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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

第15回 茅野まちゼミ 2019秋

11月1日　 ～11月30日金 土

主催／茅野商工会議所　　後援／茅野市

伴走型小規模事業者支援推進事業

開催
期間

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。

まちゼミって？

県外・市外の方も

　 大歓迎！

お申し込みの前にご確認ください

・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。

・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。

まちの ゼ ミ ナ ール

受付開始 

10月20日
日

受講料 について

お申し込み について

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
講座は
4種類

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。

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。

受講料 無料
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。

まちゼミ当日 当日は準備がありますので10分前を目安にご来場ください。

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。



手掌にある体中の反
射区を刺激したり内
臓へ通じる経絡の滞り
を流す事で、脳や内臓
の活性化。ホルモンバ
ランスが整い未病を防
ぐ事が期待されてます。

●講師 :竹村 真琴　●定員 :各回1名

●材料費 :500円（資料、オイル代）

●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】13:30〜19:00  【定休日】木曜日

11/17（日）   
10:15〜11:15・11:30〜12:30・13:30〜14:30
14:45〜15:45・16:00〜17:00・17:15〜18:15　

TEL

ハンドリフレクソロジー体験
でからだメンテナンス！

経らく琴  J.ぽっぷ教室

1

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。

●講師 :田子 貴士・田子 希

●定員 :各回2名または1組 ●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

TEL

骨盤体操で
目指せ「健康長寿」

のぞみ施術院

3

11/4（月）〜11/8（金）の間で

都合の良い日をお選びください

1 回 90 分程度

●講師 :藤森 香百合　●女性限定

●親子もOK　●定員 :各回1組

●持ち物 :タオル1枚

茅野市ちの2615-1A（横内の西友とユニクロの向かい側）

0266-55-6210
【受付】11:00〜18:00  【定休日】日曜日

水・金
12:00〜　12:30〜　13:00〜
18:30〜　19:00〜　19:30〜

TEL

自分のからだをセルフチェック
お灸と鍼の体験

はりきゅう  ふじもり治療院

4 はり

女性鍼灸師に学ぶ冷えや痛みのセルフチェッ
ク。チェックシート付き鍼灸体験でスッキリ

体の軸を整える為のト
レーニング＆ストレッ
チを行います。体に無
理のない動きを覚えて、
肩コリや腰痛の改善
を目指しましょう！
※体組成測定付き

●講師 :茅野 紗苗　●定員 :各回15名

●材料費 :500円（スムージー代）　●持ち物 :運動のでき

る服装、トレーニングシューズ、水分補給のできるもの

茅野市ちの3550-10

0266-72-5000
【受付】10:00〜22:00　【定休日】日曜日

11/　7（木）11:00〜12:00  11/14（木）11:00〜12:00

11/21（木）11:00〜12:00  11/28（木）11:00〜12:00

TEL

体の軸＆動きを整える
トレーニング＆ストレッチ

FITNESS GYM the BIRTH & Hot Yoga Studio days

5
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。

●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】10:00〜20:00  【定休日】日曜日

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

TEL

朝起きた時一番腰が痛いの
は、寝具が原因です！

向山寝具店

6

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。

●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】10:00〜20:00  【定休日】日曜日

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

TEL

慢性頭痛も不眠も改善！
簡単マイ枕の作り方

向山寝具店

7
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。

●講師 :芳澤 武弘

●定員 :5名

茅野市宮川3990

0266-73-9285
【受付】9:00〜13:00  【定休日】日曜日・祝日

11/16（土） 13:30〜14:30

TEL

本当に怖い低体温！

りんどう薬局（フジモリ薬局）

8
安全なヘナの選び方。
純国産ヘナ・インディゴ・
インド産ヘナ・ハーブ
カラーで健康的な毛染
めをしましょう。継続す
る事で抜群な艶、肝臓
の解毒効果もあります。

