
2019年度 神戸女学院 愛校バザー
《めぐみ会》
番号 売店名 内　　　　　　　　容 売店場所(晴) 売店場所(雨)

001 めぐみ会本部 国内・海外支部の物産、めぐみグッズ 第二体育館 第二体育館

002 食堂監督 藤棚下 新社交館

003 大食堂 藤棚下 新社交館

004A めぐみカフェ ざくろ(元町ケーキ)、ショコラスフレロール(タケアート)、コーヒー、紅茶 めぐみ会館内 めぐみ会館内

004B ほっとコーヒー ホットコーヒー（テイクアウト） グラウンド めぐみ会館前

005 売店　Ⅰ
サンドイッチ（ルマン）、弁当・寿司（阪急デリカアイ）、サンドイッチ・菓子パン(イスズベーカ
リー)、ペットボトル飲料(お～いお茶、エビアン、TULLY'S COFFEE等)

めぐみ会館前 めぐみ会館前

006 売店　Ⅱ
弁当・寿司　（阪急デリカアイ）、ペットボトル飲料(お～いお茶、エビアン、TULLY'S
COFFEE等)

グラウンド
藤棚寄り

第二体育館
２ヶ所

007A キッズコーナー 『めぐみ縁日』　たからつり、わなげ、がらぽん 第二体育館 第二体育館

007B キッズ10均 10円均一コーナー 第二体育館 第二体育館

008 院章商品
KCパーカーベア、KC体操着ベア、KCクッキー、KCミニゴーフル(学院イラスト)、風呂敷(院
章入り)

グラウンド 第二体育館

009A 寄贈品 寄贈品 第三体育館 第三体育館

009B 100均 100円均一コーナー 第三体育館 第三体育館

010 宝塚 レトルトカレー販売(ハウス食品) 藤棚東 新社交館

011 西宮中央
手作り籠、靴、洋服類、ネパール特産紅茶、オーガニックコーヒー、手作りクッキー、パウ
ンドケーキ、スーパーボールすくい(雨天時は第二体育館１Ｆ)

第三体育館
第三体育館
第二体育館1F

012 西宮西
おかき巻き(觀光堂)、クッキー、焼き菓子(菓子工房 英HANA)、セイルクロスバッグ、アク
セサリー(JIB)、ヨーロッパ洋品雑貨(心斎橋フクハラ)

第三体育館 第三体育館

013 東灘
ロックチーズケーキ、MEBUKI、グラスマドレーヌ、レアショコラ(カッサレード)、梅干(津葉井真弓氏)、
クッキー(もとやま園)、リボンレイワークショップ＆販売(Alaula rie craft)、タオル(MAC株)、ネイルチップ
(MISAKOネイル)、アクセサリー、手作り品

第三体育館 第三体育館

014 生田・葺合
傘、バッグ、Ｔシャツ、ソックス、タオル、ハンカチ他洋品雑貨(カメックス)、帽子(ニューコー
ワ)

グラウンド 第二体育館

015 灘
♡手作り品　人気の猫のﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ、かわいい聖書讃美歌カバー、すてきなビーズ小物、エプロンetc
♡エプロン・子供服(マザーグース)　♡焼き物(金場明子さん)

第三体育館 第三体育館

016 和泉 水なす漬物、泉州のおかき(泉州旬菜あかしや) 第三体育館 第三体育館

017 芦屋
生花、陶芸作家による創作小物、陶人形、ヨーロッパのおしゃれな輸入雑貨、オーガニック石鹸、かわ
いい型抜きの手作りクッキー、パウンドケーキ(ハーフサイズ有)等焼き菓子、キャンディレイ、沖縄で人
気の自家焙煎コーヒー(コロンビア産クレオパトラ)特別販売、ラムネ菓子

