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南新電気工業
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南新電気工業

FITNESS GYM the BIRTH &
Hot Yoga Studio days

アニバーサリー
チロル
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英会話と進学ゼミの
アクシス

1
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 Nobitto

茅野市民館指定管理者
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ワンズプラス
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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

開催地MAP

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

・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。

お申し込みの前にご確認ください

第12回 茅野まちゼミ2018春

6月1日　 ～6月30日金 土

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。

まちゼミって？まちゼミって？

講座は
5種類

主催／茅野商工会議所　　後援／茅野市

開催期間 

受講料について

・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。

お申し込みについて

まちのゼ ミ ナ ー ル

参加方法 連絡はお早めに お子様も一緒に
楽しめます

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。

連絡はお早めに
準備がありますので
キャンセルの方は速やかに
連絡してください。

受付開始 5月20日日

まちの
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！

ブログ＆
Facebook発信中！

http://www.chinocci.or.jp/machizemi/

茅野まちゼミ

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。



1 大人のセルフメイクレッスン

毎日使っているメイク
用品を持って来ていた
だき、今までよりキレ
イになっていただく講
座です。眉の描き方や、
メイクでの悩みも解消
できますよ！！

シャレンド

●講師 :橋本 さやか　　●定員 :5名

●持ち物 :メイク道具一式、店舗に問い合わせ下さい

茅野市仲町2-13

0266-72-1631
【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

6/27（水） 14:00〜16:00

TEL

2 美肌エキスパートが教える
「美肌」の秘訣

今のスキンケアに満足
していますか？
年齢にあった方法を、
美肌エキスパートの資
格を持った講師がお教
え致します。お肌の違い
を実感してみませんか

のぞみ施術院

●講師 :田子 希 ●女性のみ、アレルギー、妊婦の方要相談

●定員 :各回2名または1組  ●持ち物:フェイスタオル、

普段お使いのメイク道具 ●材料費 :2,000円（商材代、テキスト代） 

茅野市玉川1746-1

090-6656-4745
【受付】10:00〜18:00  【定休日】完全予約制

6/19（火） 14:00〜16:00
6/24（日） 14:00〜16:00
6/29（金） 14:00〜16:00

TEL

8 初心者でもできる
スロージョギング

ウォーキングと同じ楽
しさで、エネルギーは
2倍。脂肪が減る、体
力がつく、生活に活力
が出る！継続しやすい
スロージョギングを学
びます。

ハイトスポーツ

●講師 :伊藤 美恵

●定員 :各回12名　●材料費 :500円

茅野市塚原1-17　オギノ2階

0266-72-2646
【受付】10:00〜19:00  【定休日】第3水曜日

6/11（月） 10:30〜12:00

6/25（月） 10:30〜12:00

TEL

10 代謝UP！ 美肌へ導く
ハーバルスチーム体験

無農薬にこだわった漢
方薬・ハーブの蒸気で
カラダを内側から温め
ます。高いデトックス
効果で体脂肪ダウン、
免疫力UP、つるすべ
肌に導きます。

ホテルハイジ

●講師 :下位 大介　●定員 :各回2組（1組2名）

●材料費 :1,500円（薬草代）

●衣類を脱ぎ、専用マントを被っての体験です

茅野市北山4035-1820

0266-67-2001
【受付】9:00〜18:00

TEL

6/1（金）〜6/30（土）

11:00〜12:00・13:00〜14:00

11 寒天の美味しい食べ方

寒天をそのまま使った
ことがない・使い方が
よく分からない方必見
の内容になっています。

松木寒天産業株式会社

●講師 :寺沢 昌世　●初心者、初受講者優先

●定員 :6名

●持ち物 :筆記用具

茅野市宮川1280　　【受付開始日】5月21日から

0266-72-4121（平日のみ）
【受付】8:00〜17:00（平日のみ）

6/20（水） 11:00〜12:00

TEL

12 目指せ！メリハリボディー
強く美しく！

どなたにでも出来るカ
ンタンなトレーニング
を学んで頂けます。元
気で健康的なメリハリ
ボディーを手に入れ
て！

MAXLOAD 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（ミネラルウォーター代）

●持ち物 :トレーニングシューズ、タオル

茅野市本町西4-5　丸上ビル1F103

090-3564-1683
【受付】13:00〜22:00  【定休日】日曜日・祝日

6/2（土）〜6/30（土）の毎週土曜日
15:00〜16:00

TEL

13 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

6/18（月）〜6/23（土）
10:00〜11:30
 都合の良い日を選んでください

TEL

14 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2〜3枚

茅野市本町東12-15

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

6/4（月）〜6/9（土）
10:00〜11:30
 都合の良い日を選んでください

TEL

16 何十年続けても安心安全な
ヘアカラー講座

白髪が気になり出した
方！白髪を頻繁に染め
られる方、化学物質ゼ
ロ不純物ゼロのヘナ＆
インディコで染めてみ
ませんか。塗布の仕方
を体験できます。

美容室ワンズハート

●講師 :宮澤 峰子 ●材料費 :1,300円〜1,450円位　

●定員 :各回2名 ●持ち物 :汚れてもよいタオル1枚

茅野市湖東8532-1

090-1866-0205
【受付】9:00〜18:00  【定休日】毎月曜日、第2・第4日曜日

6/1（金）〜6/30（土）

9:30〜15:00  応相談

TEL

※アレルギー体質、カブレ等不安な方はパッチテストにお出かけください

15 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 :5名

茅野市宮川3990

0266-73-9285
【受付】9:00〜12:00  【定休日】日曜日

6/30（土） 13:50〜14:50

TEL
【受付開始】
 5月21日

3 アロマオイルで
タッチセラピー（体験版）

アロマオイルの精油を
用いて、芳香療法を体
験し、タッチを加える
事でセラピーの気持ち
良さを体験して頂きま
す。

カルチャースクール  J.ぽっぷ

●講師 :森田 美佐江　　●定員 :各回5名

●材料費 :1,000円（アロマオイル代、持ち帰りのビン代）

●持ち物 :フェイスタオル

茅野市ちの3502-1  ベルビア2階

090-7236-9992
【受付】9:00〜18:00  【定休日】木曜日

6/15（金） 13:00〜15:00
6/22（金） 13:00〜15:00
6/26（火） 13:00〜15:00

TEL

4 脳を活性化！五兪
ハンドリフレクソロジー体験

肘下の大事なツボ五兪と
「第２の脳」と称す手を刺
激すると脳や内臓の活性
化・ホルモンバランスが
整います。中国経路五兪と
欧米緩和ケア活用のリフ
レクソロジーの融合体験