●講師 :宮澤 峰子 ●持ち物 :汚れてもよいタオル1枚

●材料費 : 純国産ヘナ100g、3,300円。インド産ヘナ

100g、1,650円（毛量により増額あり、国産ヘナは先着10名）

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

TEL

高品質ヘナ・ハーブカラー
体験講座

美容室ワンズハート

9

11/5（火）〜11/26（火）

営業日応相談

老後までに2000万円
用意するには？2つの
方法を知れば着実に準
備できます。教育資金
など、お金のことが気
になる人の講座です。

●講師 :有賀 郁子

●定員:各回5名

●持ち物 :ノートと筆記用具

茅野市宮川5844-2  全日本旅行ビル1F

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

TEL

安心未来の貯蓄セミナー

合同会社インクリースオフィス

10

11/13（水） 13:00〜15:00
11/13（水） 19:00〜21:00
11/30（土） 13:00〜15:00

セミナーは相続と相続
税の基本知識のお話
です。個別相談会は、
相続について、その人、
その家族の不安やお
悩みに合わせた内容
です。

●講師 :有賀 郁子

●定員:講座5名、個別相談会10組

●持ち物 :ノートと筆記用具

茅野市宮川5844-2  全日本旅行ビル1F

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

セミナー：11/9（土） 13:00〜15:00
個別相談会：まちゼミ開催期間中、
　　ご希望の日、1 回 1 組 2 時間程度

TEL

相続と相続税
セミナー＆個別相談会

合同会社インクリースオフィス

1 1

●講師 :井口 陽一

●定員 :各回5名

●持ち物 :筆記用具

茅野市ちの3502-1  ベルビア2F  ワークラボ八ヶ岳内

090-3083-1882
【受付】10:00〜20:00  【定休日】不定休

11/  2（土）10:00〜12:00・11/  9（土）14:00〜16:00
11/23（土）14:00〜16:00・11/30（土）10:00〜12:00
この他にもご希望に応じますのでお気軽に連絡下さい

