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駐車場は地図のローソンの東側に
臨時駐車場をご用意していますの
でご利用ください。もしくは会場とな
りにわずかですが臨時駐車場がご
ざいます。※特に午前中は混雑が
予想されます。また近鉄田原本線
箸尾駅からは徒歩約 10 分です。

駐車場内でのトラブルには一切の
責任を負えませんので自己管理の
もと、ご注意ください。

Check!!
OMOKAZI
BLOG!

WorkShop&Handmade Creators market!!

OMOKAZI MARKET 5th Open→10:00-16:00
4/14 SAT 荒天時は翌日に

順延の場合あり

　　　　　    回目の開催になる

　　　　　    ＯＭＯ舵マーケット

奈良県北葛城郡広陵町にある

シン木工舎・雑貨屋ＴＯＮＴＯＮ

ｃａｆｅＯＭＯ屋のお庭での開催。

今回も、布・レザー雑貨、木工、消
しゴムはんこ、カゴクラフト、陶器、
せっけん、ベビー雑貨、羊毛クラフ
ト、ガラス雑貨、フラワー、キャンド
ル、アクセサリーなど、多くのジャン
ルのセンスあふれる作品がずらり
と並ぶ。ワークショ ップも多数開催
されるのでぜひ参加してみて☆
美味しいコーヒーや、ランチも !!

5

前回４ｔｈの開催の様子。様々な年代の方が訪れ賑やかに。
試行錯誤をく り返された作品のお披露目の場であったり、
人と人との交流、家族が楽しく 過ごせる空間でのマーケット

お問い合わせ： ＯＭＯ舵マー ケット
info_omokazi@yahoo.co.jp
http://omokazi.blog130.fc2.com/
会場 : 奈良県北葛城郡広陵町大野 359-3
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