
くわしくは、駅係員にお尋ねください
駅窓口、お客様サービスセンター(定期券うりば)で発売 お客様サービスセンター(定期券うりば)で発売

家族みんなが福岡市地下鉄全線乗り放題になる〈1日乗車券〉
お出かけやお買物などにぜひご利用ください。

65歳以上限定! 福岡市地下鉄が全線乗り放題になる便利でお得な定期券。
乗り降り自由なので、いつでもどこでも気軽にお出かけできます。

※大人は2名まで、小児・幼児は人数制限はありません。

木の葉モール橋本
2/1
土曜日

2/2
日曜日

バレンタインデーにもオススメ！ 
生チョコも意外と簡単に作れます。
豊かなコク、優しい食感とチョコレートの
おいしさを存分に楽しめるレシピを
明治がお教えします♪
（試食販売形式のため事前予約・
 定員はありません）

場 所 館内1F
10:00～17:00時 間

問 サンリブ木の葉モール橋本店 092-812-8020

福岡歯科大学医科歯科総合病院

本院の医科診療科から、選りすぐりの話題を
健康講座としてお届けします。
1/25㊏は「肩・腰・ひざの痛み」をテーマに
講演いたします。
講演後、無料の医療相談も開催します。

問学校法人福岡学園 福岡歯科大学企画課 092-801-0411（内線508）

場 所 1F会議室（ATMコーナー横）14:30～16:00時 間

■電話 : 092-801-0411（代表）
■FAX : 092-801-3678
■メール : 
　kikaku@college.fdcnet.ac. jp

予約・問合せ先

健康講座1/25
土曜日

参加
無料

お申込みの際は下記までご連絡ください。
先着限定30名様

明治 手作りチョコ講座

糸島くらしマーケット

場 所 館内1F

10:00～21:00時 間

問糸島くらし×ここのき 092-321-1020

1月のテーマ「謹賀新年」
今年も作り手とともに美味しい食と
使い心地の良いクラフトをお持ちします。

1/24
金曜日

1/26
日曜日

（最終日は19:30まで）

【今月のイチオシ】 炙り鯖鮨 陶翠苑、生摺こんにゃく 山下食品、
無農薬米と旬の野菜 ツバサファーム、コーヒー豆･マフィン TanaCafe、
つき立ての餅 惣菜畑がんこ…その他

1/26
日曜日

1/26
日曜日 くるくるキャンドルづくり

「鬼と太巻き」

akarizm

問ねこめ 090-1163-8158

時間／11:00
　　　～17:00
（随時受付）
参加費／
500円～

石膏で立体手形を
つくろう

ねこめ

問akarizm／アカリズム  info@akarizm.com

時間／
10:00～17:00
 （当日随時受付
&スタート）
参加費／1セット
1,500円

家族で楽しむイベント

イベントカレンダー
2020/ 1/13㊊㊗→2/9㊐

1/16
木曜日

問株式会社リトル･ママ 092-741-5742

※開催当日は大変混み合いますので、
　お子様から目を離されないように
　お願いします。

場 所 ガーデンコート1F・2F
10:00～15:00時 間

ツキイチフリマ
福岡を中心に個性豊かな
作家さんの作品が並ぶお洒落な
ファッション市場。

次回開催予定：
2/11㊋㊗･2/25㊋
問http://blog.goo.ne.jp/atoriekonoha

場 所 館内1F
10:00～17:00時 間

広い家に住みたい！ 
豊かな自然の中で子育てをしたい！
と思ったことはありませんか？ 
阿蘇地域なら実現できます！！ 
今回は先輩移住者・自治体職員の
相談ブースも設置いたしますので、
移住に関するお悩みも解消できるはず。
場 所 館内1F