グラウンド 第二体育館

020 西宮東
婦人服(M＆V)、手作り小物（マカロンポーチ、シュシュ、髪留め等）、ハートTシャツ、手作
りエプロン、バッグ、キャンディレイ

第三体育館 第三体育館

021 和歌山 梅干、ジンジャーエール、フルーツポンチ、のり等和歌山の食材加工品(小みこ農園 等) 第三体育館 第三体育館

022 垂水・西 手作りカバンとかわいい雑貨がたくさん！ 第三体育館 第三体育館

023 須磨・長田 アイシンググッキー、ラスク、ジャム(5miche） 第三体育館 第三体育館

024 尼崎
(手作り品)幼児用スカート、エプロン、トートバッグ、シュシュ、ティッシュケース、アクリルタワシ&ケータ
イストラップ、フォトフレーム等々のアイデア商品
(パルパル)婦人服、アクセサリー、雑貨　(有村商店)傘

第三体育館 第三体育館

025 池田 使いやすくてかわいいお手頃エプロン 第三体育館 第三体育館

026 伊丹 手作りテーブルランナー、手作り雑貨、ワンストローククラフト作品、ビーズアクセサリー等(Aurora pink) 第三体育館 第三体育館

027 大阪
おかき（やまだ(株)）、クッキー((株)フローレンス)、ランジェリーケース、タオルのアップリケ、カバン、ス
コップなどの手作り品、フェイラーハンカチ、スリッパなど

第三体育館 第三体育館

028 豊中 お洒落な小物、今年も多数ご用意できました！ 第三体育館 第三体育館

031 あぅあ。 夫婦ふたりで素材からこだわって手作りしたハンドメイドアクセサリー。ぜひ一度ご来店下さい！ 第二体育館 第二体育館

032 ダール・ヤスミン 北アフリカ「チュニジア」の民芸品をお楽しみください。 第二体育館 第二体育館

033 Kurumi House インポートの布地、タッセル、リボン、インテリア雑貨、カルトナージュ材料、手作り作品、ビーズドール 第二体育館 第二体育館

034 アトリエ　ミュゲ 心を込めて手作り致しました。是非ご来店下さいませ。 第二体育館 第二体育館

035 イーフラップ西宮 焼き菓子(アメリカンソフトクッキー、まんじゅう) グラウンド 第二体育館

036 Princess Farfalle♡ ポストカード、ミラー、ドレスアート（額入り）、ミニカード、マスキングテープ、缶バッジ 第二体育館 第二体育館

037 aya_work aya_work　シンプルでずっと使えるアクセサリー、chiyosakura　世界でひとつだけの手描きの小物 第二体育館 第二体育館

038
大学コーラス部33期生
フロール

ビーズ、マニキュアフラワー、つまみ細工、タティングレースの手作りアクセサリーや雑貨、ハーバリウ
ム

第二体育館 第二体育館

039 岡田山デザイン研究会 ヨーロッパ生地などを使ったオリジナルハンドメイド作品 第二体育館 第二体育館

040 クラフトデコ神戸 かわいいオリジナル商品を多数そろえてお待ちしております 第二体育館 第二体育館

041 KC法曹会 美しいキャンパスの写真を使ったグッズを販売します。 第二体育館 第二体育館

042 Well-Being　とも健美サロン メイクしたままで　小顔になれる整体体験 第二体育館 第二体育館

043 麻里子さんのケーキ
素材にこだわり、バター、小麦粉は上質なものを使用し、ひとつひとつ手間を惜しまずていねいに作っ
ております。是非！ご賞味下さいませ！

グラウンド 第二体育館

044 Zenma 愛らしい手刺繍雑貨 第二体育館 第二体育館

045 Lea　Lea 一点一点、心をこめて手作りしている雑貨です。 第二体育館 第二体育館

046 卒業生のお店 手作りのアクセサリー、お花のbabyピン 第二体育館 第二体育館

　講堂催物

売店一覧

Ｓ軽音楽部

…… 11:30～13:00

大学ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部

…… 13:10～13:25

開会礼拝 ……………   9:45～10:00 大学コーラス部 ……… 12:40～12:55

聖歌隊ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙｸﾜｲｱ ……  10:10～10:25 Ｓギター部 ………… 13:05～13:20