経らく琴  J.ぽっぷ教室

●講師 :竹村 真琴　 ●定員 :各回1名

●材料費 :500円（オイル・資料代）

●体の流れを測るので、足首を出せる服装でお願いします

茅野市ちの3502-1  ベルビア2階

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

 6/17（日） 
12:30〜13:20・13:30〜14:20・14:30〜13:20
15:30〜16:20・16:30〜17:20・17:30〜18:20　

TEL

ご　ゆ

5 50代から始める
未来の為にできる５つの事

人生折り返し地点。今
からやるべきことを、
健康管理士で、カイロ
プラクターでもある講
師から学び、老後を笑
顔で過ごしませんか？

のぞみ施術院

●講師 :田子 貴士

●定員 :各回4名

●持ち物 :筆記用具

茅野市玉川1746-1

0266-79-5820
【受付】10:30〜20:00  【定休日】完全予約制

6/　2（土） 10:30〜11:30

6/16（土） 10:30〜11:30

TEL

6 自宅で簡単！
骨盤体操で目指せ「健康長寿」

自分の身体の歪みを
確認し、一人でできる
体操を紹介します。バ
ランス良く動かすこと
で姿勢を整え、冷えや
むくみも解消されます。

のぞみ施術院

●講師 :田子 貴士・田子 希

●定員 :各回4名　●材料費 :500円（資料代）

●持ち物 :飲み物、フェイスタオル、動きやすい服装

茅野市玉川1746-1

0266-79-5820
【受付】10:30〜20:00  【定休日】完全予約制

6/　5（火）13:30〜15:00　6/　7（木）13:30〜15:00

6/20（水）13:30〜15:00　6/28（木）13:30〜15:00

TEL

7 ベーシックヨガ

Hot Yoga Studio 
days でご提供してい
る常温クラスのベーシ
ックヨガのクラス。是
非この機会にヨガを体
験してみてはいかがで
しょうか。

FITNESS GYM the BIRTH & Hot Yoga Studio days

●講師 :ヨガインストラクターYAKO ●16才以上のみ

●定員 :各回15名 ●材料費 :500円（グリーンスムージー代）

●持ち物 :タオル、バスタオル、ウェア、水

茅野市ちの3550-10

0266-72-5000
【受付】10:00〜22:00　【定休日】日曜日

6/　7（木） 10:30〜11:30
6/14（木） 10:30〜11:30
6/21（木） 10:30〜11:30

TEL
【受付開始】
 5月21日

9 女性のためのお灸教室
（生理トラブル編）

冷え、むくみ、生理不
順等放置していません
か？生理周期に振り回
されず、毎日を快適に
過ごせるよう一緒にケ
アしていきましょう!!

