ុṴୁஉணர୪౩Ẏ
部屋に飾るお花、見た目や香りで秋を感じるフラワーデザインを、作る楽しみ、飾る
楽しみ、
目で見る楽しみを体験できます。

ஞ୬டဧඹ᷼᱕ୈଚଅୃૼὝ
富士山の土でつくった電車（ストラップorマグネット）
に色を塗って、
オンリーワンの
岳南電車をつくりましょう！

உ୭ஞ୬டடரஔ୭ர౯ୀ
アシュレイ＆バーウッドのフレグランスランプのオイル
を使いオリジナルのルームスプレーをつくりましょう。

౯ଙଜଵାૼὝஇர୮:$<கୠ୵ர
青またはベージュのチェコビーズでネックレスにもなるメガネチェーン。ポイントに
スワロなどからお好きなものをチョイスしてください。

8/25 ､26 ､9/1 ､2 、8 ､9

8/22 、23

9/9 、11

8/21 、28

[会場］㈲大木生花店
[受講料］1,000円
[持ち物］持ち帰り袋

[会場］親和会館2Ｆ
[定員］各20名
[受講料］500円
[講師］古郡 真帆
[持ち物］汚れても良い服装

[会場］ウォームスベース
[定員］各4名
[受講料］500円（お土産つき）
[講師］中野 美紀

[会場］カワシマ
[定員］各5名
[受講料］2,000円
[講師］瀧 千賀子
※ご予約時に青かベージュか選択してください。

15:00~16:00 18:00~19:00

14:00~16:00

[定員］各4名
[講師］大木 勝己
※お子様でも参加頂けます。

 ༞ ㈲大木生花店
ଡ଼ஞୖ 富士町17‑7
定休日／不定休

℡.61‑0714
受付時間／9:00〜19:00

ಊൔଝᚮጿଠው᷼ດᬔତ౸ૺዎ
ナノイードライヤー、
コンパクトオーブンを実演し、
一緒に体験して、
その良さを感じてもらう。

  岳南電車㈱
ଡ଼ஞୖ 今泉1‑17‑39
定休日／土・日曜、祝日

10:30~11:30 14:00~15:00

℡.53‑5111
受付時間／9:00〜17:00

ଡ଼டୢரୈஔ୴ଠଅ௩ᇗଠ࿓᷼ତ౸ૺዎயዎ
家庭での一番の節約は光熱費です。家電の上手な使い方や選び方で、電気代の節
約やエネルギーの効率的な利用を紹介致します。

9/11

14:00~15:30

  ウォームスベース
ଡ଼ஞୖ 御幸町3‑18ベルメゾンミユキ101
定休日／木曜、第2･第3日曜

℡.57‑7337

受付時間／10:00〜15:00

ྥಁତᇙୈჍଃଓૼὝ

16:00~17:30

  時計・宝飾・メガネ・補聴器のカワシマ
ଡ଼ஞୖ 吉原2‑1‑15
定休日／水曜

ଉୂଁିଟૼଠୁύዛፅତ᧾᭺ኯᥡ

生後半年から3歳のお子さんまで。楽しくリトミックやマッサージを取り入れ、
ママ
と一緒にお家でできる右脳遊びを学びましょう。

2020年に行われる教育大改革！本当はどう変わるの？高校入試や大学入試は？み
なさんの『？』
にお答えします！

8/23 、24

8/20 、30

9/14

8/31 、9/8

[会場］ライブシティーともえ
[定員］各7名
[受講料］300円
[講師］羽田 たつみ

[会場］アドホックカトー
[定員］各５名
[受講料］無料
[講師］加藤 勇樹

[会場］Easter Bunny English School
[定員］親子6組
[受講料］無料
[講師］廣瀬 陽子
※親子可。

[会場］Easter Bunny English School
[定員］各10名
[受講料］無料
[講師］飯島 充子

13:30~15:00

  ライブシティーともえ トモエ商工
ଡ଼ஞୖ 吉原2‑8‑1
定休日／日曜午前

℡.52‑4006
受付時間／9:00〜19:00

ዃᙲତᦌൣୖ୷Ὕ
ύ

உஅତዎଞᶋማଗତឿ᭑
料理を美味しく作るためのフライパンの選び方をお話しします。また、知っている
だけでフライパンが長持ちする方法も伝授！
！

8/18

11:00~11:40

~9/17

11:00~11:50 13:00~13:50

10:00~11:30

（期間中の月・金・土・日曜）

℡.52‑3831

受付時間／10:00〜19:00

ၠᨭ૾ᄔᬰὝὝ୰ଁିཨଷୁ༞ၠ༳ገഠᜤ
初心者でも女性でも安心。アニバーサリーカメラマンが夜景撮影のワンポイントを伝授。
その場で撮影したデータをA4サイズ（２種類）写真プリント込の内容盛り沢山企画です。