Ｓ演劇研究部 ………  10:40～11:20 大学演劇部 …………  13:25～13:50

大学筝曲部 ……… 11:35～11:45 Ｓダンス部 …………  14:05～14:30

Ｓブラスバンド部 ……  12:00～12:25 閉会礼拝 ……………  15:10～15:20

グラウンド催物 (雨天中止)



《大学》
番号 売　店　名 内 容 売店場所（晴） 売店場所（雨）
101 大学生と教職員の店　 寄贈品 グラウンド Ｄ館ﾋﾟﾛﾃｨ会議室前
102 お料理研究部 ミートソースペンネ グラウンド Ｄ-204
103 バスケットボール部 洋服・靴・生活雑貨等 グラウンド Ｄ-204
104 ｵﾘｼﾞﾅﾙｸﾞｯｽﾞとｻﾝﾄﾞｳｨｯﾁのビルゴ 神戸女学院オリジナルグッズ・サンドイッチ・おにぎり・飲料 購買部前 購買部前
105 裏千家茶道部 お抹茶と和菓子 松風庵 松風庵
106 OGの店 革製品 グラウンド Ｄ-203
107 放送部 フランクフルト グラウンド Ｄ-202
108 大学ブランド商品の店 美容式アミノ酸ゼリー、神戸女学院大学の和紅茶 グラウンド Ｄ-207
109 写真部 自主制作ポストカード グラウンド Ｄ-203
111 自然散策部 タケノコご飯 グラウンド Ｄ-203
112 草月流華道部 プリザーブドフラワー グラウンド Ｄ-207
113 箏アンサンブル鷺 スーパーボール、フリーマーケット（植物・雑貨） グラウンド Ｄ館ﾋﾟﾛﾃｨ会議室前
114 ゴルフ部 ポップコーン（キャラメル味） グラウンド Ｄ館ﾋﾟﾛﾃｨ掲示板前
115 クラシックギター部 衣類、本、雑貨 グラウンド Ｄ-202
116 小笠原流煎茶道部 玉露、お茶菓子 藤棚西 L-10
118 エームサービス から揚げ・中華ポテト・ゴマ団子 グラウンド Ｄ館ﾋﾟﾛﾃｨ掲示板前
119 美術部ゆっか会 ポストカード・手作りプラ版ブローチ グラウンド Ｄ-204
120 コーラス部 ヨーヨー釣り、フリーマーケット(衣類・食器・雑貨等) グラウンド Ｄ館ﾋﾟﾛﾃｨ掲示板前
121 漫画研究会 部誌・ラミネートカード グラウンド Ｄ-207

《中高部》
番号 売　店　名 内 容 売店場所（晴） 売店場所（雨）
201 中高部ＰＴＡ本部 案内所 第二体育館 第二体育館
202 中高部PTA寄贈品 寄贈品、食品寄贈品（コーヒー､お茶など） 第二体育館 第二体育館

203 中高部PTA校章商品
校章商品(ｱｲｼﾝｸﾞｸｯｷｰ、ｸﾘｱﾌｧｲﾙ、ﾏﾌﾗｰﾀｵﾙ､聖書讃美歌ｶ
ﾊﾞｰ、ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ、ﾊﾟｽｹｰｽ､ﾙｰｽﾞﾘｰﾌ、ﾙｰｽﾞﾘｰﾌｹｰｽ､ﾀｵﾙﾊﾝｶﾁ,
ﾏﾙﾁｸﾛｽ)

