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開催期間  6月1日　  ～6月30日水 木 受付開始

5月25日
水

参加方法
受けたい講座の

お店へ直接お電話にて
お申し込み
ください。

ブログ＆Facebook発信中！
http://www.chinocci.or.jp/machizemi/茅野まちゼミ

お店の人が講師になって、プロなら
ではの専門的な知識や情報、コツを
教えてもらえるユニークなゼミです。

講座は５種類
あなたの

美しさをサポート

きれい

毎日元気にすごす
コツを伝授

新しい発見に
出会える

オリジナル作品を
作ってみよう

プロの調理法が
学べます

けんこう まなぶ つくる たべる

まちゼミに関するお問い合わせは　茅野商工会議所 0266-72-2800

第8回 まちゼミ2016春 まちゼミって？

講座の内容によっては材料費が
かかりますのでご確認ください

受講料 無料県外・市外の方も

 大歓迎！

お申込は各店へ お子様も一緒に楽しめます

受講料について
・材料費は原則として講座当日に会場で徴収いたします。（税込）
・お申し込み後にキャンセルされた場合、材料費を頂戴することがございますの
でご承知おきください。
・やむを得ずキャンセルをする場合は、キャンセル待ちをしているお客様もおりま
すので、お早めにご連絡をお願いいたします。

お申し込みについて
・定員になり次第、募集を締め切らせていただきます。
・お申し込みは、各店の受付時間内にお願いいたします。
・お申し込み初日は電話回線の混雑が予想されます。ご了承ください。
・受講対象者が限定されている講座もありますのでご注意ください。
・各講座とも申し込みの際には、受講時の持ち物をご確認ください。
・小学生以下のお子様は、保護者同伴でのご参加をお願いいたします。
・講座中に発生した事故等につきましては、主催者側は一切責任を負いません。

お申し込みの前にご確認ください

主催／茅野商工会議所　後援／茅野市

講座は５種類

まちゼミって？

お申込は各店へ
「まちゼミの申し込みです」とお電話ください。

お子様も一緒に楽しめます
小学生以下のお子様は、保護者同伴でご参加ください。

開催地MAP



4 ストレスに負けない！
自律神経測定＆耳つぼ

自 律 神 経・内 分 泌・
免疫の3つのバランス
を保つ誰でも備わって
いる機能の「ホメオス
タシス」を整えてストレ
スに負けない体作りを
してみませんか？

経らく琴  Jぽっぷ教室

●講師 :竹村 真琴

●定員 :各回3名

●材料費 :500円（耳つぼマグレイン代）

茅野市ちの3502-1  ベルビア2F

090-5757-2139
【受付】13:30〜19:00  【定休日】�木曜日

TEL

6/11（土）13:30〜14:20・14:30〜15:20
6/17（金）13:30〜14:20・14:30〜15:20
6/29（水）13:30〜14:20・14:30〜15:20

