取り入れた、呼吸と骨盤底筋の連動や股関節ケア
で、モヤモヤ解消に成功！
女性にとって自分の体を知ることってすごく大切だしケアするのも重要。　　
でもキツイ運動は続かない。
とてもシンプルで簡単な内容だけど、効果が出たことを取り入れたさやしいヨガ
１回では効果は感じにくいけど、日々の意識と小さな積み重ねがポイント�
笑顔の女性が増えたら世の中はもっと平和なります。バンビの木箱に骨盤底筋スイッチを入れに
きてください（＾＾

持ち物：ヨガマット•バスタオル（ポール作ります）動きやすい服装でお越しください。心も栄養チャージの秋🍁　夏の暑さは残りつつも、少しづつ秋が歩み寄ってきてます。
日本には昔から七十二候（しちじゅうにこう）という季節があります。
季節ごとの鳥や木々、天候など詩的で綺麗な表現をされているもの。
秋の表現はひときわキレイで、ココロの栄養になります�
そんな秋の過ごし方を楽しく知り、秋の薬膳ランチを美味しく頂く時間。
カラダとココロがご機嫌だと、毎日は笑顔がふえて幸せがふえる。
そのために「無理なく出来ること」って何気ない暮らしの中に溢れてます。
季節によって起こりやすい不調やトラブルを知り自分に合ったケアの方法を少しずつ取
り入れるための「ふわっと陰陽五行」講座
情報社会の現代。何事も頑張りやすい社会
体や心の幸せさえ頑張っちゃう時があるけど、ちょっと肩の荷を下ろして
ふわっと　ゆるーく　いい（良い）加減で
「笑顔」と「幸せ」をふやしましょう♪

パラコードロングストラップ編みWS

９／

10：30～
　13：00すぎ
　 （材料費込ドリンク＆プチスイーツ付）

参加費 :3700円

木29 カラーオーダーできる！

” 姿勢”　と聞くとどんなイメージを　持ちますか？
” 姿勢”　というものを違う観点でお話をします。
・今の世の中、情報が多く何が正しいか分からない。
・自分軸で生きたい
・自分が本当に何がしたいのか分からない
・自分に自信が持てない
・やりたいことがあっても行動に起こせない
等々、どれか一つでも思い当たるものがあるかと思います。
「え・ ・ ・？」　「何の話・ ・ ・？」

姿勢を正すことで
・自分の人生を見直したい方
・自分の本当にやりたいことを見つけたい方
・本当の姿勢を知りたい方
・自分の本当の力を知りたい方
には何かしらのヒントが絶対にあると思うので、
ピンと来た方にはぜひ受けてほしいと思います！

WSもあります。
動きやすい恰好でお越しください。希望者は、終了後お弁当食べながら交流会有。
～13：30位まで　自由解散　　　　　　　　　　　　（要予約）

15木
10：30～　
12：00頃

９／

※紹介分をスペ ースのスペ ースの
関係上、割愛しています。
詳しくは SN Sをチ ェキラ♫

事前にお好きなカラーをお色をお選びいただき、注文します。
　　　（注文後のキャンセルはご遠慮ください。）締め切り9月15日12：00迄

（季節の薬膳ご飯付き）

目も喜ぶ薬膳パエリア風ランチ（季節の薬膳を取り入れた副菜）
お楽しみに♡