TEL

「知って得する」
お金の殖やし方、創り方講座

オフィス ビアージェ

13

資産を創り、そして殖やしていく方法などをお
伝えすると共に、新たにお金を創る方法（資金
調達）の情報もございます。

淡麗辛口、芳醇旨口…
秋はお酒が美味しい
季節。どんな味わいが
お好みですか？ちょっ
とした知識があればお
酒選びが楽しくなりま
す。ぜひご夫婦で！

●講師 :小林 哲人（シニアソムリエ・SAKE DIPLOMA）

●20歳以上 ●定員 :10名 ●材料費 :1,200円（日本酒代）

●持ち物 :筆記用具  ※お酒の試飲がありますので運転はご遠慮下さい。

茅野市塚原2-18-35

0266-72-3084
【受付】10:00〜19:00　【定休日】水曜日

11/17（日） 18:00〜19:00

TEL

もっとおいしく！日本酒講座

CAVE福寿屋

14

赤ちゃんの姿勢、気に
していますか？大人に
なって、肩こりや腰痛
に悩まない為に、赤ち
ゃん時代からのケアが
大切です。ママの骨盤
ケアも致します。

●講師 :田子 希・田子 貴士

●定員 :各回2組  ●材料費 :500円（資料代）

●持ち物 :バスタオル1枚

茅野市玉川1746-1

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

TEL

お母さんが知っておくべき、
赤ちゃんの姿勢

のぞみ施術院

2

11/14（木） 10:30〜11:30

11/28（木） 10:30〜11:30

初心者向け講座です。
安全性や価格を担保し
ているマイニングと
は？ビットコインを持つ
のは、ギャンブルなのか
資産なのか？正しく知
れば楽しい世界です。

●講師 :有賀 郁子

●定員:各回5名

●持ち物 :ノートと筆記用具

茅野市宮川5844-2  全日本旅行ビル1F

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

TEL

暗号通貨ビットコインを知ろう

合同会社インクリースオフィス

12

11/16（土） 13:00〜15:00
11/20（水） 13:00〜15:00
11/20（水） 19:00〜21:00

第15回 茅野まちゼミ 2019秋

11月1日　 ～11月30日金 土開催
期間

まちのゼ ミ ナ ール



白カビ、青カビ、ウォッ
シュ、シェーブル…ナ
チュラルチーズは味わ
い豊かです。ワインと
共に食べ比べながら、
多彩なチーズの魅力を
ご紹介します。

●講師 :小林 香（チーズプロフェッショナル） ●定員 :10名

●材料費 :2,200円（チーズ・ワイン代）●持ち物 :筆記用具

※未成年の方、運転される方にはソフトドリンクをお出しします。

茅野市塚原2-18-35

0266-72-3084
【受付】10:00〜19:00　【定休日】水曜日

11/4（月） 17:00〜18:00

TEL

チーズを楽しむ基礎講座

CAVE福寿屋
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●講師 :栁澤 敬子　●定員 :6名

●材料費 :1,000円（資料・材料代）

●持ち物 :「ぺんてる筆 中字」または「ぺんてる筆 太字」

茅野市ちの3502-1  ベルビア2階

080-6939-1440
【受付】13:00〜18:00  【定休日】木曜日

11/30（土） 13:00〜14:30

TEL

書いて楽しい
筆文字年賀状講座

カルチャースクール  J.ぽっぷ

18

味のある文字を筆ペンで描いて、手書きの年
賀状を作ります。

衣類のお手入れ・洗
濯の方法など、普段お
困りのことについて相
談会を行います。洗剤
の選び方、衣類の保管
方法など、プロがお答
えします。

●講師 :小池 文人（クリーニング師）

●定員 : 3名　●親子もOK

●持ち物 :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】8:00〜18:00  【定休日】日曜日

11/10（日） 13:00〜14:30

TEL

衣類のお手入れ・洗濯
なんでも相談会

小池ドライクリーニング

19

 【受付開始】
 10月21日

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。

●講師 :小池 文人（クリーニング師）

●定員 :各回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】8:00〜18:00  【定休日】日曜日

11/　9（土） 10:00〜11:30

11/10（日） 10:00〜11:30

TEL

Yシャツをきれいに
アイロンしましょう！

小池ドライクリーニング

20

 【受付開始】
 10月21日

話題のAIスピーカー
について紹介、説明し
ます。最先端のAIスピ
ーカーを使って、便利
で楽しい生活を送りま
せんか。

●講師 :小松 靖・鮎澤 裕司

●親子もOK

●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

11/16（土） 10:00〜11:00

TEL

AIスピーカーは何ができるの？

南新電気工業株式会社

21
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！

●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 :4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

11/4（月） 10:00〜11:30

TEL

子ども向けロボット
プログラミング教室

キッズスクールNobitto（ロボ団茅野校）

22

【受付開始】
10月21日

できたらカッコいい大
人の趣味ランキングで
も上位に入るビリヤー
ド。ゆっくりお茶しな
がら、1から教える初
心者向けの講座を行
います。

●講師 :山本 大悟

●親子もOK　●定員 :各回10名

●材料費 :1,000円（飲食代）

茅野市ちの3502-1  ベルビアB1

0266-78-6922
【受付】14:00〜21:00  【定休日】月・火曜日

11/　9（土） 16:00〜17:30
11/17（日） 16:00〜17:30
11/24（日） 16:00〜17:30

TEL

ビリヤードを楽しもう！

Bar&Live the Piano Man

23
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。

●講師 :丸茂 大介

●定員 :8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

11/23（土） 10:00〜12:00

TEL

チェンソーの安全な使い方

株式会社 マルモ機械

24
「なかなか部屋が片付
かない」「一日があっと
いう間」「無駄な出費を
してしまう」～そんな
悩みを解決し、暮らし
の最適化を行うための
方法をレッスンします。