第二体育館 第二体育館

204 中高部PTA食品テント 瓦煎餅 グランウンド 第二体育館
301 Ｊ１学年 寄贈品 グラウンド 中高部1号館49室
302 Ｊ２学年 寄贈品 グラウンド 中高部1号館48室
303 Ｊ３学年 寄贈品 グラウンド 中高部1号館47室
304 Ｓ１学年 寄贈品 グラウンド ｱﾝｼﾞｰ･ｸﾙｰ館101室
305 Ｓ２学年 寄贈品 グラウンド ｱﾝｼﾞｰ･ｸﾙｰ館202室
306 Ｓ３学年 寄贈品 グラウンド ｱﾝｼﾞｰ･ｸﾙｰ館103室
307 Ｓ役員会 荷物預り所 中高部１号館小会議室 中高部１号館小会議室

308 ＪＳバスケットボール部 飲料 グラウンド ｱﾝｼﾞｰ･ｸﾙｰ館ﾛﾋﾞｰ
309 ＪSバレーボール部 寄贈品 グラウンド 中高部1号館45室
310 Ｊテニス部 寄贈品 グラウンド 中高部1号館42室
311 Ｓテニス部 駄菓子 グラウンド 中高部1号館42室
312 Ｊバドミントン部 寄贈品 グラウンド ｱﾝｼﾞｰ･ｸﾙｰ館203室
313 Ｓバドミントン部 寄贈品 グラウンド ｱﾝｼﾞｰ･ｸﾙｰ館203室
314 Jサッカー部Sフットサル部 くだものいっぱいゼリー グラウンド 中高部1号館49室
315 J卓球部 寄贈品 グラウンド ｱﾝｼﾞｰ･ｸﾙｰ館103室
316 J新体操部 寄贈品、手作り品 グラウンド 中高部1号館51室
317 JSギター部 ｻｰﾃｨｰﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ グラウンド 中高部1号館40室
318 JSコーラス部 豚まん（太平閣） グラウンド 中高部1号館47室
319 J家庭科研究部 手作り品（くるみボタン、シュシュ、校章ｹｰｽ、その他個人作品） グラウンド ｱﾝｼﾞｰ･ｸﾙｰ館201室
320 S手芸部 手作り手芸品(小物雑貨） グラウンド ｱﾝｼﾞｰ･ｸﾙｰ館201室
321 S料理研究部 和風パスタ、五目炊き込みご飯、アイスボックスクッキー グラウンド 中高部1号館51室
322 J軽音楽部 寄贈品 グラウンド ｱﾝｼﾞｰ･ｸﾙｰ館102室
323 S軽音楽部 寄贈品 グラウンド ｱﾝｼﾞｰ･ｸﾙｰ館102室
324 JS書道部 パン（アンリアン） グラウンド 中高部1号館43室
325 J美術部 手作りキャンドル、フェイクスイーツ グラウンド 中高部1号館44室
326 S絵画部 ストラップ、しおり、ポストカードﾞ グラウンド 中高部1号館44室
327 J　ESS部 寄贈品 グラウンド 中高部1号館48室
328 S　ESS部 寄贈品、ゲーム(景品含む) グラウンド ｱﾝｼﾞｰ･ｸﾙｰ館202室
329 JSコンピュータ部 寄贈品など グラウンド 中高部1号館39室
330 J演劇研究部 駄菓子 グラウンド 中高部1号館40室
331 ＪＳ文芸部 文芸部の冊子、古本(寄贈品) グラウンド ｱﾝｼﾞｰ･ｸﾙｰ館101室
332 ＪＳ漫画･ｲﾗｽﾄ研究部 自作品（冊子、缶バッジ、ポストカード、シール）、寄贈品 グラウンド 中高部1号館33室
333 S写真部 花、野菜の種、校章入キーホルダー 講堂前 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ前
334 S化学部 人工イクラキット グラウンド 中高部1号館43室
335 S茶道部 寄贈品 グラウンド 中高部1号館39室
336 雫の会 ヨーヨー釣り グラウンド ｱﾝｼﾞｰ･ｸﾙｰ館ﾛﾋﾞｰ
337 S競技かるた部 袋入りドーナツ グラウンド 中高部1号館33室


