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南新電気工業

FITNESS GYM the BIRTH &
Hot Yoga Studio days

7

エステティックサロン
Ermitage

21

英会話と進学ゼミの
アクシス

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

開催期間 11月1日　 ～11月30日火 水

受付開始

10月25日
火

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。

まちゼミに関するお問い合わせは 茅野商工会議所 0266-72-2800

主催／茅野商工会議所

後援／茅野市

まちゼミって？

開催地MAP

まちのゼミナール
第9回 まちゼミ2016秋

・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。

お申し込みの前にご確認ください

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

けんこう
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

まなぶ つくる たべる

講座は
　種類５５５

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

お申込は各店へ

お子様も一緒に楽しめます

参加者にはお得な特典あり！参加者にはお得な特典あり！

受
講
料

に
つ
い
て

お
申
し
込
み

に
つ
い
て

受講料無料県外・市
外

の方も

 大歓迎！
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

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。



1 セルフマッサージで美脚作り

sharend Bitowa

●講師 :藤森 伊代　●女性20代以上限定

●定員 : 6名　●足を出しやすい服装

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

11/29（火） 13:00〜14:30

リンパに老廃物を流せば、やせて、美しく！ セ
ルフマッサージを楽しくお伝え！

2 知って得する！
男性育毛ケア　part２

生活習慣から改善でき
る頭皮のためにいいこ
と、セ ル フ 頭 皮 マッ
サージの方法をお伝
え！ ヘッドキュア体験
で頭皮をやわらかくし
て血行促進！

sharend Bitowa

●講師 :北原 平

●定員 : 5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

11/13（日） 13:00〜14:30

3 頭には美容や健康に
役立つツボがいっぱい！

おでこ・頭頂部・こめ
かみ・後頭部には美
容にも健康にも役立
つツボがたくさんあり
ます。 目がパッチリし
てリフトアップも期待
できます！

エステティックサロン Ermitage

●講師 :藤森 香百合

●定員 :各回1名　●女性限定

●首まわりが広く開いた服装

茅野市塚原1丁目14-30　デュオヒルズ茅野605

090-1053-4521
【受付】9:00〜19:00  【定休日】予約制

TEL

11/3（木、�祝）〜11/12（土）
10:00〜15:00
 都合の良い日時を選んでください

4

塩のかわりに塩麹、砂
糖のかわりに甘酒の
万能調味料を作り、ビ
タミン・アミノ酸で栄
養価アップ。更に酵素
で吸収率アップして免
疫力を上げましょう。

経らく琴  Jぽっぷ教室

「麹」で作る簡単醗酵調味料
で免疫力UP!

