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お申し込みは各店へ!!

◎定員になり次第締め切らせていただきます。
◎お申込み初日は、電話の混雑が予想されます。 
　ご了承ください。
◎メール受付の講座は、お店より予約完了メール
　が届きます。受信制限等は解除をお願いします。
◎お申し込みの際に持ち物や注意事項（材料費
　等）をご確認ください。
◎小学生以下は保護者同伴でのご参加をお願い
　いたします。

「まちゼミの申し込みです。」とご連絡ください。
※各店の受付時間内にお願いいたします。

※開催当日は記録写真を撮影し、事業報告やSNS等に記載・投稿することがあり
　ますので、ご了承ください。

会場や駐車場の有無などは、お申し込み時に各店に
ご確認ください。

292929

人気急上昇中のアナログ
レコードを聴いてみませ
んか♬世界でも話題の
「シティポップ（1970～
80年代の日本のポップ
ス）」のレコードを楽しみ
ましょう！

㈲福間電器店
安来市安来町1630

レコードを聴いてみよう！〈シティポップ編〉

9:30~17:000854-22-2459申込 受付

●対象：どなたでも　●定員：5名
●持ち物：なし　●材料費：なし
■講師/福間浩行

【休日】日曜・祝日5台P

2月18日㈯
2月25日㈯

各日
19:00～～20:15

303030

今話題の電気自動車を間近で
見てみませんか？サクラ、テス
ラモデルY、e-NV200をご用意
しております。ぜひ見て、乗っ
て、運転して良さを体感しま
しょう!!

松本デンキ店
安来市安来町1622-2

話題の電気自動車を見て体感しよう！

8:30~16:000854-26-1000
（㈱ブルーエイチ）申込 受付

●対象：どなたでも
●定員：2名
●持ち物：運転免許証
●材料費：なし
■講師/大森尚史、松本和之【休日】日曜・祝日

5台P

2月 4日㈯
2月18日㈯

会場/㈱ブルーエイチ

13:00～14:30

各日
10:00～11:32月19日㈰

コラボ

㈱ブルーエイチ
安来市島田町431-1
【休日】土・日曜・祝日

今 気自動車

0

0

会場

33131

電気自動車とV2Hを使って停電対策！
実際に停電させてみてどんなふうに電
気を使えるのか体験してみましょう
当日は日産EVやテスラも見ることが
できます

松本デンキ店
安来市安来町1622-2

電気自動車で停電対策を体験

24時間mail@mdenki.com申込 受付

●対象：どなたでも
●定員：3組
●持ち物：なし
●材料費：なし
■講師/松本和之

【休日】日曜・祝日3台P

2月 4日㈯
2月18日㈯
2月19日㈰
会場/安来市東飯島町

各日
13:00～14:00

15:00～16:00

子親子

323232

写経を通じて、日常の雑念をはら
い、癒しの時間を体験する。

やすぎ懐古館一風亭
安来市安来町1639-1

写経で集中力アップ！

9:00~17:000854-23-0007申込 受付

2月  9日㈭

●対象：どなたでも
●定員：5名
●持ち物：筆ペン、文鎮
●材料費：100円（紙代）
■講師/前田 敏光

各日
10:00～11:002月13日㈪

2月21日㈫

【休日】水曜日7台P

材材料

【休日】12月31日・1月1日

333333

JRスタッフと一緒にICOCAを使って、
米子駅まで行ってみよう!（11:00安来
駅発）ICOCAをすでに持っておられる
方でも大歓迎です！

●対象：どなたでも　●定員：6名
●持ち物：ICOCA（お持ちの方）
●材料費：2,000円
　　　 （ICOCA購入代金として）
■講師/安来駅JRスタッフ

安来市観光協会
安来市安来町2093-3

JRを使いこなすには？（中級編）

8:30~17:000854-23-7667

P

申込 受付

16台

2月  9日㈭
2月25日㈯

各日
10:45～12:00

材材料子親子

【休日】なし

343434

ドローンを飛ばしてみましょう！ゲー
ム感覚で操縦できるものもあります
よ！ご家族、お友達どうしはもちろん、
お一人で一 も大歓迎です！
●対象：18歳以上
●定員：4名または2組
●持ち物：なし  ●材料費：なし
■講師/福田・渡辺