℡.52‑2533
受付時間／9:30〜19:00

（日・祝）10:00〜18:00

「手編み初心者」も「手編みを一旦離れた方」もオパール毛糸の魅力を是非お試し
ください。編み進めるだけで、色や模様が次々に出現。楽しい「編み物」体験です。

[会場］店舗集合・解散 ①田子の浦みなと公園、
②鈴川火力発電所、③大興製紙
[定員］各6名
[受講料］3,000円（プリント代、移動交通費）
[講師］青木 洋一
[持ち物］カメラ・三脚

[会場］糸内田
[定員］各5名
[受講料］材料費
[講師］一橋 茂子
※駐車場料金は、当店で負担。駐車場の確認をお願いします。
※本教室は、
まち得ゼミ以外でも開催中！

  アニバーサリー・パパキッド
ଡ଼ஞୖ 中央町1‑8‑19
定休日／火曜（臨時休業：月1〜2日）

℡.53‑7436

受付時間／10:00〜18:00

年々進化するデジタルカメラ。せっかくの機能を使いこなせない、そんな貴女のお悩
み解決！
！乳幼児ならお子様連れでも参加可能。カメラはパパよりママの時代到来。

  糸内田
ଡ଼ஞୖ 吉原2‑10‑10

8/23

[会場］糸内田
[定員］各5名
[受講料］材料費
[講師］大勝 芳子
※駐車場料金は、当店で負担。駐車場の確認をお願いします。
※本教室は、
まち得ゼミ以外でも開催中！

[会場］アニバーサリー
[定員］各6名
[受講料］無料
[講師］青木 洋一
[持ち物］カメラ（メーカー機種問わず）、コンパクトデ
ジカメ、ミラーレス一眼、一眼レフなどお持ち下さい。
スマホのみでも参加可能です。
（カメラレンタル可）