保科鍼灸院

●講師 :保科 貴洋（女性スタッフもいます）

●定員 :各回5名 ●材料費 :1,000円（鍼・お灸・飲み物代）

●持ち物 :腕、足の出しやすい服装 ●女性限定

茅野市本町西17-8  ラセゾン本町ファミリエ1号

0266-73-1581
【受付】9:00〜20:00  【定休日】日・月曜日、祝日

6/24（日） 10:00〜11:30・14:00〜15:30

6/25（月） 14:00〜15:30・17:00〜18:30

TEL



17 ビットコイン初心者講座

最近のテレビや新聞
で話題のビットコイン。
一体どんなもの？安全
性は？知ってお得な情
報を学びましょう。

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 :筆記用具とメモが取れるもの。

　スマートフォン（持っている方）

茅野市宮川5844-2  全日本旅行ビル1F

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

6/13（水） 19:00〜21:00

6/23（土） 13:30〜15:30

TEL

19 知って安心　節税講座

相続税から仮想通貨
売買利益まで。賢く残
して次へつなげるため
に、どう考えて何をし
たら良いのかが分かる
講座です。

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 :筆記用具とメモが取れるもの

茅野市宮川5844-2  全日本旅行ビル1F

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

6/　6（水） 19:00〜21:00

6/30（土） 13:30〜15:30

TEL

21 初めてのボルドーワイン

「五大シャトー」がある
ことでも知られる世界
屈指の銘醸地ボルド
ー。 赤・白・貴腐ワイ
ンなど飲み比べながら
その魅力をご紹介しま
す。

CAVE福寿屋

●講師 :小林 哲人（シニアソムリエ） ●20歳以上

●定員 :10名　●材料費 :2,000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

6/10（日） 18:00〜19:00

TEL

22 チーズを楽しむ基礎講座

カマンベール、ブルー、
チェダー、シェーブル
など多彩なナチュラル
チーズ。相性の良い食
材や飲みものもご紹
介。チーズ選びが楽し
くなる講座です。

CAVE福寿屋

●講師 :小林 香（チーズプロフェッショナル・ソムリエ）

●定員 :10名　●材料費 :1,000円（試食チーズ代）

※ワインなどお酒の試飲はありません

茅野市塚原2-18-35

0266-72-3084
【受付】10:00〜19:00　【定休日】水曜日

6/27（水） 14:00〜15:00

TEL

23 書いて楽しい筆文字講座

カルチャースクール  J.ぽっぷ

●講師 :栁澤 敬子　　●定員 :各回6名

●材料費 :500円（資料・材料代）

●持ち物 :「ぺんてる筆 中字」（当日購入可）

茅野市ちの3502-1  ベルビア2階

080-6939-1440
【受付】10:00〜18:00  【定休日】木曜日

6/10（日） 10:30〜12:00
6/24（日） 10:30〜12:00
6/30（土） 10:30〜12:00

TEL

筆ペンを使って味のある字を書いて（描いて）
みませんか？筆ペンなんてあまり使ったこと
がないという方もステキな字が書けますよ。

24 開運！ 簡単手相講座

手のひらを見ると様々
な線が複雑に絡みあっ
ています。その中の基
本となる線を見ながら
自分を占ってみてはい
かがですか。

カルチャースクール  J.ぽっぷ

●講師 :朝倉 秀俊

●定員 :各回8名　●材料費 :500円（資料代）

●持ち物 :筆記用具

茅野市ちの3502-1  ベルビア2階

090-1867-3709
【受付】17:00〜20:00  【定休日】木曜日

6/　2（土） 10:30〜12:00
6/　9（土） 10:30〜12:00
6/23（土） 10:30〜12:00

TEL

25 服育！ Yシャツをきれいに
アイロンしましょう！

衣類は日ごろのお手
入れが大切です。Yシ
ャツを実際にアイロン
で仕上げます。講座終
了後、ご希望の方にお
一人様衣類一点で無
料シミ抜きもあります。

小池ドライクリーニング

●講師 :小池 文人（クリーニング師）

●定員 : 3名　 ●親子もOK

●持ち物: Yシャツ、シミ抜きご希望の衣類