●講師 :小林 佐由美

●定員 :各回6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2F オクテット内

090-3558-9815
【受付】13:00〜17:00  【定休日】木曜日

11/13（水） 13:30〜14:45
11/20（水） 13:30〜14:45
11/25（月） 13:30〜14:45

TEL

ライフスタイル講座
～モノ・時間・お金編～

暮らしデザイン ロージードロップス

25
「クローゼットにはた
くさんの洋服があるの
に毎朝洋服選びに困っ
ている！」…今の自分
に合う洋服選びのコツ
と、クローゼットの整
理術を学びます。

●講師 :小林 佐由美

●定員 :各回6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2F オクテット内

090-3558-9815
【受付】13:00〜17:00  【定休日】木曜日

11/13（水） 15:00〜16:15
11/20（水） 15:00〜16:15
11/25（月） 15:00〜16:15

TEL

ライフスタイル講座
～クローゼット編～

暮らしデザイン ロージードロップス

26

後悔しない家づくりは、
暮らしやすい家になっ
ているかどうか…
暮らし方から考える家
づくり、はじめてみま
せんか。

●講師:熊谷 一子

●定員 :各回4名

●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】日曜日

【受付開始】
10月21日TEL

女性建築士による、うれしい楽しい
大好きな家づくりのコツ教えます

ライフスタイルデザインオフィス ワンズプラス

27

11/18（月）〜11/30（土）
10:00〜20:00 のうちで応相談
（60分〜90分程度）

●講師:熊谷 一子

●定員 :各回4名

●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】日曜日

【受付開始】
10月21日TEL

片づけがうまくできないと
悩んでいる方、大集合！

ライフスタイルデザインオフィス ワンズプラス

28

いつも片づけで悩んでいる方、家族がすぐにち
らかすと困っている方、物を捨てられずに困っ
ている方、大集合。解決いたします。

11/18（月）〜11/30（土）
10:00〜20:00 のうちで応相談
（60分〜90分程度）

ハーバリュームのよう
な透明なキャンドルが
出来上がります。中に
はLEDキャンドルが
入ります。火を使わな
いので安全に飾ること
が出来ます。

●講師 :亀割 成美　●定員 :各回7名

●材料費 :1,500円(LEDキャンドル代別途）

●持ち物 :ハサミ、作品を入れて帰る箱

茅野市ちの3502-1  ベルビア2階

0266-24-0565
【受付】10:00〜19:00  【定休日】木曜日

11/12（火） 10:30〜11:30

11/12（火） 13:00〜14:00

TEL

ハーバリューム風
火を使わないジェルキャンドル

アトリエひまわり  J.ぽっぷ教室

29
粉寒天を使ってプリン
を作ります。プロ直伝
のカラメルソース作り
は本格的！しかも簡
単！終了後は、こだわり
の紅茶と共にカフェで
試食します。

●講師 :高橋 幹彦　●定員 :6名

●材料費 :1,000円  ●持ち物 :上ばき、三角巾

　（バンダナ等）、エプロン、ハンカチ、筆記用具

茅野市ちの7015

0266-72-2547
【受付】10:00〜18:30  【定休日】月曜日（祝日は営業）

11/7（木） 11:00〜12:30

TEL

カラメルソース作りから…
本格的なデザート作り

アニバーサリーチロル

30

筆ペンで画のように楽
しく文字を描く、それ
が己書です。固定概念
を壊し、楽しく描いて
いきます。あなたも己
書を体験してみません
か？

●講師 :平井 浩二　●未経験のみ

●定員 :8名　●材料費 :1,000円（資料・材料代）

●持ち物 :ぺんてる筆 太字

茅野市ちの3502-1  ベルビア2階

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

11/29（金） 14:00〜15:30

TEL

誰でも簡単に味のある字が
描ける己書道場

カルチャースクール  J.ぽっぷ

17 おのれしょ

オラクルカード占いって何？気軽に出来るオ
ラクルカード占い講座です。

●講師 :森田 美佐江

●定員 :各回6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

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

11/10（日） 13:00〜14:30

11/23（土） 13:00〜14:30

TEL

オラクルカード占い講座

カルチャースクール  J.ぽっぷ
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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！