9/4

9/10

  糸内田
ଡ଼ஞୖ 吉原2‑10‑10

定休日／日曜

℡.52‑2530

受付時間／10:00〜17:00

ẻᓣତ୳ண୫Ὕ༞ဝ୳ண୫ୈᣍସૼὝ
洗剤なしで、汚れが落ちるアクリルタワシ。台所は勿論、
お風呂場、窓ガラスなどお
掃除グッズとして大活躍します！

  アニバーサリー・パパキッド
ଡ଼ஞୖ 中央町1‑8‑19
定休日／火曜（臨時休業：月1〜2日）

日曜を除く期間中随時開催
2〜3時間程度

[会場］ヤマモト手芸店
[定員］各2名
[受講料］350円
[講師］山本 眞知子、吉村 晴美
[持ち物］かぎ針6/0〜7/0号

[会場］ヤマモト手芸店
[定員］各1名
[受講料］1,000円程度
[講師］山本 眞知子、吉村 晴美
※生地により受講料が異なります。

℡.21‑6527

℡.53‑7436

ႛ ᬰ ヤマモト手芸店
ଡ଼ஞୖ 広見本町5-8
定休日／日曜

℡.21‑6527

受付時間／10:00〜16:00

  糸内田
ଡ଼ஞୖ 吉原2‑10‑10

定休日／日曜

℡.52‑2530

受付時間／10:00〜17:00

ଗ୰ஓ1LJKWᢊତ୷ୣୈ౯ୃૼ
落ち着いた雰囲気の店内でゆったり紙バンドのバッグ
を作ります。初めての方でも作れるバッグです。
18:00~20:00

[定員］各10名
[持ち物］お数珠（持っていれば）

 ༞ かぐやの里メモリーホール富士
ଡ଼ஞୖ 日乃出町161‑6
定休日／なし

ナチュラル素材を中心に肩のこらない普段着作り。
初めての方でも簡単に自分サイズの洋服を作れます。

8/23 、30 、9/6 、13

18:00~19:00

10:30~11:30

℡.52‑7600
受付時間／9:00〜18:00

[会場］kamileon Cafe58
[定員］各5名
[受講料］2,500円
[講師］花田 ミナ
※大人向け、2人以上参加の場合開講。

  kamileon Cafe58
ଡ଼ஞୖ 吉原4‑2‑2
定休日／水曜

℡.55‑5811
受付時間／9:00〜18:00

ᜟନଞଚଝଉଠଡ༫ୁὝ
Ὕ

小学校の必需品、
チェアカバーを手作りしてみませんか？生地は前もってこちらで
裁断しておくので、
1日で仕上がります。

2時間程度

受付時間／10:00〜16:00

8/29

[会場］かぐやの里メモリーホール富士
[受講料］無料
[講師］中村 雄一郎

受付時間／10:00〜18:00

℡.52‑2530

受付時間／10:00〜17:00

ྰᎢତ୵ୖୟரୈ౯ୃૼὝ

日曜を除く期間中随時開催

ႛ ᬰ ヤマモト手芸店
ଡ଼ஞୖ 広見本町5-8
定休日／日曜

19:00~20:00

19:00~20:00

ଁକୱர

[会場］糸内田
[定員］各5名
[受講料］材料費
[講師］橋本 朱美
※駐車場料金は、当店で負担。駐車場の確認をお願いします。
※本教室は、
まち得ゼミ以外でも開催中！

葬儀に参列した時に「あれ？この場合どうしたらいいの？」と思った事ありません
か？大人の葬儀マナーを教えます。
13:00~14:00

℡.51‑1516

受付時間／14:00〜22:00

10:00~12:00

Ὰ࿉ᷗତᨼ೧ଝྰଲૼᾺ

8/18

  Easter Bunny English School
ଡ଼ஞୖ 吉原2‑13‑6
定休日／土・日曜、祝日

9/5 、12

ᝋଙଜૺୁାૼଝᝋିଠૺᨼ೧ஒரᮧႦ

9/3 、6
10:00~11:30

、25

定休日／日曜

8/18 、25
10:00~12:00

℡.51‑1516

受付時間／14:00〜22:00

ẻᓣତᒠଝᐓଅᇗᣍଵ

13:00~15:00

༽ክଠૺ୬ୟகഠᜤ

「小物」から
「つるし飾り」
まで、
ちりめん素材を様々に
展開。完成まで親切・丁寧にご指導します。

  Easter Bunny English School
ଡ଼ஞୖ 吉原2‑13‑6
定休日／土・日曜、祝日

8/18 、20 、24

ୟகஒஒᄛቢᚮ୭୳ዯ૾ᶓᲽૺଠὝ
Ὕ

ଗୀଷኯ࿌

13:00~14:00

9/①1 、②8 、③15
17:30~21:00

[会場］内藤金物店
[定員］各10名
[受講料］無料
[講師］内藤 佑樹
※申込特典：フライパン割引券、アドニスのつけナポ
リタン注文でソフトドリンク1杯無料券。