茅野市玉川408（粟沢観音下）

0266-72-1556
【受付】8:00〜19:00  【定休日】日曜日

6/16（土） 10:00〜12:00

6/17（日） 10:00〜12:00

TEL
【受付開始】
 5月21日

26 服育！ スーツのお手入れに
ついて学びましょう！

今うわさの“服育”を
ご存知ですか？スーツ
を中心に衣類のお手
入れについて学びまし
ょう。講座終了後、お一
人様衣類一点で無料
シミ抜きもあります。

小池ドライクリーニング

●講師 :小池 文人（クリーニング師）

●定員 : 3名　 ●親子もOK

●持ち物 :スーツ上下、シミ抜きご希望の衣類

茅野市玉川408（粟沢観音下）

0266-72-1556
【受付】8:00〜19:00  【定休日】日曜日

6/17（日） 13:00〜14:30

TEL
【受付開始】
 5月21日

27 デジカメの基礎
実際に撮ってみましょう

デジカメ・スマホなど
を使って実際に撮影し
ながら、より良い写真
になるよう、疑問を解
決していきます。

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

6/　6（水） 10:00〜11:30
6/16（土） 10:00〜11:30
6/24（日） 10:00〜11:30

TEL

28 楽しくフルート体験

お子さまから大人まで
楽しく学べる初心者向
けの講座です。音楽を
奏でる喜びを味わって
みませんか。楽譜が読
めなくても大丈夫です。

シマダヤ楽器店

●講師 :神山 潤子

●持ち物 :お持ちの方はフルート。お持ちでない

　方にはお貸しします。

茅野市塚原2-7-22

0266-72-2872
【受付】10:00〜19:30  【定休日】月曜日

TEL

6/2（土）、6/16（土）、 6/23（土）

10:00〜20:00 の中で要相談

31 電化製品で自宅を
「もしも」から守ろう

地震や火災、空き巣や
不審者など、日常生活
を取り巻く様々な不安
からご自宅を守るため
の術を、電気工事店の
観点からお教えいたし
ます。

南新電気工業株式会社

●講師 :三浦和晃・金子圭佑

●定員 :10名または5組

茅野市塚原2丁目４番3号

0266-72-4158
【受付】8:00〜17:00　【定休日】日曜日

6/16（土） 15:30〜17:00

TEL
【受付開始】
 5月21日

32 子ども向けロボット
プログラミング教室

レゴブロックで組み立
てたロボットをパソコ
ンでプログラムを作り、
動かします。話題のプ
ログラミングを親子で
楽しめるチャンスで
す！

キッズスクールNobitto（ロボ団茅野校）

●講師 :今井 謙太郎

●親子限定（小学校1年生以上と保護者）

●定員 :各回3組（2名1組）

茅野市仲町15-22

0266-78-7330
【受付】10:00〜18:00  【定休日】日曜日

6/22（金） 18:00〜19:30

6/24（日） 10:00〜11:30

TEL
【受付開始】
 5月21日

20 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
を通して生の英語を体
験しましょう！

英会話と進学ゼミのアクシス

●講師 :カトリーナ、メアリー、小尾 順子

●対象年齢2歳〜小学生（の親子） ●定員 :各回6名

●持ち物 :色鉛筆、はさみ ●材料費 :300円/お子様1名につき

茅野市本町東8-14

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

6/　7（木） 17:00〜17:50

6/14（木） 17:00〜17:50

TEL
【受付開始】
 5月21日

18 知ってお得
今から始めるマネー術

一番貯まる学資保険
は？これは私に必要な
保険？老後に必要なお
金はどの位？相続税は
考えた方がよい？知れ
ば安心なお金の知識
です。

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 :筆記用具とメモが取れるもの

茅野市宮川5844-2  全日本旅行ビル1F

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

6/　9（土） 13:30〜15:30

6/20（水） 19:00〜21:00

TEL

30 お試し展覧会をつくろう！

「さまざまな表現やア
ートに親しみ、文化を
つくり、人々が集う、地
域の交流拠点」の市民
館でお試し展覧会をつ