①11:30～ ②13:30～時 間

手づくり雑貨市
あとりえこのは

1/14
火曜日

問山本真珠有限会社 担当 後藤 090-3733-0000

1/27
月曜日

2/2
日曜日 民芸木工市

1/23
木曜日

1/28
火曜日

お名前で詩を書きます
～癒詩家Sugiのお名前ポエム～

1/17
金曜日

1/23
木曜日

西･城南障がい者フレンドホーム合同
ふれあい作品展in木の葉モール橋本 

ASOに行こう！ASOに住もう！フェア
～くまモンもやってくるよ！～

くまモンがやってくる

①11:00～ ②12:00～ ③13:00～ ④14:00～ 
⑤15:00～ ⑥16:00～

時 間
お米のつかみどり　オリジナルカンバッジ作り（午前）

10:00～16:30時 間

アンケート回答者に“ジャージー牛乳”プレゼント！

冬のおやつtoまるしぇ

1/25
土曜日

1/26
日曜日

2020年謎解き初め！
親子で謎解きウォーキング

「アルクエスト」in 木の葉モール橋本

問アルクエスト事務局 070-1556-9846（イベント専用携帯）

※すべてのコース、お子様だけの参加はできません。保護者の方（18歳以上）との参加が必須です。※景品は無くなり次第終了。

時 間 10:00～17:00 ※受付終了16:00、ハード謎解きコースのみ15:00

木の葉モール橋本館内に隠された問題を解き、そこから導き出された
答えを解読して、お宝を探そう！
ご参加の方には景品（オリジナルクリアファイル）プレゼント♪
【参加受付･ゴール】館内2F さくら通路側（ドスチ前）

詳しくはコチラを
チェック!!

〇とことこラリーコース（推奨：3歳～6歳） ■参加費：子ども500円／1名（※保護者無料）
　初心者向け！ 幼児でもとける簡単なクイズ。楽しい間違い探しもあるよ！
〇ノーマル謎解きコース（推奨：小学生向けスタンダード） ■参加費：子ども500円／1名（※保護者無料）
　スマートフォンを使わず手ぶらで参加できるよ！
〇ハード謎解きコース　（推奨：小学5年生以上の謎解き上級者） ■参加費：親子ペア1,000円／1組
　超難関コース！ スマートフォンを使って解読しよう！

トヨタカローラ福岡 
移動SHOP

場 所 館内1F10:00～18:00時 間

大好評の新型RAIZEが早くも登場！
「ディーラーに行くのはちょっと気が引けちゃ
うな」「車検が近くて買い替えたいけど、どう
したらいいか分からない…」そんなお客様に
ピッタリ! この機会にお気軽にご相談ください！
お買い物中に御見積りや愛車の査定も
できちゃいます！

問トヨタカローラ福岡株式会社 0120-419331

1/18
土曜日

1/19
日曜日

1/25
土曜日

2/3
月曜日

天草うまかもん旅フェア
～in木の葉モール橋本～

2/3
月曜日

2/4
火曜日

京の魅力が沢山詰まった「京都関西おみやげ市」
生八つ橋・京佃煮・宇治茶などの食品や、
風呂敷・あぶら取り紙などの雑貨まで魅力的な
京都の名産品がいろいろ揃ってます。
みなさん揃ってぜひ、おこしやす。

問有限会社スペースプラン 058-398-6089
場 所 館内1F

10:00～21:00（最終日は18:00まで）時 間

昔懐かしい民芸玩具、心温まる「紙風船」「けん玉」「こま」「若狭塗箸」。
竹の日用品では、ざる、まきすだれ、竹べらなどをご用意しております。
その他ひのき、サワラ材などの一般民芸品を多数取り揃えております。
是非この機会に「民芸木工市」にお立ち寄りくださいませ。
紙風船（2個入）275円、民芸けん玉990円、カラー投げこま407円、
竹 みそべら 220円、箸 塗分小桜 330円、箸 漆宵の空 880円 等

問(有) 大和商事 048-733-1521
場 所 館内1F

10:00～20:00（最終日は16:00まで）時 間

詩の中にお名前を折り込んだお名前
ポエムは、世界に一枚の言葉のギフト。
ご自身用に、贈り物用に、「もらって嬉
しい」「贈って嬉しい」「飾って嬉しい」
癒詩家Ｓｕｇｉのお名前ポエムを
どうぞ。