こうじ

●講師 :竹村 真琴

●定員 :各回6名　●持ち物 :ハンドタオル

●材料費 :1,000円（生麹、塩、容器、フルーツ他）

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

11/14（月） 13:30〜14:30
11/25（金） 13:30〜14:30
11/29（火） 13:30〜14:30

6 ラジオ体操の嬉しすぎる
効果を学びましょう

ラジオ体操は正確に
行うことでダイエット
効果、冷え性改善、便
秘解消、姿勢スタイル
が良くなる等の効果が
あります。 ラジオ体操
で心身健康に。

（有）ハイトスポーツ商会

●講師 :進藤 久美

●定員 :12名　●材料費 :500円

●持ち物 :運動のできる仕度、5本指ソックス

茅野市塚原1-17  オギノ2Ｆ

0266-72-2646
【受付】10:00〜20:00

TEL

11/17（木） 13:30〜15:00

7 ①親子でヨガをしよう！
②いきいきヨガ

日々の運動不足の解
消に、ヨガでスッキリ
デトックスをしません
か？お子様との大切な
時間、自分だけの大切
な時間、心と身体にご
褒美タイム…！！

FITNESS GYM the BIRTH & Hot Yoga Studio days

●講師 :宮坂 千絵・藤森 大夢・北原 愛 ●①親子限定

●定員 :各回①15組 ②25名 ●材料費 :500円（スムージー代）

●持ち物 :運動ができる服・タオル・水・運動靴

茅野市ちの3550-10

0266-72-5000
【受付】平日13:30〜22:30 ・土祝11:00〜20:00 【定休日】日曜日

TEL

11/7（月）
11/21（月）

11/14（月）
11/28（月）

① 11/2（水）
11/16（水）

11/9（水）
11/30（水）

②

時間はすべて10:30〜11:30

8 痛くない鍼治療！
プロの技を体感しよう

保科鍼灸院

●講師 :保科 貴洋　●定員 :各回5名

●材料費 :500円（鍼・灸代、資料代）

●腕や足を出しやすい服装

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

TEL

11/13（日） 10:00〜11:00

11/27（日） 10:00〜11:00

鍼灸治療が私達の身
体にどのように作用し、
どんな症状に効果が
あるのか、「痛くない鍼
」「じんわり温かいお灸
」の体験も交えてご紹
介いたします。

9 青柳式コンデション
トレーニング法

時間がなかなか取れ
ない方でも、かんたん
にトレーニング法をお
教 えし ま す。 パ ワ ー
アップにダイエットに
当ジム会員様にも好
評です。

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（ミネラルウォーター代）

●持ち物 :くつ、タオル

茅野市本町西4-5　丸上ビル103

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

TEL

11/  5（土） ・11/12（土） 
11/19（土） ・11/26（土） 
15:00〜16:00

10 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

TEL

11/7（月）〜11/12（土）
10:00〜11:30
 都合の良い日を選んでください

11 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

11/21（月）〜11/26（土）
10:00〜11:30
 都合の良い日を選んでください

12 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】13:00〜15:00  【定休日】日曜日・祝日

TEL

11/12（土） 13:30〜14:30

11/19（土） 13:30〜14:30

13 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

11/7（月） 10:30〜12:00

11/7（月） 13:30〜15:00

14 ６０代からのお金の講座

６０代は退職金や貯蓄
を守りながら賢く使う
ことと、相続について
考え用意していくとき
です。 これからの暮ら
しに知っておくべき大
切なことがわかります。

合同会社インクリースオフィス

●講師 :有賀 郁子

●定員 :各回7名

●持ち物 :筆記用具・電卓

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

11/12（土） ①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00

11/14（月） ③14:00〜16:00 ④19:00〜21:00

15 貯める＆増やすお金のルール

教育費、年金、保険な
ど自分に合ったものの
選び方や、話題の純金
積み立てなど知ってお
得な情報がいっぱい
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7名

●持ち物 :筆記用具・電卓

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

11/7（月）①14:00〜16:00・11/8（火）②19:00〜21:00
11/26（土） ③10:00〜12:00 ④14:00〜16:00
11/30（水） ⑤14:00〜16:00 ⑥19:00〜21:00

16 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 ●親子限定、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

11/14（月） 18:05〜18:55
11/21（月） 18:05〜18:55
11/28（月） 18:05〜18:55

5 健康は足元から
～足と靴のお悩み相談会～

（有）ハイトスポーツ商会

●講師 :丸山 順子

●定員 :各回1名　●親子もOK

●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

期間中、お客様のご都合で対応

させていただきます。

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。



17 ドングリが町を救う？！
縄文の知恵！！

縄文時代、生活の中心
にあったと思われるド
ングリ。 食 べ たり、飲
んだり、燃料にしたり
…優れた効能を学習
しましょう！ 今回は酵
素ドリンク編

カフェ天香

●講師 :清水 美雪　 ●親子もOK

●定員 :15名　●材料費 :1,000円

●持ち物 :筆記用具、空のペットボトル（500ml）

茅野市茅野市ちの3053

090-1829-6641
【受付】10:00〜17:00  【定休日】月曜日

TEL

11/15（火） 10:30〜12:00

18 赤ワインで巡るフランスの旅

ワイン文化のお手本・
フランスはその土地な
らではの味を大切にす
る国。 各 地 域の個 性
的な赤ワインを飲み比
べます。 ご夫婦でのご
参加、大歓迎！

CAVE 福寿屋

●講師 :小林 哲人・小林 香　●20歳以上限定　

●定員 :12名　●持ち物 :筆記用具

●材料費 :1,500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

11/13（日） 18:00〜19:00

※ワインの試飲が
　ありますので、運転
　はお控え下さい。

19 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！実践も、あります。

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

TEL

11/  2（水） 10:00〜11:30
11/17（木） 10:00〜11:30
11/27（日） 10:00〜11:30

20 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】9:30〜17:30  【定休日】水曜日

TEL

11/　6（日） 10:00〜11:00
11/10（木） 18:30〜19:30
11/19（土） 10:00〜11:00

21 市民館カラオケリサイタル

普段のカラオケがプロ
の技術で華やかなス
テージに変わります。
希望者にはスポットラ
イト体 験 や 終 了 後、
バックステージツアー
もあります。

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

●定員 :指定なし

11/21（月） 14:00〜15:30

11/21（月） 19:00〜20:30

茅野市塚原1丁目1番1号

0266-82-8230
【受付開始日】10月26日から
【受付】13:00〜19:00  【定休日】火曜日

TEL (NPO法人サポートC)