  内藤金物店
ଡ଼ஞୖ 吉原2‑4‑6
定休日／年内無休

  アドホックカトー
ଡ଼ஞୖ 吉原5‑9‑15
定休日／水曜、第2日曜

℡.52‑0341

受付時間／10:00〜18:00

キレイ
୵୨ନଷ

眉が決まると一日ハッピーですよね。ひとりひとり個性やテクニックに応じてレッス
ンいたします。

8/23 、9/3 、6 、15
10:00~11:30 14:00~15:30

8/26

14:00~15:30

[会場］コスメティックスおおしば
[定員］各4名
[受講料］無料
[講師］大芝 哲也
[持ち物］ご自身のメイク道具

 ༞ コスメティックスおおしば
ଡ଼ஞୖ 水戸島元町12‑6
定休日／日曜、祝日

℡.61‑1448
受付時間／9:30〜19:30

ଝଁଇୖୖ୬ὢகୣᗙዃ౩Ẏ
ランチ、
デート、パーティー、
イベント等の予定のある方、自分ではなかなか出来な
い！
！という方、是非気軽にご体験ください。

8/18

9:00~17:30

~9/16

᭨ᤕṈ౩ẎᮧႦ
美顔器を使用し、顔に刺激を与えることでリフトアップや小顔効果が期待できま
す。興味ある方はお気軽にお問い合わせ下さい。

9/15

（定休日を除く）

ᜟତଃዎྰଁὝ

13:00~16:00

9/16

℡.65‑2004

 ༞ ジャーニー ワーク
ଡ଼ஞୖ 松岡10‑9
定休日／月曜、第3日曜

受付時間／9:00〜17:30

హ ᓟ ヒロ針灸治療院
ଡ଼ஞୖ 今泉3247‑17
定休日／不定休

10:00~12:00

℡.090‑4444‑6920
受付時間／9:00〜22:00

自分自身の健康管理のためにテニスボールを使ったセルフマッサージを覚えませ
んか？ストレッチより簡単・気軽で効果的です！

100歳まで自分の足で歩く為には運動が必要だけど、一人じゃなかなか続かな
い。みんな一緒、
楽しいから頑張れます。

[会場］あいしん堂
[定員］4名
[受講料］200円
[講師］小林 良幸
[持ち物］動きやすい服装で

[会場］ニコラスクラブ
[定員］5名
[受講料］無料
[講師］遠藤 陽子
[持ち物］動きやすい服装で

℡.63‑1189
受付時間／9:00〜21:00

 ༞ シニアの青春応援団 ニコラスクラブ
ଡ଼ஞୖ 中島530‑20
定休日／日曜

8/18 、23

[会場］機能訓練プラザ
[定員］20名
[受講料］無料
[講師］風間 章好
[持ち物］運動しやすい服装、靴、飲み物、タオルなど

[会場］ＫＣＳセンター富士
[定員］各3組
[受講料］無料
[講師］田中 玉恵
※小学生以上対象。

[会場］ＫＣＳセンター富士
[定員］各3名
[受講料］500円
[講師］田中 玉恵

℡.32‑7599

ᥝᚪẟଥଂ

℡.30‑6429

受付時間／10:00〜21:00

13:00~15:30

[会場］駅南まちづくりセンター
[定員］10名
[受講料］無料
[講師］青木 勝也

[会場］ヒロ針灸治療院
[定員］各6名
[受講料］500円
[講師］治療院スタッフ
※お1人様約20分程度

15:00~17:00

定休日／日曜

℡.090‑3565‑0517
受付時間／9:00〜20:00

ෲᕙᰟᬈஐஒ୷୩ர୬
足の裏には約60箇所の反射区があり、第2の心臓といわれています。足のツボを
押すことで全身の健康状態が簡単チェックできます。

 ༞ 葵薬品
ଡ଼ஞୖ 横割3‑3‑14

定休日／日曜

℡.64‑1825
受付時間／9:00〜19:00

୨டஉୣஊତୀዎኯ૾ଏὝὝ
ゴルフクラブの握り方から、わかりやすく教えます。
この機会にぜひゴルフを体験し
てください！初心者大歓迎！

[会場］リンパ＆ネイル クリニーク シェリ
[定員］女性限定 各３名
[受講料］無料
[講師］当店スタッフ
[持ち物］裾を膝上まで上げられるもの（ズボン）

[会場］ヤマキゴルフガーデン
[定員］各6名
[受講料］500円
[講師］杉本 圭
[持ち物］運動出来る服装、飲み物

[会場］あおやま庭球塾
[定員］各10名
[受講料］無料
[講師］青山 裕一
[持ち物］スポーツウェア、シューズ、飲み物
※ラケットはお貸しします。

  リンパ＆ネイル クリニーク
ଡ଼ஞୖ 錦町1‑5‑13
定休日／不定休

シェリ ℡.52‑6000

受付時間／11:00〜17:00

༶ ᔰ ヤマキゴルフガーデン
ଡ଼ஞୖ 大淵221‑1
定休日／元日

[会場］鈴川区公会堂
[定員］各10名
[受講料］500円
[講師］川住 純
[持ち物］フェイスタオル、動きやすい服装（スカート不可）

℡.090‑4444‑6920
受付時間／9:00〜22:00

℡.36‑0101

Ḳ ᓹ あおやま庭球塾
ଡ଼ஞୖ 増川新町10
定休日／日・月曜

ᴥ ၜ 富士カイロプラクティックサービス
ଡ଼ஞୖ 鈴川中町18‑11
定休日／不定休

℡.090‑2264‑2895
受付時間／9:00〜21:00

ምὝፃ፟ତரኌᣝ༞
ドローンにもたくさんの種類があります。
ドローンについて学び体験しながら、
未来のドローンレーサーを目指してみませんか？

8/21 ､28 ､9/4

13:30~15:00

受付時間／10:00〜20:00

骨格は生活習慣で歪んでいきます。生活習慣と骨格
を改善して痛みのない幸せな人生を送りましょう。
13:00~15:00 16:00~18:00 19:00~21:00