問大杉剛巨 090-6144-2929
場 所 館内1F

11:00～18:30 ※途中休憩あり時 間

京都関西おみやげ市

血圧・体脂肪率・骨量・基礎代謝・血管年齢
などを測定します。
木の葉モール橋本で健康チェックして
みませんか。

問福岡豊栄会病院 満生 092-807-3567

問公益財団法人 阿蘇地域振興デザインセンター 0967-22-4801

場 所 館内2F
12:00～15:00時 間

福岡県看護協会主催
まちの保健室

1/18
土曜日

1/25
土曜日

1/18
土曜日

1/19
日曜日

1/19
日曜日

1/26
日曜日

1/18
土曜日

1/19
日曜日

1/13
月曜日祝

1/25
土曜日

1/26
日曜日

綺麗な壱岐の海。ミネラル豊富な海で育てた「長寿牡蠣」
は味が濃い。24時間以上紫外線殺菌とオゾン殺菌処理
で「安全・安心」です。季節限定の壱岐ノ島の実りをぜひ
ぜひ生食でご堪能下さい。
【商品紹介】長寿牡蠣(生食用殻付/500ｇ) 600円･長寿
牡蠣だし(300cc) 950円･牡蠣ゆずポン酢 島ぽん(300cc)
 864円･長寿牡蠣だし入 焼肉のたれ(300cc) 864円

場 所 館内1F
10:00～21:00 ※なくなり次第終了。時 間

壱岐ノ島の獲れたて生食用殻付
「長寿牡蠣」期間限定販売

観覧
無料

参加
無料

各回先着30名様

先着50名様
マクラメで作るブレスレット（午後）先着30名様

場 所 館内2F

2/8
土曜日

2/9
日曜日

2/11
火曜日祝

～如月（きさらぎ）バージョン in 木の葉モール橋本

親子で謎解き
ウォーキング「アルクエスト」

問アルクエスト事務局 070-1556-9846（イベント専用携帯）

※すべてのコース、お子様だけの参加はできません。保護者の方（18歳以上）との参加が必須です。※景品は無くなり次第終了。

時 間 10:00～17:00 ※受付終了16:00、ハード謎解きコースのみ15:00

木の葉モール橋本館内に隠された問題を解き、そこから導き出された
答えを解読して、お宝を探そう！
ご参加の方には景品（オリジナルクリアファイル）プレゼント♪
【参加受付･ゴール】館内2F さくら通路側（ドスチ前）

詳しくはコチラを
チェック!!

〇とことこラリーコース（推奨：3歳～6歳） ■参加費：子ども500円／1名（※保護者無料）
　初心者向け！ 幼児でもとける簡単なクイズ。楽しい間違い探しもあるよ！
〇ノーマル謎解きコース（推奨：小学生向けスタンダード） ■参加費：子ども500円／1名（※保護者無料）
　スマートフォンを使わず手ぶらで参加できるよ！
〇ハード謎解きコース　（推奨：小学5年生以上の謎解き上級者） ■参加費：親子ペア1,000円／1組
　超難関コース！ スマートフォンを使って解読しよう！

場 所 館内2F

参加費 お一人様用1,500円（税別）～ タルトやマフィン、パンなど200円～／アクセサリーなど500円～

焼菓子、パンなど100円～

※数に限りがございます。

場 所 館内1F
10：00～18：00時 間

アワビや牡蠣などの海産物から、
新鮮なトマト、本格焼酎とお酒に
ぴったりな干物まで様々な壱岐の
名産品を取り揃えております。

問壱岐市商工会 0920-47-6001

壱岐物産フェア

問株式会社 マヌカンピス 092-522-6188

マヌカンピス 2020 
バレンタインデイ

2/4
火曜日

2/14
金曜日

石畳み
Ｓ（9粒）800円、M（18粒）1,400円、
L（36粒）2,600円

マヌカンピスでは、ベルギーのチョコレート菓子を
中心に素材にこだわった洋菓子を販売しています。
ヨーロッパで学んだ伝統的な製法をベースに自然
素材の良さが表れたお菓子。日本人の繊細な味覚を
満足させるお菓子を創りたいと願っています。
口溶けの良い上質なチョコレートを大切な方にどうぞ。