㈱安来モーテル
ドローントレーニングセンター島根 (aotori)

安来市西荒島町33

ドローンの操縦体験してみませんか！？

24時間k.fukuda.japan10@gmail.com
P

申込 受付
30台

2月18日㈯
2月19日㈰

11:00～12:00
①11:00～12:00
②13:00～14:00

子親子

NEW

35

皆で恐竜になりきって楽しく登
山してみませんか？密対策もエ
アコスでバッチリ！恐竜目線で眺
める頂上からの景色は最高に違
いない！

矢田醤油店
安来市中津町131

恐竜になって月山富田城跡に登ろう！

9:00~11:30090-8996-0991申込 受付

2月25日㈯

●対象：恐竜時代の気持ちを忘れていない方
●定員：10名または6組
●持ち物：恐竜のエアーコスチューム（必要であれば飲み物も）
●材料費：なし
■講師/矢田敦子

9:00～11:30

親子

会場/月山富田城跡

【休日】日曜・祝日2～3台P

363636

安来商工会議所（安来まちゼミの会）
安来市安来町878-8

貴店も“まちゼミ”に参加しませんか？

9:00~17:000854-22-2380申込 受付

2月27日㈪ 各日①14:00～15:00
　　②18:30～19:33月 1日㈬

【休日】土・日曜・祝日7台P

「まちゼミ」って何？
実施してみたいけど講師って難しそう…
どんな講座をしたらいいか分からない
…と思っている店主の皆さん！まちゼミ
の魅力とその効果をお伝えします♪

●対象：安来市内に店舗がある事業者の方
●定員：5名
●持ち物：筆記用具　●材料費：なし
■講師/まちゼミ世話人

00
30

まちゼミ公式情報を
　　　SNSで確認しよう♪
まちゼミ公式情報を
　　　SNSで確認しよう♪

まちゼミ レビューコンテスト まちゼミ参加者限定
　　　　　  クーポン配布中！

講座の空き状況や、
実際の講座の様子などが分かります。
最新情報を要チェック！ Twitter Instagram Facebook

安来まちゼミで受講した講座の感想や印象を
SNSで投稿しませんか？ InstagramやTwitter
に楽しい写真や動画を添えて応募ください！
抽選で３名様にお得な賞品をプレゼント！

まちゼミを受講すると、お店から
お得情報満載の「まちゼミクーポ
ン」をプレゼント中！
まちゼミに参加したら、クーポン
を使ってお買い物などを楽しんで
いきませんか？
利用できる店舗やサービス内容
は、クーポンをご覧ください。

【メナードフェイシャルサロン安来広瀬】
　基礎化粧品トラベルキット（ポーチ付き）　8,000円相当
【yume sweets Atelier】　当店で使える金券　1,000円相当
【矢田醤油店】　醤油・金山寺みそ　900円相当

景　品

応募方法 募集期間
①安来まちゼミ公式SNSアカウント
（Instagram/Twitter）をフォロー
②「＃安来まちゼミレビュコン」を
　つけてレビューを投稿

※注意事項など詳細は
　安来商工会議所HPをご確認下さい。

2023年１月２９日（日）
　　　　　　 ～３月５日（日）

ご利用期間
2023年4月30日（日）まで
※一部を除く

　　　　　　  

見 　

本

Google Maps

〈事務局〉安来商工会議所（☎0854-22-2380）〈事務局〉安来商工会議所（☎0854-22-2380）

講座によっては材料費がかかります。

受講
無料

〈事務局〉安来商工会議所（☎0854-22-2380）

こののぼりと
ステッカーが
目印です

このの
ステッスス
目印

まち
ゼミ
実施店

第 14 回安来まちゼミカレンダー第 14 回安来まちゼミカレンダー第 14 回安来まちゼミカレンダー

得 街

主催/主催/安来商工会議所安来商工会議所
後 援/ 安来市・安来市商工会後 援/ 安来市・安来市商工会
主催/安来商工会議所
後 援/ 安来市・安来市商工会

第 回14 安来安来まちゼミまちゼミ
受付開始1月20日（金）

安来まちゼミ
開催
期間 日

まち
ゼミ

安来商工会議所　地域経済向上対策事業・中心市街地活性化事業安来商工会議所　地域経済向上対策事業・中心市街地活性化事業安来商工会議所　地域経済向上対策事業・中心市街地活性化事業

