
備考

夏休み⼦供教室 マドレ ビーズ コサージュ ノール H２０．１open
⽺⽑ パッチワーク マドレ

スクラップブッキング サニースポット クラフトマーケット
トールペイント 中⽥ いずみおおつCITY
ししゅう 堀内
ブリザーブド KOMUGI
レザー サニースポット

夏休み⼦供教室 マドレ ソーイング マドレ マンション２F
かんたんレザー マドレ クラフトマーケット

いずみおおつCITY

ECRU+マーケット マドレ H22.10
夏休み⼦供教室 マドレ 新装open

⼿芸店

Momʼｓ　café 23.4 open ECRU+マーケット マドレ Jewel Scope 陶器絵付け教室 中井 H23.4
KODOMO塾 café　coroful
moter Relax ⽶カフェcalm

おうちパン 23.4 close ふらっとくらまえいち KURUMI* カフェopen
いなほstyle 23.4 close 料理研究家
⽶カフェcalm 23.4 close クラフトマーケット
café　coroful 23.4 close いずみおおつCITY
ひらメッキーズ 23.5 close 惣菜店
ｐｅｔｉｔｅ　pois 23.6 close

Love&Green 23.7 close 夏休み⼦供教室 整腸マッサージ講習会 Love&Green
Nスタイル 24.2 close ECRU+マーケット マドレ 折り紙で作ろう♪ Nap 書scool ⽵下 クラフトマーケット

親⼦クッキング ⽶カフェcalm フラワーセラピーレッスン アトリエ　パンセ あみもの 豊岡 いずみおおつCITY

夏休み⼦供教室

KODOMO塾 café　coroful ハンドマッサージ HaLuHaLu
A-HANY 24.4 close もののうふ 有機野菜 メイクレッスン パーソナルカラーワイズ ⽺⽑フエルト erinco f.
homeparty 24.5 close ハーバルライフアーティスト講座 SPICE キャンドル＆ローズマリーリース Hand Veil ロザフィー 優姫

⽿つぼジュエリー produce B デコスイーツ Deco Sweets Yuuki
くるるんカフェ close 癒しビューティー Welina*Salon produce B 箱庭
SBカフェ close わんわんマーケット おむつケーキ MAHANA ⼿づくり⽯けん マリー
ひまわり 25.8 close 癒しビューティー Welina*Salon スズキメソード
café Lani 25.9 close ⼥性のための講座

KODOMO塾 café　coroful
クリエmono パポット
夏休み⼦供教室 マドレ
Brownie作品展 森本礼⼦ ポーセラーツ

壱カフェ close ケーキ屋さん まちコン 泉⼤津⻘年かいぎしょ クチュリエ 森
サニーカフェ 26.6 close ⼦供塾 café　coroful 包丁研ぎ ナニワ研磨

⼤⼈塾 café　coroful
癒しビューティ Welina*Salon
Beauty Event
クラフト本交換会＆交流会 マドレ
隠れ家カフェ 26.12
夏休み⼦供教室 マドレ
クリスマス会 マドレ
ガーデンマルシェ マドレ

なごみカフェ ⼿づくり倶楽部 close 癒しビューティ Welina*Salon 包丁研ぎ ナニワ研磨 ⼿づくり倶楽部
⼦供塾 café　coroful タイル カネトラ ベビーマッサージ POPPO

カルトナージュ ミニチュア粘⼟
ベースカラー診断 クリエイティブプロジェクト

癒しの空間taiji 28.2 close ⼼空感café アイシング トールペイント２ 岡尾
Brownie作品展 森本礼⼦ ⼿づくりスノードーム Mru works
７周年作品展 マドレ
癒しビューティ Welina*Salon パッチワーク２ ⻑尾

蔵ʼs　キッチン close 隠れ家カフェ
おだし⾷堂 29.2 休業中 隠れ家カフェ チョークアート アトリエルボア H29.10

⼼屋オープンカウンセリング みかりん
　スピリチュアルセラピー 湧く⽟や

むつカフェ 29.3 close 癒しビューティ Welina*Salon お⽚づけ講座 ⼟間蔵open
 THE BAKING LAB. 29.4 close ハーブティブレンド講座 はんなりハーブ ⾷のセミナー team PANDORA ⽺⽑フエルト
マドレーヌ close ⼩⿃と夢と⼄⼥と。 メディカルアロマレッスン
マドレ close café 東⾵ パッククッキング 筆⽂字パステルアート 幸楽たま
朝活 close Lucky charm ワーク＆ハンドメイド ⾚もちセミナー 千代⽥佳世 ベビーマッサージ Lei Aloha