3 自宅で簡単!! 頭皮スッキリ
炭酸クレンジング

マイクロスコープで、
ご自分の頭皮をチェッ
クした後、炭酸クレン
ジングフォームを使っ
て、頭皮をきれいに！！
リフトアップ効果も期
待大！！

Hair Resort Sanctuary

6/　1（水） 12:30〜13:30
6/　8（水） 12:30〜13:30
6/15（水） 12:30〜13:30

●講師 :矢島 里樹

●定員 :各回2名

●材料費 :1,000円 （炭酸クレンジングフォーム代）

茅野市本町東12-30 　

0266-55-1210
【受付】9:00〜17:00  【定休日】月曜日・第3日曜日

TEL

2 知って得する！
男性育毛ケア

正しい頭皮ケアできて
いますか？頭皮のマッ
サージ、育毛剤の使い
方、頭 皮 の た め の 食
事・睡 眠 など正しい
男性頭皮ケアをお伝
えします！

Sharend　Bitowa

●講師 :北原 平

●定員: 8名　●男性限定

茅野市塚原1-13-20

0266-75-1631
【受付】平日10:00〜20:00・�土日祝9:00〜18:00
【定休日】月曜日・第1火曜日

TEL

6/18（土） 13:00〜14:30

1 体質別  ダイエット診断

自分にはどんなダイ
エットが 向 いている
の？自分ってどんな体
質なんだろう？そんな
疑問を楽しくお伝え！

Sharend　Bitowa

●講師 :藤森 伊代

●定員 : 5名　●女性限定

6/12（日） 13:00〜14:30

茅野市塚原1-13-20

0266-75-1631
【受付】平日10:00〜20:00・�土日祝9:00〜18:00
【定休日】月曜日・第1火曜日

TEL

7 慢性頭痛も不眠も改善！
簡単枕の作り方

ご自分に合う枕の高さ
を体 験していただき

「気 持ちいい～！」「楽
～！」「眠ってしまいそ
う～！」と感じられるマ
イ枕に調整します。

向山寝具店

●講師 :向山 平和

●定員 :各回4名

●持ち物 :バスタオル2枚、タオル3枚

茅野市本町東12-15

090-1210-0115
【受付】10:00〜18:00  【定休日】日曜日

TEL

6/6（月）〜6/11（土）
10:00〜11:30
1 週間のうちご都合の良い日を選んでください。

8 朝起きた時一番腰が痛い
のは寝具が原因です！

敷布団と枕が体に合
わなくて出てくる腰痛
の、予防策と改善方法
について、体験してい
ただき、腰痛とさよな
らをしましょう。

向山寝具店

●講師 :向山 平和

●定員 :各回4名

茅野市本町東12-15

090-1210-0115
【受付】10:00〜18:00  【定休日】日曜日

TEL

6/20（月）〜6/25（土）
10:00〜11:30
1 週間のうちご都合の良い日を選んでください。

6 体脂肪燃焼効率UP
トレーニング法

日頃の運動不足を、か
んたんエクササイズ
で、ご自宅に帰っても
出来る運動をお教えい
たします。

マックスロードトレーニングジム

●講師 :青柳 直貴　●親子もOK

●定員 :各回6名　●材料費 :100円

●持ち物 :運動くつ、タオル

茅野市本町西4-5

0266-55-4545
【受付】13:00〜22:00  【定休日】日曜日

TEL

6/　4（土） 15:00〜16:00
6/18（土） 15:00〜16:00
6/25（土） 15:00〜16:00

5 健康は足元から
～足と靴のお悩み相談会～

合わない靴をはいていると健康を損なう原因と
なります。足のサイズ、形状や足圧を測定し、ご
自分の足の特徴を知り、靴選びを学びましょう。

（有）ハイトスポーツ商会

●講師 :丸山 順子

●定員 :各回1名

●持ち物 :普段履いている靴

茅野市塚原1-17  オギノ2Ｆ

0266-72-2646
【受付】10:00〜20:00

TEL

6/20（月） 10:00〜18:30 （１名約１時間）

6/27（月） 10:00〜18:30 （１名約１時間）

ご都合のよろしい時間をご予約ください。

10 心に身体に頭に…
素敵なアロマ生活

不規則なライフスタイ
ルや様々な刺激でスト
レスの多い毎日です。
自然なアロマの力で
癒されましょう。アロマ
ルームスプレーやバス
ソルトも作ります。

ロージードロップス

●講師 :小林 佐由美

●定員 :各回5名

●材料費 : 700円

茅野市ちの3502-1  ベルビア2F

0266-72-6022
【受付】10:00〜19:00  【定休日】木曜日

TEL

6/10（金） 13:30〜15:00
6/14（火） 13:30〜15:00
6/27（月） 13:30〜15:00

9 本当に怖い低体温！

体温１℃上昇で、１.５
倍病気になりにくい、
体を手に入れよう。

りんどう薬局 （フジモリ薬局）

●講師 :芳澤 武弘

●定員 :各回5名

茅野市宮川3990

0266-73-9285
【受付】9:00〜19:00  【定休日】日曜日

TEL

6/11（土） 13:30〜15:00

6/18（土） 13:30〜15:00

11 夏色プリザーブドで作る
壁飾り

プリザーブドフラワー
のちょっとしたテクニッ
ク を 学 び な が ら、お
しゃれな壁飾りを作り
ましょう。

アトリエひまわり  Ｊぽっぷ教室

●講師 :亀割 成美

●定員 :各回7名　●材料費 :1,500円

●持ち物 :はさみ、作品を持ち帰るもの（B4位）

茅野市ちの3502-1  ベルビア2F　

0266-24-0565
【受付】9:30〜17:00  【定休日】木曜日

TEL

6/14（火） 10:30〜

6/14（火） 13:30〜

12 チョークアートを
体験しよう

好きなモチーフを選ん
で、色を入れて指で描
いていくチョークアー
トでミニミニボード作
品を製作します。

Atelier Miwa  Ｊぽっぷ教室

●講師 :伊東 美和

●定員 :各回6名　●材料費 :1,000円〜

●持ち物 :エプロン、手ふきタオル

茅野市ちの3502-1  ベルビア2F　

090-8586-7323
【受付】10:00〜19:00  【定休日】木曜日

TEL

6/20（月） 10:30〜12:00
6/25（土） 10:30〜12:00
6/25（土） 13:30〜15:00

15 英語で遊ぼう！
Let’s have fun together!