全36講座
「まちゼミの申込です」と、まずはお店にご連絡ください！

日
申込です」と、まずはお店にご連

1月2929日

新型コロナウイルス
感染予防対策を
実施しています

講師店の予防対策

新型コロナウイルス
感染予防対策に
ご協力お願いします

受講者の皆様へお願いマスク着用を マスク着用に 自宅で検温に 手指の消毒に

実施しています おこなっています ご協力ください ご協力ください ご協力くださいおこなっています

消毒を 換気を
注）開催期間中に、政府および行政による緊急注）開催期間中に、政府および行政による緊急
　事態宣言等の発令が当地域に対してあった　事態宣言等の発令が当地域に対してあった
　場合、 それ以降の開催を中止とさせていた　場合、 それ以降の開催を中止とさせていた
　だく可能性がございます。あらかじめご了承　だく可能性がございます。あらかじめご了承
　ください。　ください。

まちゼミでは安心・安全に受講いただけますように、新型コロナウイルス感染予防対策を行っています。まちゼミでは安心・安全に受講いただけますように、新型コロナウイルス感染予防対策を行っています。 注）開催期間中に、政府および行政による緊急
　事態宣言等の発令が当地域に対してあった
　場合、 それ以降の開催を中止とさせていた
　だく可能性がございます。あらかじめご了承
　ください。

まちゼミでは安心・安全に受講いただけますように、新型コロナウイルス感染予防対策を行っています。

1月2929日1月29日 土
受付開ださい！

土3月4日3月4日3月4日

グーグルマップで
開催店の場所が
確認できます。
QRコードを

読み込んでください。

《講座の空席・追加日程情報は、安来まちゼミ公式SNSにてご確認ください》

月 火 水 木 金 土日

安心して受講頂くため、
販売・勧誘行為はありません。



学ぶ

いろいろなことが体験できる講座です

健康
＆きれい

新しい発見や知識を学ぶ講座です

たべる 料理づくりや飲食に関する講座です

ものづくり ものづくりに取り組む講座です

健康でキレイな自分を作る講座です

体験する

複数のお店が
共同で開設した
講座です

コラボ

親子で参加
できます

材料費が
かかります

英語に
対応します

乳児も参加
できます

NEW 今回新しく講座を開設
したお店です

午後6時以降に
開催される講座です

親子

nglishE
材料
￥

講
座
の
分
類

1

スマホに替えたい、通信費を安くし
たい、メールやラインのやり方が分
からない、写真を撮ったけどプリン
トの仕方が分からない…などなど、
モヤモヤをスッキリさせましょう！

㈲カメラのハマダ
安来市安来町661-5

スマホなんでも相談

9:00~18:300854-22-2077申込 受付

2月11日㈯（祝（（ ）祝祝

●対象：どなたでも
●定員：2名または2組
●持ち物：スマホお使いの
　　　　　方は普段お使い
　　　　　のスマホ
●材料費：なし
■講師/舛田紀子、石輪有理、
　　　 浜田理恵

各日10:00～11:00

【休日】不定休20台P

2月22日㈬

子親子

7

初めて甘酒を作る方、
作ったことはあるけれど
改めて作り方を知りたい
という方！失敗しにくい
家庭での作り方をお話し
します。

矢田醤油店
安来市中津町131

学んでみよう！甘酒づくり♩

9:00~17:000854-22-2338申込 受付

2月10日㈮
2月16日㈭

●対象：どなたでも
●定員：4名
●持ち物：筆記用具
●材料費：700円
   （持ち帰り用材料費として）
■講師/矢田潤一郎
       （矢田敦子）

【休日】日曜・祝日

各日
10:00～11:00

2~3台P

子親子

私たちが講師です。
まちゼミは「お客様・お店・地
域」のみんなが良くなる「三方
良し」の心掛けで、店主やスタッ

フが講師となって専門知識やプロの技を基本
無料でお教えする、安来商工会議所主催の少
人数制ミニ講座です。
※講座には、複数お申し込みいただけます。
定員になり次第、締切と
なりますので、お早めに
お申し込みください。

まち
ゼミ

2

焼物…どちらが古いか？新し
いか？実物を手にしながら、
見るコツ、ポイントをお伝え
します。おうちの焼物をお持
ちいただき、プロに聞いてみ
てもよいですよ。
今回は、そばちょこ編!!