22 電力自由化、
自宅でイルミしませんか？

電力自由化の疑問に
お答えします。 料金メ
ニューを比 べてみま
しょう。 自宅でイルミ
ネーションをするとき
の注意点をお伝えしま
す。

南新電気工業株式会社

●講師 :松井 諒・阿部 築

●定員 :各回5名

茅野市塚原2丁目４番3号

0266-72-4158
【受付】9:00〜16:00  【定休日】日曜日

TEL

11/19（土） 16:00〜17:00

11/26（土） 16:00〜17:00

23 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

11/  9（水） 14:00〜15:30
11/26（土） 10:30〜12:00
11/26（土） 14:00〜15:30

24 寒天について楽しく学ぼう！

そもそも寒天って何？
色々種類があるけどそ
れ ぞれ 何 が 違うの？ 
そんなところから学ん
でいきましょう。 途中、
試食もあります！

松木寒天産業株式会社

●講師 :熊沢 美典

●定員 :各回6名　●寒天について初心者の方

●持ち物 :ノート、筆記用具

茅野市宮川1280番地

0266-72-4121
【受付】9:00〜17:00

TEL

11/18（金） 10:30〜11:30

11/19（土） 10:30〜11:30・13:30〜14:30

25 数学が好きになる３つのコツ

中学生になっても通用
する数学力を手に入
れるために、小学生時
代にぜひ身につけて
ほしいコツがあります。
目からウロコが落ちる
かも？

学び舎Planus

●講師 :村上 陽一

●定員 :各回6名　●小学生とその保護者限定

●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

11/26（土） 10:00〜11:00

11/26（土） 14:00〜15:00

26 チェンソーの安全な使い方

チェンソーは、薪割り
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）マルモ機械　たてしな店

●講師 :丸茂 大介・城本 大

●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】9:00〜18:00  【定休日】年末年始・お盆のみ

TEL

11/27（日） 10:00〜12:00

11/27（日） 13:30〜15:30

27 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6名

●材料費 :1,000円（筆ペン、ハガキ、紙代）

茅野市ちの3502-1  ベルビア2F

080-5108-2755
【受付】10:00〜22:00  【定休日】木曜日

TEL

11/  2（水）①10:30〜11:30　②12:30〜13:30
11/16（水）③10:30〜11:30 ④12:30〜13:30 ⑤14:30〜15:30
11/30（水）⑥10:30〜11:30 ⑦12:30〜13:30 ⑧14:30〜15:30

28 建築士が考える
いい収納とは？

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 : 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

11/17（木） 13:30〜15:00

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。

29 多肉とプリザーブドフラワー
のアレンジメント

多肉植物とプリザーブ
ドフラワーを使って、お
しゃれなアレンジを作
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

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

11/15（火） 10:30〜12:00

11/15（火） 13:00〜14:30

30 雑貨屋さんで作ろう！
羊毛フェルトのアクセサリー

羊毛フェルトでかわい
いブローチやヘアゴム
を作りましょう。 針が
使えるお子さんから参
加していただけます。
親子参加もお待ちして
います。

acot

●講師 :中野 紅峰　●親子もOK

●定員 :各回4名または4組

●材料費 :300円（羊毛、アクセサリーパーツ代）

茅野市玉川8510-5

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

TEL

11/23（水、祝） 10:00〜11:30

11/23（水、祝） 14:00〜15:30

31 カラーサンド（色つき砂）で
雑貨作りをしよう♪

カラーサンド（色つき砂）で≪ジェルキャ
ンドル≫≪砂絵≫≪砂絵ドアプレート
≫≪砂絵フォトフレーム≫と砂を使って
出来る「世界でたったひとつの」オリジ
ナル雑貨を作ってみましょう。幼児から
大人も楽しめるワークショップになって
います。“楽しみながら作る喜び”をワ
クワク・ドキドキしながら味わいましょう。