アメリカ人講師と、英
語を使って、いろいろ
な遊びに挑戦します。
様々なアクティビティ
を通して生きた英語を
体験しましょう！

英会話と進学ゼミのアクシス

●講師:デビッド アンダーソン・小尾 順子

●定員 :各回6名または5組　●材料費 :300円

●持ち物 :色鉛筆、はさみ ●親子向け、幼児～小学生限定

茅野市本町東8-14

0266-73-1437
【受付】13:00〜20:00  【定休日】日曜日

TEL

6/13（月） 18:00〜18:50

6/20（月） 18:00〜18:50

16 夏に向けてショール・
パレオの素敵な巻き方

夏のショールやパレオ
の巻き方とアレンジを
覚えて、気軽なちょい
足しオシャレを楽しみ
ましょう！ パレオはこ
ちらで用意した物をお
選びいただけます。

エスニックファッション JalanJalan

●講師 :伊藤

●定員 :6名　●材料費 :1,000円（パレオ代）

●持ち物 :ショール・ストールなどお手持ちの物

茅野市ちの3502-1  ベルビア2F

0266-73-5352
【受付】10:00〜19:00  【定休日】木曜日

TEL

6/5（日） 14:00〜15:00

14 ＦＰに聞く
貯める＆増やすお金のルール

教育費、保険、年金など
気になるお金のことを
現在の金利でどうなる
のか？どうしたらいいの
かを具体的にお話しま
す。参加者全員にプレ
ゼントを差し上げます。

合同会社インクリースオフィス

●講師 :有賀 郁子

●定員 :各回５名

●持ち物 :筆記用具

茅野市宮川5844-2  全日本旅行ビル101号室

090-1825-9534
【受付】9:30〜19:00  【定休日】不定休

TEL

6/　8（水） ①14:00〜16:00 ②19:00〜21:00

6/11（土） ③10:00〜12:00 ④14:00〜16:00

13 ６０代からのお金の講座

不安のない60代からの
生活費と相続について
FPであり相続士®がプ
ランの立て方から対策
まで分かりやすくお話し
ます。参加者全員にプレ
ゼントを差し上げます。