㈲原長

中海堂古美術

安来市安来町1507

鑑定団の気分？焼物をみるコツを伝えます

9:30~18:000854-22-2313
（㈲原長）

申込 受付

2月15日㈬

●対象：どなたでも
●定員：4名
●持ち物：なし
●材料費：なし
■講師/加藤二三修

13:30～155:00
10:00～11:30

【休日】日曜日6台P

1月30日㈪
コラボ

NEW

会場/㈲原長

3

お座敷での正座やおじぎの仕方、薄茶
のいただき方などなど実際にやってみ
ましょう。知っておくと超安心！ふだん
着でお気軽に。茶道にまつわるお話も
聞けますよ。

㈲はんのえ
安来市安来町854-1

ふだん着でお茶席体験♪

9:00~17:000854-22-2226申込 受付

2月  3日㈮

●対象：どなたでも　●定員：5名
●持ち物：なし ●材料費：500円（茶菓代として）
■講師/深田史子、飯橋亜都子

各日
①10:00～11:30
②14:00～15:30

【休日】日曜・祝日5台P

2月18日㈯

子親子

会場/講師お稽古場（はんのえ集合）

材材料
￥ 8

懸賞なんてどうせ当たら
ないと思っているあな
た！まずは応募するとこ
ろからです！懸賞に当た
りやすくなる秘策を教え
ます♪

矢田醤油田醤油店店
安来市中津町131

懸賞に応募したくなる秘策講座★

9:00~17:000854-22-2338申込 受付

1月3030日㈪日㈪
2月 1日㈬

●対象：懸賞に当たった
　　　  ことがない方
●定員：3名
●持ち物：筆記用具、
　　　　 カラーペン、
　　　　  官製はがき5枚
●材料費：なし
■講師/矢田敦子

【休日】日曜・祝日

各日各日
10:00～11:000

2~3台P

9

初めて金山寺みそを作る
方、作ったことはあるけど
改めて作り方を知りたい
という方！家庭での金山
寺みその作り方をお話し
します。

矢田醤油店
安来市中津町131

学んでみよう！ 金山寺みそづくり♪

9:00~17:000854-22-2338申込 受付

2月14日㈫
2月17日㈮

●対象：どなたでも
●定員：4名
●持ち物：筆記用具
●材料費：900円
（持ち帰り用材料費として）
■講師/矢田潤一郎
　　　（矢田敦子）

【休日】日曜・祝日

各日
10:00～11:00

2~3台P

子親子 材材料
￥ 11717

前半は寒くて縮こまっている身
体をほぐして温める簡単で楽し
いリズムダンス♪
後半はお馴染みの「野菜スープ｣
のお勉強と試食です。ホカホカ
スペシャルですよー!

BALL HALL
安来市新十神町41

身体ホカホカ♡ダンス＆スープ

9:00~20:00090-7979-7279申込 受付

1月29日㈰
1月31日㈫
2月10日㈮

●対象：どなたでも
　　　 親子参加大歓迎!!
●定員：5名
●持ち物：ワクワク感
●材料費：500円(食材代として)
■講師/江田美和

各日10:30～12:00

【休日】不定休15台P

子親子 材材料
￥

11818
みんなでテントを組み立て
て、カレーを作って食べる
デイキャンプを楽しみま
しょう！ストーブで寒さ対
策もしてありますので、親
子やキャンプ未経験の方も
参加をお待ちしています。