開催期間

11月9日　 ～12月8日土 日

諏訪まちゼミ予約開始日 11月1日金

パソコンで年賀状を作
ってみませんか？思っ
ているより簡単にでき
ますよ。写真を使って
の年賀状もOKです。
お気軽にご参加下さい。

●講師 :上野 さつき　●定員 :各回6名

●持ち物 :500円程度の年賀状のデザイン集

使用したい写真  ●材料費 :500円（資料、材料など）

茅野市ちの3502-1  ベルビア2階

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

11/22（金） 10:30〜12:00
11/23（土） 10:30〜12:00
11/25（月） 10:30〜12:00

TEL

年賀状を作ろう

OAスクール  J.ぽっぷ

31
寒い冬に向けて、プレ
ゼントにも大変喜ばれ
ています。皆さんでス
タートしてその後はご
自分の都合に合わせ
て何回でもご来店くだ
さい。

●講師 :三澤 みち子・長田 幸子

●定員 :各回7〜8名

●持ち物 :９号カギ針と極太毛糸7個

茅野市ちの3502-1  ベルビア2Ｆ

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

11/　1（金） 13:30〜15:30
11/10（日） 10:30〜12:30
11/18（月） 13:30〜15:30

TEL

プレゼントに好適な
クッション作り

ドリーム

32
今年も恒例の飾りパン
づくりを開催いたしま
す！テーマは自由。思
い思い、つくっていた
だければうれしいで
す！ご参加お待ちして
おります！！

●講師 :茅野 光輝 他　●親子もOK　

●定員 :各回6名または3組  ●材料費 :400円

●持ち物 :三角巾、上ばき、ハンドタオル

茅野市ちの2812-1

0266-73-8090
【受付】9:00〜19:00  【定休日】火曜日

11/11（月） 19:10〜20:40

11/19（火） 9:00〜10:30

TEL

みんな集まれ！
飾りパンづくり！

ハートフルブレッド パンDEチーノ

33

●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】9:00〜18:00  【定休日】月曜日

11/17（日） 15:00〜16:00

11/18（月） 15:00〜16:00

TEL

かわいく花束

やよい生花店

35

かわいらしい花束を作ってみましょう！

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！

●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

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

11/11（月） 10:00〜12:00

11/25（月） 10:00〜12:00

TEL

やってみよう！ 三枚おろし

呉竹鮨

36
〇揚げ卵　大活躍
〇美しき半熟の味玉
の「ばくだん味玉むす
び」2種
〇信州黄金シャモのか
らあげ

●講師 :前野 ノリコ

●材料費 :1,500円

●持ち物 :エプロン

茅野市米沢397-3

090-1656-4765
【受付】8:00〜20:00

11/　6（水） 11:00〜13:00
11/13（水） 11:00〜13:00
11/27（水） 11:00〜13:00

TEL

平がい、うみたて卵で
楽しく卵・鳥料理とランチ

蓼科縄文農園

37

豆腐とココナッツオイ
ルと黒糖とココアでヘ
ルシーな生チョコ作り
をします。プレゼント
に持ち帰り可。試食時
に食育の話もします。

●講師 :田中 博  ●親子もOK ●定員 :各回8名

●材料費 :1,000円  ●持ち物 :エプロン、頭巾、

マスク、気に入ったチョコレート型、筆記用具

茅野市玉川8485-6

090-4464-8782
【受付】9:00〜20:00  【定休日】予約制

11/9（土） 10:00〜13:00

11/9（土） 15:00〜18:00

TEL

豆腐とココナッツオイルの
生チョコ作り

ほんわか健康村

34

 【受付開始】
 10月21日