シニアの方対象。少人数で体力に合わせたレッスンです。心地よい汗をかきながら
筋力UP!ストレス解消！心身共に元気になります。

8/21 、29 、9/6 、14

10:00~11:00

ܼම᯽ଥ᷑ዹଇుଇଜૺଏૐ

8/18 ､22 ､9/1 ､5 ､15

୷ୈሥଙଜೃႫὝஐரடᇛଙଜᬽᔓὝ
ᝑఙỰତ୭ཨଷଁύ

8/21 、9/10 、15

༞ၮᲇᐉමᢜ
༞ᨋᲇᐉමᢜ
㈲ර࿈
㈱༞ஏ୴

ᛣଵଥẟᎪଁିὝ౩Ẏዐౖ

13:00~16:00

8/22 、9/13

11:00~12:00 13:00~14:00 15:00~16:00

℡.30‑6429

9/16

హ ᓟ ヒロ針灸治療院
ଡ଼ஞୖ 今泉3247‑17
定休日／不定休

ଉତᲸඈଡම᯽ૺକଖૺଜૺୁତଥܰ

受付時間／10:00〜21:00

体の痛みなどの症状でお困りの方に対して、
アドバイスや治療の体験をしていただ
きます。お気軽にお問合せ下さい。

9/15

15:30~17:00

[会場］一休
[定員］各10名
[受講料］500円
[講師］藤原 貴義

 ༞ ＫＣＳセンター富士 〜姿勢専科〜
ଡ଼ஞୖ 水戸島元町14‑22大善ビル103
定休日／水・日曜

8/18

ૺଙଽଡ༞ၮତ
ଗୈସଙଞᒩଡ
ଁὝ

༞๛ၠౖᮿᇒ
๛Ⴂሥᦾᢜ
༞ፅᚭ๛Ⴂሥᦾᢜ
㈱ᚨྥତጴ

ೃႫᮈய౩ẎᮧႦ

「転移を制するもの癌を制す」癌患者が死亡するのは、癌が転移を起こすから。私
は癌転移について日々研究しています。

8/21 、9/15

ᚨྥᔉ 一休
ଡ଼ஞୖ 川成島102‑2

 ༞ ＫＣＳセンター富士 〜姿勢専科〜
ଡ଼ஞୖ 水戸島元町14‑22大善ビル103
定休日／水・日曜

ଂᮧႦ

肩甲骨はがしで、肩こり・頭痛・猫背などの改善をして
みませんか？

ଐଅૼ

ၮഖତ๛ႢౖᲭᜑଞଜଗ
ଛଅୀଡ࿘௬ଏୁఘୈଞକ
ఘᐉୈ࿉ዐଜૺୁ༞ၮ๛ᐉ
ሥᦾමᮿౖତᓿඈఘᐉତନଞଚ
ଞଜ%8<ଫୖୣ୫ὤ
ᆀᚥᲸඈὥଂଊଌૺଏૐ୧୯
ଥ๛Ⴂତൔᚥଞᚢ
ୈᆀᚥଏୁଉଞଝ༞ၮୈ
ᒩଡଏୁଝଏૐ