クリエイト・デザイン

●講師 :西村 由紀子  ●材料費 :1,000円から

●定員 :各回2名または2組〜

●持ち物 :飾ったり、ジェルの中にいれたりできるパーツをお持ちであればご持参ください。

茅野市玉川3639-5

090-3063-0307
【受付】9:00〜18:00

TEL

毎週 土・日曜日　9:00〜17:00

（グラフや作るものによって違います）

32 タンスで眠る着物
「おはようさん！！」

楚々として

●講師 :甲田 久美　●親子もOK

●定員 :各回5名　●材料費 :500円程度

●持ち物 :針、糸、ハサミ、羽織

茅野市塚原2-8-8

0266-75-2588
【受付】12:00〜14:00  【定休日】月曜日

TEL

11/12（土） 18:30〜20:00
11/13（日） 13:00〜14:30
11/23（水、祝） 13:00〜14:30

タンスで眠っている羽織をリフォームして素
敵なベストを作ってみませんか。
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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

諏訪まちゼミ予約開始日

諏訪市でも

まちゼミ開催！

11月3日　 ～12月4日木 日

10月28日金

開催期間

33 冬に向けてのお楽しみ講座

毎 回、大 好 評 の クッ
ション作り。長編だけ
で２枚合わせればもう
完成。 どなたでも簡単
に出来、プレゼントに
も喜ばれます。

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 :極太アクリル毛糸、カギ針９号

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

11/  1（火） 13:30〜16:00
11/11（金） 10:30〜13:00
11/26（土） 13:30〜16:00

34 みんなで自由に作ろう！
かざりパン！！

今回のまちゼミでは、
去年好評でした飾りパ
ンを作ります！ テーマ
は 自 由。 クリスマス
リースも良し、御柱関
係でも良し、みなさん
で楽しく創りましょう！

ハートフルブレッド パンDEチーノ

●講師 :茅野 光輝 他

●定員 :各回6名または3組　●材料費 :500円

茅野市ちの2812-1　

0266-73-8090
【受付開始日】10月26日から
【受付】9:00〜15:00  【定休日】火曜日

TEL

11/14（月） 19:10〜21:30

11/22（火） 10:00〜12:20

36 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

11/  7（月） 15:00〜16:00
11/14（月） 15:00〜16:00
11/20（日） 15:00〜16:00

かわいらしい花束を作ってみましょう！

37 キラキラ★
UVレジンアクセサリー

シェルやホログラムを
封入したキラキラレジ
ンアクセサリーを作り
ます。ネックレスやキー
ホルダー等、お好きな
アイテムに仕上げます。

ロージードロップス

●講師 :菊島 美奈子 ●持ち物 :ウェットティッシュ

●定員 :各回5名 ●親子もOK（子供は10歳以上（高学年））

●材料費 :1,000円（金属パーツ、レジン液など）

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

11/12（土） 13:30〜15:00
11/14（月） 13:30〜15:00
11/26（土） 13:30〜15:00

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）

●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

11/  7（月） 10:00〜12:00

11/21（月） 10:00〜12:00

39 おもしろビーガン料理

動物性食品を絶ってい
る方、御家族や御友人
を肉無しで満足させる
おもしろ健康料理を皆
で作って食事会を行い
ます。 健康注意点を織
り交ぜます。

ほんわか健康村

●講師 :田中 博・水澤 節子　●親子もOK

●定員 :各回10名　●材料費 :700円（食材）

●持ち物 :エプロン、頭巾、マスク、筆記用具

茅野市玉川8485-6

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

TEL

11/27（日） 10:00〜13:00

11/27（日） 15:30〜18:30

35 スタジオでお子様のかわいく、
かっこいい写真を撮ろう

スタジオでストロボを
使いお子様のかわい
い姿を撮影していただ
き用意したフレームに
デコレーションして写
真を入れてお持ち帰り
していただきます。

photo studio 中山写真

●講師 :木村 明美・中山 雄二 ●材料費 :500円（フレーム代等）

●定員 :各回2組 ●3才～おおむね小学生の親子限定
●お子様はおしゃれにしてきて下さいね

茅野市ちの3062

090-9354-6393
【受付】10:00〜  　【定休日】月曜日

TEL

11/23（水、祝） 13:00〜14:00

11/23（水、祝） 14:00〜15:00