合同会社インクリースオフィス

090-1825-9534TEL

6/　4（土） 10:00〜12:00
6/　4（土） 14:00〜16:00
6/15（水） 19:00〜21:00

●講師 :有賀 郁子

●定員 :各回５名

●持ち物 :筆記用具

茅野市宮川5844-2  全日本旅行ビル101号室

【受付】9:30〜19:00  【定休日】不定休



20 もう少し知りたいデジカメ
の使用法・撮影法

デジカメ全般で、基本か
らちょっとステップアッ
プした使い方までと日
常をSNSなどにきれい
にアップさせるコツ。お
子様も参加頂けますの
で、お気軽にどうぞ！

信濃カメラ

●講師 :波間 英彦

●定員 :各回4名（または2組）

●持ち物 :カメラ・パソコン（どちらも無くてもOK）

茅野市ちの3055

0266-72-3625
【受付】9:30〜19:00  【定休日】月曜日

TEL

6/　8（水） 10:00〜11:30
6/16（木） 10:00〜11:30
6/19（日） 10:00〜11:30

18 グラフでわかる！
今の保険、多い？少ない？

現在加入している保険
内容を把握しています
か？わかりにくい保険
をグラフにしてお話し
します。保険診断のみ
で保険の売り込みは
致しません。

（有）甲信代理店  保険クリニック茅野店

茅野市塚原2-17-36

0120-356-929
【受付】8:30〜18:00  【定休日】日曜日

TEL

●講師 :加藤 ちひろ

●定員 :各回1名

●持ち物 :筆記用具、保険証券

まちゼミ期間中（6/1〜6/30）

ご希望の日時に応じます。

19 がんへの備え
〜こんなにかかる治療費〜

日本人の約2人に1人
が一生のうちにがんと
診断されています。高
額になるがん治療費
について先進医療情
報も織り交ぜながらお
話しします。

（有）甲信代理店

茅野市塚原2-17-36

0266-72-8989
【受付】8:30〜18:00  【定休日】日曜日

TEL

●講師 :大谷 伸和

●定員 :各回6名

●持ち物 :筆記用具

6/　2（木） 13:30〜15:00
6/18（土） 10:00〜11:30
6/24（金） 13:30〜15:00

17 初夏を楽しむ　
白ワイン飲みくらべ講座

ほのかな甘みのリース
リング、キリッとした辛
口「シャブリ」、爽やか
なソーヴィニヨン・ブ
ランなど試飲します。
ご夫 婦・親 子での参
加も大歓迎です！

CAVE  福寿屋

●講師 :小林 哲人・小林 香

●定員 :10名　●20歳以上限定

●材料費 :1,200円（試飲ワイン代）

茅野市塚原2-18-35

0266-72-3084
【受付】10:00〜19:00  【定休日】水曜日

TEL

6/12（日） 18:00〜19:00

23 使っていない空き家の
対処法（賃貸・売買）

使っていない空き家を
どうすればいいのか。
賃貸にするのか売却し
てしまうのか。そのま
ま放置すれば傷んでし
まう空き家の対処法講
座です。

（株）蓼科企画

●講師 :西村 英一

●定員 :各回4名

茅野市米沢41番地  SUNSIDE14  1F

0266-82-7741
【受付開始日】5月26日から
【受付】9:30〜17:30  【定休日】水曜日

TEL

6/　2（木） 14:00〜15:00
6/10（金） 19:00〜20:00
6/12（日） 14:00〜15:00

24 お料理をキレイに
撮影するテクニック

好評につき今回もティ
ータイムのケーキをプ
ロの様に撮影するテ
クニックをレクチャー。
撮影してからのティー
タイムもお楽しみくだ
さい。

photo studio 中山写真

●講師 :木村 明美・中山 雄二 ●会場は当店、チロル

●定員 :各回6名 ●材料費 :1,000円（飲食、資料代）

●持ち物 :カメラ・スマホ・タブレット

茅野市ちの3063

090-9354-6393
【受付】9:30〜19:00  【定休日】月曜日

TEL

6/26（日） 14:00〜15:30

22 英語を楽しもう！

諏訪イングリッシュアカデミー 茅野校

●講師 :ニコレッタ

●定員 :各回4名または4組（親子での参加も歓迎）

●年長児、小学1、2年の児童限定

茅野市塚原2-10-18  Y'sハウス

080-8874-0955
【受付】15:00〜18:00  【定休日】土・日曜日

TEL

6/　9（木） 16:20〜17:20

6/23（木） 16:20〜17:20

子どもが大好きな絵本や歌、カードを使って
気軽に英語を楽しむ講座です。

28 1時間の受講で文字が
劇変する筆文字講座

たった1時間、筆文字
講座を受講するだけ
で、どんな人でも素敵
な文字に劇変する。そ
んな筆文字講座です。

夢限工房Dai  Jぽっぷ教室

●講師 :向山 悟志
●定員 :各回8名

●材料費 :1,000円（筆ペン他）

茅野市ちの3502-1  ベルビア2F

080-5108-2755
【受付】19:00〜22:00  【定休日】木曜日

TEL

6/　1（水）10:30〜11:30・12:30〜13:30

6/15（水）10:30〜11:30・12:30〜13:30
　　　　14:30〜15:30

25 作って贈ろう 筆文字アート

ひとりひとりの個性的
な筆文字をパステル
アートやロゴアート、水
彩画などの絵に添えて
ハガキや色紙に作品
を作ってみませんか。