ିଏଗହ

10:30~11:30

13:00~14:00

受付時間／10:00〜17:00

受付時間／9:30〜18:00

10年以上前から姿勢講座を開いています。姿勢の正しい知識を増やして健康で
い続けましょう。

8/18 、23

 ༞ ㈱富士リハビリステーション 機能訓練プラザ
ଡ଼ஞୖ 富士町6‑7
定休日／土・日曜、祝日

℡.60‑7185

ᦑᛣயᥝଉୀྲྀඎᮧႦ

9/9

14:00~15:00

受付時間／9:30〜18:00

9:30~10:00

10:00~10:40

姿勢の専門家。姿勢が良いと得がいっぱい！

誰でも出来る簡単で効果的なストレッチ方法を理学
療法士が伝授します。

℡.52‑0236

ᚡᔛᦶ൶ᑻତକଷଡ୧୧༸ᐎሕ
8/30

ᬶྥྲྀඎኯ࿌

ᡆයଠ୭୷୵ዎᓣ

%8<ଫୖୣ୫ଞଥύ

  ペピタワタユウ
ଡ଼ஞୖ 吉原2‑3‑22
定休日／水曜、第2・3木曜

9/7

 ༞ あいしん堂
ଡ଼ஞୖ 本市場145‑1
定休日／日曜、祝日

ୡஙଗହ

எஅ

[会場］ペピタワタユウ
[定員］各5名
[受講料］無料
[講師］岩谷 友子・飯塚 千晴
[持ち物］ご自分でお使いのまゆずみ

ᦶോଝଝଃୁ୭ஐரடஒ୷୩ர୬ᮧႦ

健康・スポーツ

BUYふじアクション
༞ၮ༶ཕଃଠఱଚୂ૪

༞
༞ၮ
ၮ༶
༶ཕ
ཕଃ
ଃଠఱ
ଠఱ ଚୂ
ଚୂ૪
૪Ὕ

8/20 、9/3 、10

9:00~12:00

[会場］ヒロ針灸治療院
[定員］各8名
[受講料］400円
[講師］治療院スタッフ
※お1人様約20分程度

[会場］ジャーニー ワーク
[定員］各日3名
[受講料］無料
[講師］当店スタッフ

メイクの中で難しいとの声が多い眉の描き方を基本
からわかりやすくレッスンいたします。

19:00~20:30

､11

8/18 ､25 ､9/1 ､8 ､15

13:00~14:30

[会場］ドローンビレッジ
[定員］各5名
[受講料］無料
[講師］望月 紀志

℡.69‑1131

受付時間／11:00〜21:00

ᴥ ၜ ドローンビレッジ（DRONE★VILLAGE）
ଡ଼ஞୖ 中柏原新田106‑3
定休日／なし

℡.31-2377

受付時間／9:00〜21:00

Ὕ
ଁૺૺୖஒடஅୈଚଅୃૼὝ

༭ౕଵୣரᗜ౩Ẏ

料理

プロの指導のもと、本格的なクレープを焼いて
みませんか。親子でのご参加歓迎です。

8/24

13:00~17:00

8/20 、9/3

᧾᭺ଝᐓଅୣ୷ୡὝ

[会場］あにぱんや
[受講料］300円
[持ち物］エプロン

℡.32‑7979

受付時間／13:00〜17:00

発酵も熟成も必要なし！身近にある牛乳とお酢を使って誰でも短時間で簡単に作
れるカッテージチーズを作りましょう！
！

8/31 、9/8
11:00~12:00

  Easter Bunny English School
ଡ଼ஞୖ 吉原2‑13‑6
定休日／土・日曜、祝日

℡.51‑1516

受付時間／14:00〜22:00

ஊடரஞரତ୬ஔ౯ୀ

ᴥ ၜ あにぱんや
ଡ଼ஞୖ 鈴川町9‑29
定休日／月曜

℡.090‑7039‑0141
受付時間／6:00〜18:00

ସୃૺዛፅᨋତସଜଠ
淹れ方次第で変わる上級煎茶の甘、渋、苦の引き出し方を始め、
ユニークで楽しい
日本茶を使ったもてなし方を体験できます。

[会場］吉原小宿
[定員］各6名（最小3名）
[受講料］700円
[講師］水谷 利江子
※その場で試食、持ち帰り無し。

[会場］山大園 本店
[定員］各6名
[講師］日本茶インストラクター 渡辺 栄一
[受講料］無料
※ご家族連れも歓迎

  吉原小宿
ଡ଼ஞୖ 吉原2‑1‑13

定休日／水・木曜

（日曜を除く）

[会場］富士銘茶 くぼた園
[定員］各4名
[受講料］1,500円
[講師］窪田 寛之
※完成した茶葉はパッケージングしてプレゼント（約10回分）。

8/25 、9/14 、15
16 、17

℡.53-1585

受付時間／11:00〜16:00

家でも店で飲むようなアイス珈琲を作るためのポイントを実演します。何杯かの珈
琲を淹れますので、
味の違いを体感して下さい。

  富士銘茶 くぼた園
ଡ଼ஞୖ 吉原2‑9‑1
定休日／日曜

℡.52‑0224
受付時間／9:00〜18:00

ᦶോଝ౯ୁྮᠹତสᨢྥ
家庭でもできる簡単な季節の和菓子を作りましょう。楽しみながら季節を感じてく
ださい。

8/28 、9/4

、

10:30~11:30

10:00~11：00 14：00~15：00

ᦶྐྵଝᔲୂୁፅᎪୖ୭ᙦᙶ

糖度12以上の甘いブルーベリーで体にやさしく、健康と美容にすぐれているブ
ルーベリーと砂糖だけの純粋のジャム作りをしよう。

[定員］各6名
[講師］斎藤 佑介

8/17 、18 、24 、25 、
9/7 、8 、14 、15
13:30~15:00

[会場］Easter Bunny English School
[定員］各10名
[受講料］250円
[講師］Drew Esterline
[持ち物］エプロン・タオル
※親子可

~9/17

要前日までに予約

10:00~17:00（1講座、およそ1時間）

[会場］オレンジポット 富士八幡町店
[定員］なし
[受講料］400円
[講師］鈴木 康弘
※予約なし。直接ご来店ください。

ୟ୷ர୬୵ர୮ୈ౯ଙଜଵାૼὝὝ

簡単な英語を使いながら、
アメリカ人講師自慢の
美味しい「バナナクリームパイ」
をつくりましょう。

8/18

9:00~11:30 13:00~15:30

 ༞ オレンジポット 富士八幡町店
ଡ଼ஞୖ 八幡町6‑3マックスバリュ富士八幡町店1F
定休日／なし

ஓୟஞ

お茶好きの貴方に新提案！日々のリラックスタイムを自分だけのお茶で彩ってみま
せんか？店長と一緒にフレーバー緑茶を作ろう。

野菜で色付けした生地を使い、かわいくておいしいアニ
マルパンを作ろう！今回は、3種類のパンを作ります。

、25

ᣅᨋଞஃரஊଂஒ୷୵Ὕஞ୬டஊଛଅୀ

[会場］菓子処 たかぎ
[定員］各4名
[受講料］300円
[講師］髙木 智弘
[持ち物］エプロン、手拭きタオル
※駐車場はありませんので、周辺の有料駐車場をご利用ください。