場 所 館内１Ｆ
10：00～21：00（最終日は20:00まで）時 間

2/8
土曜日

2/10
月曜日

バレンタイン
おやつtoまるしぇ

2/7
金曜日

2/9
日曜日 はさみの大吉『器フェス』2/7

金曜日
2/17
月曜日

1/24
金曜日

1/26
日曜日

人気のイベント「はいはい・かたかたレース」
がリニューアル！
新たに「とことこレース」を開催いたします♪
参加者全員へ「賞状をプレゼント！」
各レース1位のみなさまにも
プレゼントがあります♪

場 所 館内1F

①10:30～ はいはいレース
②11:30～ かたかたレース
③12:30～ とことこレース
④13:30～ かたかたレース

時 間

　　　木の葉モール橋本 LINE公式アカウントにて
案内配信（2月10日配信予定）
応募方法

はいはいレース 0歳～1歳（13か月）
かたかたレース 1歳～2歳（12か月～24か月）
とことこレース 2歳～3歳（24か月～36か月）

対象年齢

はいはい･かたかた･
とことこレース＠木の葉モール橋本

2月9日㊐までにLINE公式アカウント友だちにご登録ください

2/26
水曜日

参加
無料

問アンビション株式会社 092-433-8811
場 所  館内2F

次世代のスマホ保護革命。
これからのスマホの保護は
進化したガラスコーティング
剤を塗るだけです。

mystical-g：画面のみ3,000円
mystical-g：両面5,000円

10:00～20:00時 間

問城南障がい者フレンドホーム 092-861-1180
場 所 館内1F

参加費 いずれもお一人様100円

身体や発達･知的･精神などの障がい児者の作品展を開催します。
作品は陶芸･書道･マクラメ･絵画･水墨画などで、どれも力作ばかりです。
期間中(1/19㊐)体験教室も企画していますので、是非みなさん来て下さい。

10:00～19:00（最終日は18:00まで）時 間

問ひだまりぽけっと 080-2759-1426
場 所 館内1F

スイーツやハンドメイドの
アクセサリー･雑貨がズラリ！
お子様から参加できるワーク
ショップ（予約不要）も
お楽しみください。

10:00～17:00時 間

問天草市役所産業政策課 0969-32-6786
場 所 館内1F

おいしい干物、海藻、オリーブオイル、コーヒーなど、
熊本県・天草市の“うまかもん”を揃えてお待ちして
おります。イルカウォッチングなど観光の魅力も豊富
な天草市。各種パンフレットも取り揃えております
ので、ぜひお立ち寄りください。

10:00～20:00（最終日は19:00まで）時 間

問ひだまりぽけっと 080-2759-1426
場 所 館内1F

チョコレートを使った焼菓子や、
ハンドメイドアクセサリーが集合！
マッサージやお子様から参加できる
ワークショップ（予約不要）も
お楽しみください。

10:00～17:00時 間

問大吉陶苑株式会社 0955-25-9003/携帯080-1717-8680
場 所 館内1F

長崎県波佐見焼と岐阜県美濃焼を主に取り揃え
今人気の窯元から、リーズナブルな商品など
多種･多様な商品が盛りだくさん！
陶磁器の他にも漆器･箸･食卓グッズなど見て楽しい
買って嬉しい商品を取り揃えて皆様のご来店を
お待ちしております。

10:00～21:00（最終日は18:00まで）時 間

mystical-g

観覧
無料

1/18
土曜日

パワーアップる！
弘前産りんごPRキャラバン2020

弘前りんご
キャンペーンガール
「りんご娘」のミニ
ライブや弘前市の
素敵なグッズが
当たるクイズなどを
開催いたします。
またサンリブ木の葉
モール橋本店にて
試食･販売も
いたします！ 
お気軽にお立ち寄り
ください。

※出演者･出演人数は未定です。
場 所 ガーデンコート1F①13:30～14:00 ②15:00～15:30時 間

問 1F サンリブ木の葉モール橋本店 092-812-8020

登録はコチラ▼