㈲松沢文具店
安来市飯島町289-8

日帰りキャンプ体験で、スパイスカレー！

9:00~18:000854-22-2067申込 受付

2月18日㈯
2月19日㈰
2月23日㈭（祝）

●対象：５歳以上
●定員：５名
●持ち物：汚れてもいい服装、タオル、
　　　　 軍手
●材料費：500円(食材代として)
■講師/松澤佳季

会場/十神山なぎさ公園
       キャンプ場

各日
10:00
～13:00

【休日】土・日曜・祝日5台P

子親子

NEW
【休日】土・土土 日曜・祝日台

材材料
￥

91919
パナソニックの電気圧力
鍋で安全で簡単に豚の角
煮を作ってみます。圧力鍋
の使い方から調理まで行
い、みんなでおいしくいた
だきましょう。

松本デンキ店
安来市安来町1622-2

電気圧力鍋で簡単・時短クッキング

24時間mail@mdenki.com申込 受付

2月16日㈭
2月17日㈮

●対象：どなたでも
●定員：3組
●持ち物：エプロン
●材料費：500円
            （食材代として）
■講師/松本和之

①14:00～15:00
②19:00～20:00
10:00～11:00

【休日】日曜・祝日3台P

子親子 材材料

202020

HEAVYMETALを聴きながら＆
語りながら一緒に「餅つき」を楽
しみましょう！

HEAVYMETALと餅つきを楽しもう！
2月26日㈰

●対象：HEAVYMETAL、
           HARDROCKが好きな方
●定員：5名
●持ち物：ある方は是非バンドTシャツ
             着用で
●材料費：500円（食材代として）
■講師/矢田大典

11:00～13:00

子親子 材材料

矢田醤油店
安来市中津町131

9:00~17:00090-4622-0630申込 受付
【休日】日曜・祝日2~3台P

ツ

【休日】日曜 祝日2 3台

22121

観葉植物好きの店主とゆったり
お茶しませんか？新メニューにつ
いて一緒てて に考えていただけるとう
れしいです。

yume sweets Atelier
安来市黒井田町741-1

Atelierでカフェ、植物について語ろう

14:00~16:000854-26-4343申込 受付

2月  3日㈮
2月11日㈯（祝（（ ）祝祝
2月25日㈯

●対象：親子、女性限定
●定員：3名　●持ち物：なし
●材料費：500円（食材代として）
■講師/佐伯由紀

各日
10:00
～11:00

【休日】日・月・火曜・祝日7台P

材材料
￥

子親子

222222
趣味が欲しい人！小遣い
稼ぎがしたい人！ハンドメ
イドの世界へようこそ！メ
ルカリでの販売・郵送方法
までレクチャーします。終
わったら自家焙煎珈琲で
まったりタイム♡

cafe LOACH
安来市黒井田町327-5

日常にキュン♡を イニシャルチャーム作り

9:00~17:000854-22-4334申込 受付

2月17日㈮
2月18日㈯
3月   4日㈯

●対象：中学生以上
●定員：5名
●持ち物：なし
●材料費：800円

（材料費として）
■講師/池田志保

各日
10:00～11:30

【休日】木曜日10台P

材材料
￥

232323

自分で45×45㎝く
らいのかわいい座
布団を作ってみま
しょう！！
側縫い済の座布団
生地に綿を入れてと
じをしていきます。

㈲原長
安来市安来町1507

小ざぶとんを作ってみよう 材材料

9:00~18:000854-22-2313申込 受付

1月31日㈫

●対象：どなたでも
●定員：4名　●持ち物：なし
●材料費：1,000円（材料代として）
■講師/渡部記子
　　　  渡部弘江　山本朱美

①10:00～11:30
②14:00～15:30

【休日】日曜日6台P

282828

ビリヤード未経験の方、興味のある方、
昔やったことがあるという方など、初心
者全般の方を対象にフォームやボール
の狙い方、すぐに楽しめるゲームを紹介
します。

Billiards&Cafe ARITTO
安来市吉佐町1054-1 1F

90分で始める楽しいビリヤード〈入門編〉

13:00~22:000854-21-9759申込 受付

●対象：どなたでも
●定員：6名
●持ち物：なし
●材料費：なし
■講師/有田秀彰
（プロビリヤードプレーヤー）

【休日】不定休30台P

2月 4日㈯14:00～15:30
2月 9日㈭ 各日

19:30～21:002月17日㈮
2月21日㈫ 各日

14:00～15:302月26日㈰
3月 2日㈭

子親子

【休日】土・日曜・祝日

4
｢創業したい｣｢売上を増や
したい｣｢補助金を活用し
たい｣｢経営計画をつくり
たい｣など、様々なご相談
に対応いたします。

●対象：広瀬町、伯太町の方
●定員：2名または1組
●持ち物：筆記用具
●材料費：なし
■講師/経営指導員
　　 （伊谷、加茂、門永）

安来市商工会
安来市広瀬町753-40

経営なんでも相談

9:00~17:000854-32-2155
P

申込 受付
10台

2月2日㈭
2月9日㈭

各日
10:30～12:002月9日㈭

5

創業に興味がある方、安来市内での創業に
ついて各種助成金の活用等、様々な相談に
対応致します。

安来商工会議所
安来市安来町1639-1（一風亭２F)