  山大園 本店
ଡ଼ஞୖ 中央町2‑5‑18
定休日／第2日曜日

℡.52-2540

受付時間／9:00〜18:30

ᬶྥଝ༷ଭିୈቜଈଜଵାૼὝ
作ってみたいけど難しそうな天ぷら。夏休みを利用して親子で天ぷらを覚えて、家
庭料理に華を添えてみては…。

  菓子処 たかぎ
ଡ଼ஞୖ 中央町1‑2‑12ドムス富士101

定休日／水曜

暑い日は冷茶を！寒い時はあたたかいお茶をと、季節とTPOに合わせたおいしい
お茶の入れ方を一緒に考えましょう！

8/19 、26 、9/2 、9

8/20

8/22 ､23 ､24

[会場］豊宏園富士山ブルーベリーの里
[定員］各10名
[受講料］600円
[講師］長尾 芳弘

[会場］勝浦珈琲
[受講料］500円

[会場］佳肴 季凛
[定員］2組
[受講料］一組1,500円
[講師］志村 弘信
[持ち物］エプロン、タオル

[会場］富士茶農業協同組合
[定員］各8名
[受講料］1,000円（お土産つき）
[講師］日本茶アドバイザー 植松 弘毅

༶ ᔰ 豊宏園富士山ブルーベリーの里
ଡ଼ஞୖ 大淵9055
定休日／なし

10:00~11:00

℡.090‑5492‑5954
受付時間／9:00〜17:00

ႛ ᬰ 勝浦珈琲
ଡ଼ஞୖ 広見本町5‑10

10:00~12:00（食事時間含む）

[定員］各4名
[講師］三澤 美志

定休日／日曜

℡.30‑8409
受付時間／9:00〜19:00

ᇗൣଵଓୈ౯ୃૼὝ

℡.72‑4911

受付時間／10:00〜11:00

୭ணஉ୭ୡரଝ୩ୡ୷୵ர౯ୀ

米こうじ味噌を仕込みます。自分で作る味噌は
おいしいですよ。

文化・生活

9/8

10:30~12:00

[会場］神戸醤油店
[定員］６名
[受講料］2,160円
[講師］神戸 邦明
[持ち物］エプロン、三角巾、手拭きタオル

༞ၜ 神戸醤油店
ଡ଼ஞୖ 北松野371
定休日／不定休

14:00~15:00

  佳肴 季凛
ଡ଼ஞୖ 厚原765‑1
定休日／月曜

サンキャッチャーは幸運を呼び込むアクセサリーズ。30㎜のスワロフスキーを使い
オリジナルサンキャッチャーを作ります。

8/24

10:00~11:00

、31 、9/7 、14

℡.85‑2428

ᬶྥତୣ౩Ẏኯ࿌

 ༞ ナチューレ・コルト
ଡ଼ஞୖ 松本229‑29
定休日／日曜、月曜

ஓ୭୳ரஆஂୡ

ុତዓᜭତቚᎯ

電動バイクを使って、安全に親子でバイク体験‼夢の
親子ツーリングをして、夏の思い出作りをしましょう‼

10:00~11:00

 ༞ 富士茶農業協同組合
ଡ଼ஞୖ 厚原211‑4
定休日／土曜午後、日曜、祝日

難しいのは当たり前！でも使わなきゃもったいない便利で楽しく、脳トレもでき一石
二鳥。今回はスマホ基本操作と体験会です。

[会場］ニコラスクラブ
[定員］各3名
[受講料］無料
[講師］遠藤 陽子

℡.080‑5101‑9722
受付時間／12:00〜17:00

 ༞ シニアの青春応援団 ニコラスクラブ
ଡ଼ஞୖ 中島530‑20
定休日／日曜

著書小冊子『髪・頭皮・肌で困った時に』
を使用し、
悩み
の軽減につなげる。

8/18

[会場］富士自動車学校
[定員］各親子2組
[受講料］500円
[講師］白井 隆介
[持ち物］ヘルメット（用意できれば・自転車用可）
※けが防止のため、長袖、長ズボンでお願いします。