筆文字アート  Ｊぽっぷ教室

●講師 :上野 さつき

●定員 :各回6名　●材料費 :500円

●持ち物 :筆ペン（ぺんてる中字）

茅野市ちの3502-1  ベルビア2F　

0266-82-1543
【受付】10:00〜19:00  【定休日】木曜日

TEL

6/18（土） 10:30〜12:00
6/18（土） 14:00〜15:30
6/22（水） 14:00〜15:30

26 子どもが数学好きになる
３つのコツ

中高生になっても数学
が得意な生徒達には、
ある共通点がありま
す。そしてそれは小学
校時代からの、ちょっと
した心がけの差から生
まれてきます。

学び舎  Planus

●講師 :村上 陽一

●定員 :各回6名　●小学生や中学生のご両親限定

●持ち物 :筆記用具

茅野市玉川8510-5

0266-79-7625
【受付】16:30〜22:00  【定休日】土、日曜日

TEL

6/　5（日） 10:00〜11:00

6/11（土） 10:00〜11:00

27 刈払機の安全な使い方

草刈りに使う刈払機は
お手軽に手に入る反
面、正しい使い方をし
ないと事故につながる
可能性があります。刈
払機の安全な使い方
について説明致します。

（株）マルモ機械  たてしな店

●講師 :丸茂 大介・山本 欣典

●定員 :各回10名

●安全で動きやすい服装で

茅野市豊平山寺3131

0266-72-2288（本社）
【受付】9:00〜18:00  【定休日】年末年始・お盆のみ

TEL

6/4（土） 10:00〜12:00

6/4（土） 14:00〜16:00

29 建築士が考える
いい収納とは？

収納で悩んでいる方限定。住宅全体から、家
事動線、暮らし方、ライフスタイルの変化な
ど、収納にまつわるお悩みをご相談ください。

ライフスタイルデザインオフィス ワンズプラス

●講師:熊谷 一子

●定員 : 各回4名　●材料費 :500円 （資料代）

●持ち物:筆記用具

茅野市米沢6924-1

090-8326-0183
【受付】9:00〜18:00  【定休日】不定休

TEL

6/　8（水） 10:30〜12:00
6/22（水） 10:30〜12:00
6/22（水） 18:30〜20:00

32 プレゼントに喜ばれる
クッション作り

毎回大好評な講座で
す。 一緒にスタートし、
続きは個人でいつで
もご来店ください。
ちょっとしたお礼に喜
ばれます。

ドリーム

●講師 :三澤 みち子・長田 幸子

●定員 :各回8名

●持ち物 :９号カギ針、アクリル極太毛糸

茅野市ちの3502-1  ベルビア2Ｆ

0266-82-6530
【受付】10:00〜19:00  【定休日】木曜日

TEL

6/　4（土） 10:15〜12:15
6/12（日） 13:30〜15:30
6/24（金） 10:15〜12:15

31 ジェルdeキャンドル♪
アレンジもOK！

今回のジェル・キャンドル
は香りをつけたり、LEDに
したり、花をいれたり…と
アレンジが可能。3世代で
も楽しめます。学生も大歓
迎♪世界に一つのインテ
リアを創ってみませんか？

クリエイト・デザイン

●講師 :西村 ●材料費 :1,500円から（ジェルキャンドル材料代）

●定員 :各回2名または2組。1名の方はご相談下さい

●持ち物 :思い出のものがありましたら、お持ち下さい

茅野市玉川3639-5

090-3063-0307
【受付】9:00〜

TEL

毎週 土・日曜日　9:00〜

30 親子で作ろう！
デコパージュの雑貨

デコパージュ専用の糊
とペーパーナプキンを
使ってオリジナルの雑
貨を親子で作りません
か？初心者の方も簡単
に作れるマグネットか
ら始めましょう。

acot （エーシーオーティー）

●講師 :村上 朱夏　●親子向け

●定員 :各回4組　 ●材料費 :300円

●持ち物 :はさみ

茅野市玉川8510-5

0266-79-7687
【受付】11:00〜19:00  【定休日】土・日曜日

TEL

6/12（日） 10:00〜11:30

6/25（土） 10:00〜11:30

【受付開始日】5月26日から

21 みんなで鍵盤ハーモニカ

小学校の頃を思い出
して鍵盤ハーモニカを
みんなで吹いて楽しみ
ましょう！！ 大 人 の 方
はなつかしいかと思い
ます。

シマダヤ楽器店

6/19（日） 11:00〜12:00

●講師 :浅川他　●年齢制限なし、親子もOK
●定員 :各回10名　●材料費 :100円（テキスト代）

●持ち物 :鍵盤ハーモニカ（お持ちでない方は申込時に
　　　　  お伝えください。こちらでご用意致します）

茅野市塚原2-7-22

0266-72-2872
【受付】10:00〜20:00  【定休日】月曜日

TEL



諏訪まちゼミに関するお問い合わせは　諏訪商工会議所 0266-52-2155

開催期間：平成28年 6月4日　  ～7月3日
諏訪市 得する街のゼミナール

土 日諏訪まちゼミの開催講座は
http://www.suwacci.or.jp/machizemi/

諏訪まちゼミ 検 索
お隣

諏訪まちゼミ
予約開始日

6月1日 水

諏訪市でもまちゼミ開催！

開催日カレンダー（6/1〜6/30）
開催日
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●きれい  ●けんこう
●まなぶ  ●つくる  ●たべる開催日カレンダー