くる“ワクワクアート”を
体験してみませんか？

茅野市民館指定管理者（株）地域文化創造／ＮＰＯ法人サポートＣ

●講師 :市民館スタッフ、サポーター

●子どもも参加OK　●定員 :20名程度

●申込 :6月14日（木）まで

茅野市塚原一丁目1番1号

0266-82-8222
【受付】9:00〜20:00  【定休日】火曜日

6/18（月） 19:00〜21:00

※お試し展覧会 6/20（水）10:00〜19:00

TEL

29 空き家を相続したときに…
空き家対処法講座

空き家を相続したらど
うしたらいいのか。起
こり得る問題と、その
対処法、活用の可能性
について知る講座です。

（株）蓼科企画

●講師 :及川 結

●定員 :各回4名

茅野市米沢41番地  SUNSIDE14  1F

0266-82-7741
【受付】9:30〜17:30  【定休日】水曜日

6/　9（土） 10:00〜11:30
6/14（木） 10:00〜11:30
6/24（日） 10:00〜11:30

TEL
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カ レ ンダ ー開催日

開催日 講座番号 開催日 講座番号

10 16 37 43

5 10 12 16 24 28 33 39

10 16

10 14 16 42

6 10 14 16 35

10 14 16 19 27 43

6 7 10 14 16 20 36 41

10 14 16 43

10 12 14 16 18 24 29 33 37

10 16 21 23 40

8 10 16 40

10 16 38

10 16 17 43

7 10 16 20 29

3 10 16 43

4 10 16 25 26

10 13 16 30 38 42

2 10 13 16

6 10 11 13 16 18 30

7 10 13 16 41

3 10 13 16 32 43

10 12 13 16 17 24 28

2 9 10 16 23 27 29 32

8 9 10 16

3 10 16

1 10 16 22 43

6 10 16 34 41

2 10 16 43

10 12 15 16 19 23

37 43

5 10 12 16 25 27 28 31

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

諏訪市
得する街のゼミナール

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
諏訪市でも

まちゼミ開催！

6月15日　 ～7月16日金 月

開催期間

諏訪まちゼミ予約開始日 6月6日 水

34 女性建築士が考える
良い収納とは

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】9:00〜20:00  【定休日】不定休

6/28（木） 10:30〜12:00

6/28（木） 19:00〜20:30

TEL

収納で悩んでいる方、新築・リフォームを
考えている方。暮らし方や家事動線から考
える収納をお伝えします。

35 ハーバリュームを
作りましょう

色とりどりのドライフ
ラワー、プリザーブド
フラワーを使って人気
のハーバリュームを作
ってみませんか。受け
付け時に作りたい本
数をお聞きします。

アトリエひまわり  J.ぽっぷ教室

●講師 :亀割 成美　　●定員 :各回8名

●材料費 :1,500円（ハーバリューム材料代）

●持ち物 :はさみ・作品を入れて帰る袋

茅野市ちの3502-1  ベルビア2階

0266-24-0565
【受付】】9:00〜17:00  【定休日】木曜日

6/5（火） 10:30〜12:00

6/5（火） 13:00〜14:30

TEL

36 キャラメル作りから…
本格的なデザート作り

松木寒天さんの粉寒天
を使ってプリンを作りま
す。キャラメル作りは本
格的。しかも簡単！さら
にお楽しみのもう一品
♪終了後はこだわりの
紅茶と共に試食します。

アニバーサリーチロル

●講師 :高橋 幹彦　●材料費 :1,000円（材料代）

●定員: 6名　●持ち物 :上ばき、三角巾（バンダナ等）、

エプロン、ハンドタオル、筆記用具

茅野市ちの7015

0266-72-2547
【受付】10:00〜18:00  【定休日】第3日曜・月曜日

6/7（木） 11:00〜12:30

TEL

37 みんなで楽しくクッション作り