あらちゃんと遊ぼう 杉本
なごみカフェ close 薔薇の贈り物 トール作品展 瞑想会 hideko
DOZO free live 29.7 close Happy Haloween♪

マドレの庭　10年間メモリー

H２０　２００８

H２１　２００９

H２２　２０１０

イラスト展

⼿づくり倶楽部

H２８　２０１６

H２９　２０１７

H２４　２０１２

H２５　２０１３

H２６　２０１４

H２７　２０１５

カラフルのパンケーキやさん　＆　スーパーボールすくい

定期教室ワンデイワークショップカフェオーナー イベント

H２3．２０１１



ごきげんさんの輪 30.1０⽉ 休業中 MOM♡BEBE Lei Aloha
お取り寄せの会 close 隠れ家カフェ

⼼屋オープンカウンセリング みかりん ベビースリング使い⽅講座
　スピリチュアルセラピー 湧く⽟や スキンケア
未来の扉 team PANDORA ブリザーブド maison de laquee
癒しビューティ Welina*Salon ハーバリウム atelier clover
milk&shuger 37&ジュリコットコーヒー リボン Meison de FLEUR 東⼭ スミレ会

オレンジカフェ 31.7 休業中 HAPPY MALL♪ 繋ぐプロジェクト flower doll aika atelier スズキメソード 宮原
未来の扉 team PANDORA
癒しビューティ Welina*Salon
ハンドメイド起業応援お茶会 笑emu
歌声喫茶 泉会
料理婚活 ⼤阪レジェンデ
⼼屋オープンカウンセリング みかりん
rabbit tail café 37
癒しのアート tomo's*dessin
わんちゃんとファミリーの市 湧く⽟や。
湧く⽟やｘごはんやx絵本 湧く⽟や。

⾷器を楽しむcafe⿊壷 31.12 close 　スピリチュアルセラピー 湧く⽟や
泉ん R２．３ open 新装10周年 マドレ アロマ Salon de eclat

　スピリチュアルセラピー 湧く⽟や

Basis ぐっちい GLYCINE はち shop-martha 杏寿 One Room 紫⾳ファーム nono*stamp myu nats Atelier saeko ⽥井美樹
27-Jun Red barn T-Blue Button kunnpi Amechan aromasha.aroma. A*crew RMM 彩⽻ ハンドメイド雑貨あろま sana 遊 〜掌〜ノブヨ
A-HANY⼯房 Si-Si yayoi 宝⼦ caramel cream かんばやし習字教室 MAHANA angel まり乃 salon de noa Aetʼs fil ハニmom
AMU 優姫 KOMUGI maron chiko. もみじのココロベビーサイン モンテッソーリ幼児教室 靴のシェイク まろにえ。 himawari's KimagureRoom haru*urara JIN⼯房 樹利
Hany's Mon amec sona-fita gorone donntokoi KIICHI Pre Maia ふわりっぷ mi-te-cafe 花⾳HANANE Donna Prima Flower Lee
hiro Mille サニースポット MIRAI karakuri LAY HALE SOU plats おはなアトリエHaru Ha ロゼットshop niccori Tiny Step naked accessory
LiLo&LuLu miyurimo YuRu Deco Sweets Yuuki neko+ un belmomento アジュカジュ natyural ivy ヘリサウムＡＫＩ 親⼦の触れ合い教室 LeiAloha Lapin indah+cerah
renren OLIVE.t moA atelier y.azu Lilly 愛⽝ケア〜あん〜 オトメゴコロ アトリエmm Liensリアンズ 韓国⼦供服MUKKU たあこ 箱庭セラピー
tesoro petit pas CHIRU tsukushi Maple café つたえびと かごno maa ami plus espace heureux サンキャッチャーカラーセラピーSUN グリーンルーム Dons les bois
あみあみさん みー Le petit bonheur mamu* oldvillage ボステリーハウス 膳屋 さくらんぼベビーヨガ kokkosanmade. おひるねアートマシュマロほっぺ 川崎廣進 88factory
いしころ屋 finger5plus… GROSS HEART no-ma くるるん りんりん⼯房 路上詩⼈⼤将 SUN- SUN Urara-ka リトミック教室トントン 浅野千恵 ディアフレア⼯房

toco.
ユーモアスマイル
くれや萌絵

⼤⼈のそろばん＆コグニサイズ

H３０　２０１８

H３１　２０１９

R２　２０２０

委託作家様・イベント出店者様他　（順不同　）　　資料紛失等で全ての皆様を掲載できず申し訳ありません。 ⾊付きの⽅は現在もマドレの庭で活動中♪