27

34 簡単！デザート作り

当店の商品を使って、
簡単なデザート作りを
します。みんなで楽しん
で作ってみませんか？

松木寒天産業（株）

●講師 :今井

●定員 :各回5名または2組 ●材料費 :300円

●持ち物 :エプロン、筆記用具

茅野市宮川1280番地

0266-72-4121
【受付】9:00〜17:00

TEL

6/14（火） 10:00〜11:30

6/22（水） 10:00〜11:30

33 あっとビックリ!!
コースター作ってみませんか

お気に入りの布を折
って、夏用コースター
を作ってみませんか。
思わぬ模様が出現し、
素敵な貴女だけのコ
ースターの出来上がり
です。

花と器と珈琲の店  楚々として

●講師 :甲田 久美　●親子もOK

●定員 :各回5名または3組　●材料費 :500円

●持ち物 :針、糸、布、ハサミ

茅野市塚原2-8-8

0266-75-2588
【受付】12:00〜16:00  【定休日】月曜日

TEL

6/　3（金） 18:30〜20:30
6/18（土） 13:00〜15:00
6/19（日） 13:00〜15:00

36 幸せを呼ぶ
サンキャッチャー

スワロフスキー社クリ
スタルでサンキャッ
チャーを作ります。窓
辺に飾ると太陽の光を
受けて空間に光のカ
ケラが輝きます。

ロージードロップス

●講師:菊島 美奈子

●定員 :各回5名

●材料費 :1,200円

茅野市ちの3502-1  ベルビア2F

090-3585-7743
【受付】10:00〜17:00  【定休日】木曜日

TEL

6/12（日） 13:30〜15:00
6/18（土） 13:30〜15:00
6/26（日） 13:30〜15:00

35 かわいく花束

やよい生花店

●講師 :仲山 美代子

●定員 :各回4名　●材料費 :1,500円

●持ち物 :あれば花ばさみ、ペンチ

茅野市塚原2-7-25

0266-72-3221　
【受付】9:00〜19:00  【定休日】月曜日

TEL

かわいらしい花束を作ってみましょう！

6/5（日）・6/6（月）・6/12（日）・6/13（月）

15:00〜16:00

37 ソフト粘土で作る
バラのアレンジメント

ソフト粘土でプリザー
ブドフラワー風なバラ
を作り、おしゃれなブリ
キ缶にアレンジし、ア
ンティークな感じに仕
上げます。

ロージードロップス

●講師:谷内 直子

●定員 :各回6名

●材料費 :1,200円

茅野市ちの3502-1  ベルビア2F

090-1699-6424
【受付】10:00〜17:00  【定休日】木曜日

TEL

6/　1（水）10:30〜12:00・13:30〜15:00
6/　5（日）10:30〜12:00・13:30〜15:00
6/11（土）10:30〜12:00・13:30〜15:00

39 つくってまなぶ
パン教室

この5月でおかげ様で
7年を迎えるパンDE
チーノ。当店のバラエ
ティー豊かなパンの中
から実際につくってさ
らにくわしく学びましょ
う！

ハートフルブレッド パンDEチ～ノ

●講師 :茅野 光輝 他

●定員 :各回8名または4組　●材料費 :500円

●持ち物 :三角きん、上ばき、エプロン

茅野市ちの2812-1

0266-73-8090
【受付】9:00〜19:00  【定休日】火曜日

TEL

6/21（火） 9:00〜11:30

6/27（月） 19:10〜21:30

38 やってみよう！ 三枚おろし

小型の鮮魚を使って三
枚おろしの方法をわか
りやすく説明します。お
ろした魚で握りすしも
やってみましょう。楽し
いですよ！

呉竹鮨

●講師 :矢野 哲也

●定員 :各回5名  ●材料費 :1,000円（鮮魚他材料費）

●持ち物 :エプロン、持っている方は出刃包丁

茅野市仲町9-10

090-2554-9208
【受付】15:00〜16:00  【定休日】月曜日

TEL

6/　6（月） 10:00〜12:00

6/20（月） 10:00〜12:00

40 美味しい発酵食レシピで
健康生活

発酵食材を使用して、
美味しく健康に良い料
理を皆で楽しく作りま
す。食べながら栄養の
事、食の注意点など健
康情報をお伝えします。

ほんわか健康村

●講師 :田中 博

●定員 :各回10名　●材料費 :700円

●持ち物 :エプロン、頭巾、マスク

茅野市玉川8485-6

090-4464-8782
【受付】9:00〜19:00  【定休日】予約制

TEL

6/19（日） 10:00〜13:00

6/19（日） 15:00〜18:00