[会場］ブティックカツマタ
[定員］各3名
[受講料］無料
[講師］当店スタッフ
[持ち物］ご自身のアイテム

[会場］ナルヘアー
[定員］4名
[受講料］300円（ケーキとお茶付き）
[講師］杉町 敏彦

[会場］香り処 ギャラリー池田
[定員］8名
[受講料］300円
[講師］池田 雅子
[持ち物］話し合いに必要な物

℡.61‑6161
受付時間／9:00〜19:30

 ༞ ブティックカツマタ
ଡ଼ஞୖ 本町11‑8
定休日／なし

14:00~15:00

℡.64‑1177

受付時間／10:00〜18:30

 ༞ ナルヘアー
ଡ଼ஞୖ 本町4‑17
定休日／月曜、第2火曜、第3日曜

受付時間／9:30〜18:00

日常生活での疑問や相談を持ち寄って自由に話しましょう。文殊の知恵ができるか
もしれません。お茶菓子とおみやげ付きです。

9/13

 ༞ 株式会社キャリアドライブ 静岡県富士自動車学校
ଡ଼ஞୖ 柚木207‑1
定休日／月曜

℡.60‑7185

ഡྉᨼឣଠଝସ᭮ૺ

9/2 、9
13:00~15:00

受付時間／8:30〜17:00

ᲙଙଜૺୁଠିహཨଷାૼὝ୫ୖତᗎତ୭ஒஏᮧႦ

8/19 、26 、9/2

12:00~14:00（体験時間は1組1時間）

℡.54‑2222

10:00~11:30

ẩତᷭྰ

ご自分のアイテムに合う商品を提案させていただきます。本町商店街に遊びに来
てください。

8/25

8/20 、9/3

[会場］ナチューレ・コルト
[定員］各2名
[受講料］2,000円
[講師］森本 ひろみ

受付時間／12:00〜19:00

受付時間／9:00〜18:00

ྮᠹଊଞତૺૺᨋତṝଵዎ

8/19 ､26 ､9/2 ､9 ､16
10:00~11:00

℡.75‑1125

10:00~12:00

℡.64‑3956

受付時間／10:00〜18:00

 ༞ 香り処 ギャラリー池田
ଡ଼ஞୖ 本町15‑38
定休日／木曜

℡.63‑8027

受付時間／10:00〜19:00

༞࿎

富士山ブルーベリーの里

ᰮ
༞
ᬫ

まち得ゼミ

ᕟ

エリアマップ
༞Ꭹ

ው༞
,&
ヤマキゴルフガーデン

神戸醤油店



ᰮ

ヤマモト手芸店
ഈဝᖸ
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富士茶農業協同組合
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༞๛ၠౖᮿᇒ

ᰓᔰၜ

ナチューレ・コルト

くぼた園
Easter Bunny English School
吉原小宿
山大園 本店
たかぎ
岳南電車
ウォームスベース
カワシマ

ライブシティーともえ
アドホックカトー
内藤金物店
アニバーサリー・パパキッド
糸内田
kamileon Cafe58
ペピタワタユウ
シェリ
Ḳ
ᓹ
ၜ

༞
,&
ジャーニー ワーク

ヒロ針灸治療院

勝浦珈琲

ᣈ
ᱎႹ

ው

Ჩ
Ầ
ก
፣

季凛

ニコラスクラブ

富士自動車学校

かぐやの里
メモリーホール富士

吉原エリア

富士エリア

ᎉፂ

༞ၜ
ṽ

オレンジポット
ブティックカツマタ
ナルヘアー
ギャラリー池田
大木生花店
コスメティックスおおしば
あいしん堂
機能訓練プラザ
ＫＣＳセンター富士
葵薬品

፣ᔏው

༞ṽ


ṽ

ṽ
ው༞

1

あおやま庭球塾

ဧඹᴨᣈ

༞ၮჲᇒ
ᇒ

一休

あにぱんや

႓ᣈ

1

፣ᔏ

ᓙၜ
ፅ

富士カイロプラクティック
サービス

ᣈ

ドローンビレッジ

፣ᚨ
ྥତ
ᔉṽ

༞ၜ

Ẋᓔᕙ

ὢᚫଵଥႢᧄମ᭮᷼ୈὝ
ଗᄄ୰ஓତᚫଵଝଏଞ᭮᷼ଅଖଋૺૐ
ܼుዹᶓଥႢᧄଡାଙଜᛃଠୀଏତଝଊᓫᅽଅଖଋૺૐ

୫୳

ౖଂႢᧄଞᛃଠୁଂୀଏૐ
ᮧᯓᤲଂᶶ࿅ଋୂଜૺୁᮧႦସୀଏૐଊకᇦଅଖଋૺૐ
ᮧႦଞସଡᚫଵତᷗଡᮧዹତማଗᘝୈ᭶ଜଅଖଋૺૐ
᱕ଝᰛତዎଥẀ᱕ତ᭶ୈଜଅଖଋૺૐ
ᚫଵჿତୡ୯டଥፓዃᯮୈḮᇎଏୁଂଊଌૺଏૐ
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