創業成功への第一歩～お悩み解消編～

9:30~15:000854-26-4643申込 受付

2月   7日㈫
2月24日㈮
3月   2日㈭

●対象：旧安来市の方 ●定員：1組
●持ち物：筆記用具 ●材料費：なし
■講師/佐藤雅子

（やすぎ創業支援センター）
【休日】月・水・土・日曜・祝日7台会場P

会場/やすぎ懐古館一風亭
10:30～12:00各日

亭

6

いつも皆さんが食べ
る醤油と味噌。知っ
るようで知らない、そんな
醤油と味噌の美味しい活
用術や魅力を作り手なら
ではの視点でお話ししま
す。

矢田醤油店
安来市中津町131

醤油・味噌を知って、発酵食品を楽しもう！

9:00~17:000854-22-2338申込 受付

2月 3日㈮
2月 7日㈫

●対象：どなたでも
●定員：3名または2組
●持ち物：筆記用具
●材料費：なし
■講師/矢田潤一郎

（矢田敦子）

【休日】日曜・祝日

各日
10:00～11:30

2~3台P

nglishE

101010
墓じまいのことや新しくお墓を
建てる時の方法や今あるお墓を
どう管理していくのが良いか一
緒に考えてみましょう。

山本石材店
安来市黒井田町743-1

お墓いろいろ相談

9:00~17:000854-22-5342申込 受付

1月29日㈰
2月 4日㈯
3月  4日㈯
●対象：どなたでも
●定員：2名または2組
●持ち物：なし
●材料費：なし
■講師/山本賀彦

【休日】日曜・祝日

各日
10:00
～11:00

6台P

キャ
いての説明。通帳レスアプ
リ、インターネットバンキ
ングを中心に金融機関が
教えるスマホの使い方を
テーマに開催

米子信用金庫安来支店
安来市安来町1137-3

金融機関が教えるスマホの使い方

9:00~17:000854-22-2660申込 受付

2月15日㈬

●対象：どなたでも
●定員：5名
●持ち物：スマホ、
　　　　  タブレット等
●材料費：なし
■講師/渡部美和、板谷貴博、
           川端駿平

【休日】土・日曜・祝日

①10:30～11:30
②13:30～14:30

10台P

1212

足を使って身体のコリや疲れをほぐ
す方法を簡単ではありますがお伝え
します。是非大切な方にしてあげて
ください。

SylphRaum
安来市切川町1070-1

足で全身をほぐして気分爽快リフレッシュ！

10:00~18:00090-7509-1855申込 受付

2月1日㈬
2月8日㈬

●対象：大切な方を癒してあげたい方
●定員：1組（2名以上でお申込み下さい）
●持ち物：大タオル、小タオル
●材料費：なし
■講師/高橋史加

各日
10:00～11:30

【休日】日曜・祝日3台P

子親子

31313

足の裏から体幹やバランス能力を鍛え
るアダプベースやお馴染みのストレッ
チボールを使った軽い運動と、頭とイ
メージトレーニングにもなるビリヤード
を使った運動を体験しましょう。