今回も快適な店内に
てクッション作りを行
います。ご都合の良い
日にスタートして、後
は各々のスケジュール
に合わせて何回でもお
出掛け下さい。

ドリーム

●講師 :三澤 みち子・長田 幸子

●定員 :各回7〜8名

●持ち物 :９号カギ針、極太毛糸7個

茅野市ちの3502-1  ベルビア2Ｆ

0266-82-6530
【受付】10:00〜18:30  【定休日】木曜日

6/　1（金） 13:30〜15:30
6/　9（土） 13:30〜15:30
6/20（水） 10:30〜12:30

TEL

38 みんなで創ろう！
チーノの新作パン

皆さんの自由な発想で
パンを創っていただき、
それを実際に商品とし
てお店に出します。準
備した材料を使ってい
ただき、初夏の新作を
一緒に創りましょう！

ハートフルブレッド パンDEチーノ

●講師 :茅野 光輝 他　●材料費 :500円（材料代）

●定員 :各回10名または5組

●持ち物 :上ばき、三角きん、エプロン

茅野市ちの2812-1

0266-73-8090
【受付】9:00〜17:00  【定休日】火曜日

6/12（火） 9:00〜10:30

6/18（月） 19:10〜20:40

TEL

39 簡単健康料理あれこれ

短時間で簡単、美味し
く健康的な料理をいく
つか紹介します。作っ
て、食べて、料理の注
意点や栄養の話を取
り交ぜながら歓談しま
す。

ほんわか健康村

●講師 :水澤 節子、石川 良

●定員 :各回8名　●材料費 :800円（食材代）

●持ち物 :エプロン、頭巾、マスク、手袋、筆記用具

茅野市玉川8485-6　【受付開始日】5月21日から

090-4464-8782
【受付】9:00〜18:00  【定休日】予約制

6/2（土） 10:00〜13:00

6/2（土） 15:00〜18:00

TEL

40 かわいく花束

かわいらしい花束を作ってみましょう！

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 :あれば花バサミ、ペンチ

茅野市塚原2-7-25

0266-72-3221
【受付】9:30〜18:00  【定休日】月曜日

6/10（日） 15:30〜16:30

6/11（月） 15:30〜16:30

TEL

41 どんぐりパワーを楽しもう

どんぐり粉de発酵or
どんぐり粉deクッキン
グ。どんぐり粉を使い、
発酵食品を仕込んだ
り、食べたり充実の1
時間半。

カフェ天香

●講師 :清水 美雪　●親子もOK

●定員 :各回10名　●材料費 :2,000円（材料代）

●持ち物 :エプロン、マイカップ

茅野市ちの3053　 【受付開始日】5月22日から

0266-55-6088
【受付】10:00〜17:00  【定休日】日・月曜日

6/　7（木） 10:30〜12:00
6/21（木） 10:30〜12:00
6/28（木） 10:30〜12:00

TEL

42 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。
おろした魚で握りずし
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

●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　　【受付開始日】5月23日から

090-2554-9208
【受付】14:30〜16:00  【定休日】月曜日

6/　4（月） 10:00〜12:00

6/18（月） 10:00〜12:00

TEL

43 うみたてタマゴでおいしく

てづくりマヨネーズ
茶わんむし
タマゴサンドイッチ
タマゴチャーハン

蓼科縄文農園

●講師 :前野 ノリコ

●材料費 :1,000円（ランチ代含む）

●定員 :各回4名　●持ち物 :エプロン

茅野市米沢397-3

090-1656-4765TEL

6/1〜6/30 の毎週水・金曜日
11:00〜12:30

33 チェンソーの安全な使い方

チェンソーは、薪作り
や庭木の手入れ等で
大変活躍する道具で
す。安全に配慮した正
しい使い方やチェンの
研磨方法を覚えて活
用しましょう。

株式会社 マルモ機械 たてしな店

●講師 :丸茂 大介

●定員 :各回10名

●作業のできる服装

茅野市豊平山寺3131

0266-72-2288（本社）
【受付】9:00〜17:30 【定休日】年末年始・お盆のみ

6/2（土） 10:00〜12:00

6/9（土） 10:00〜12:00

TEL