Billiards&Cafe ARITTO
安来市吉佐町1054-1

汗をかかないフィットネス

13:00~22:000854-21-9759申込 受付

2月   2日㈭

●対象：20歳以上の女性
●定員：6名
●持ち物：運動できる服装で
●材料費：なし
■講師/有田秀彰、川上香織

【休日】不定休

14:00～15:30
2月   6日㈪ 19:30～21:00
2月   8日㈬ 各日

14:00
～15:30

2月16日㈭
2月25日㈯
2月28日㈫

子親子

30台P

41414

手が明るく綺麗になる癒しの時間。
自分のお肌も知ってみましょう。

メナードフェイシャルサロン安来広瀬
安来市広瀬町町帳820-3

ビューティハンドケア&AIお肌チェック
子親子

9:30~20:000854-32-2021申込 受付

2月 5日㈰

2月16日㈭
2月  6日㈪

●対象：女性
●定員：2名
●持ち物：なし
●材料費：なし
■講師/島田瑞華

各日
10:00～11:30

【休日】不定休4台P

1515

前回好評いただいた《足裏を愛で
る会》
今回もセルフで足裏を愛でます。そ
して！お仕事帰りの方へ癒しの花金
を☆ぜひご一緒しましょう☆

リフレクソロジーサロンｉｔｏ
安来市広瀬町広瀬1719-4

お喋りと足を愛でる会

12:00~13:00080-4267-1037申込 受付

2月24日㈮
2月25日㈯

●対象：女性（階段が苦痛でない方）
●定員：2組
●持ち物：楽な服装（ジャージ等）、バスタオル1枚
●材料費：200円（足用ジェル代として） ■講師/福田紘子

10:00～11:30

2月21日㈫ 10:00～11:30
19:00～20:30

【休日】不定休2台P

材材料
￥

161616

電気自動車の電気でワッフル・
アイスを作って、食べて、熱気
球も飛ばしちゃおう。
※ケイオスも見学可能です！島根日産自動車㈱安来店

㈱ブルーエイチ

電気自動車で簡単ワッフル作り♪

10:00~16:00080-6343-7403
（山陰酸素工業㈱LPガスGr）

申込 受付

2月17日㈮
2月10日㈮

●対象：どなたでも
●定員：5組
●持ち物：なし
●材料費：300円（食材代として）
■講師/原田正雄

15:30～17:00

各日
10:00～11:30

【休日】土・日曜・祝日

【休日】火・第1水曜

山陰酸素工業㈱安来支店
【休日】土・日曜・祝日

2月 4日㈯
コラボ

NEW

子親子

会場/さんそ学習館ケイオス
　　 （安来市亀島町2番地1）

材材料
￥

242424

簡単なつまようじ入れを作ります。
下準備はいたしますので、手ぶらで
OK！好きな生地を選べます。終了
後は抹茶でのんびり♥しましょう♪

㈲原 長

ひさご袋物工房

安来市安来町1507

安来市安来町1145 【休日】不定休

つまようじ入れ手作り体験

9:30~18:000854-22-2313
（㈲原長）申込 受付

2月1日㈬

●対象：どなたでも
●定員：4名
●持ち物：なし
●材料費：500円
（布地代として）
■講師/青木芙美子

①10:00～11:30
②13:30～15:00

【休日】日曜日6台P

コラボ 材材料￥

NEW

252525

葉っぱに水分をためてぷっくりとし
たユニークな多肉植物。配置や色の
組み合わせを考えて自分だけの寄
せ植えを楽しみましょう！

ホームデコ安来店
安来市安来町756-5

“多肉植物の寄せ植えを楽しみましょう”

9:00~18:000854-23-7477申込 受付

2月   9日㈭
2月22日㈬

●対象：どなたでも
●定員：5名
●持ち物：エプロン
●材料費：1500円（鉢、ピック、土、
　　　　  多肉植物代として）
■講師/矢野千晶、堀江真理子

10:30～12:00
13:30～15:00

【休日】火曜日2台P

材材料

262626
「七つの宝を合わせ持つ美
しさ」と言われる”七宝焼”を
体験してみませんか？キー
ホルダーかペンダント・ブ
ローチをお作りいただけま
す。初めてでも大丈夫‼

レストラントリム
安来市安来町2162-7

気軽に楽しく七宝体験！

9:00~16:000854-23-0438申込 受付

2月 7日㈫

●対象：どなたでも
●定員：4名
●持ち物：なし
●材料費：1,800円（金具台、
　　　  釉薬、焼成代として）
■講師/野坂真由美

各日
①10:00～11:30
②14:00～15:30

各日
14:30～16:00

2月14日㈫
2月 4日㈯
2月18日㈯

【休日】火曜日7台P

材材料

272727

ここち良いピアノの音色を一緒に
体感してみませんか！

コシノサチコ音楽教室
安来市安来町1175-13

はじめての楽しい音楽レッスン♪

10:00~16:00090-4650-4764申込 受付

2月10日㈮

●対象：1歳から大人、
　　　  小学生以下は親子同伴
●定員：1組
●持ち物：なし
●材料費：なし
■講師/越野幸子

各日
10:00～11:002月18日㈯

【休日】日曜・祝日3台P

子親子


