
11/24 13:30～15:30
2/23　  　　　　健康教室予定

★各店舗に添付のQRコードからも講習の内容や店舗地図の確認、受講の申し込みなどができます。「商店寺子屋の申込みです」とお伝えください「商店寺子屋の申込みです」とお伝えください
まなぶ

つくる

Piazza

マルゲリータと
モッツァレラのピッツァを作ろ！

住

休
受
引佐町金指 1033-2

火曜日
11:00～14:00

http://www.piazza9734.com

① 生地を一緒にのばそう　② トッピングをしよう
　（ピザ窯で焼くのは職人がおこないます）

各回 2名又は 2組
どなたでも , 親子可

1,500 円 エプロン

天浜線金指駅石窯ピザ
ガラス工房CLOVER

ガラス棒を溶かして
　　　　とんぼ玉づくり

住

休
受
細江町気賀 3880

水曜日
11:00～17:00053-522-1968 F

溶かしたガラスを伸ばしたり、切ったりしてガラスに
触れ合ってみませんか？とんぼ玉をつくります。

各回 4名程度
4歳以上 , 親子可

1,000 円
なし

住　所 申込み受付時間 定休日住 休受
定　員対象者 材料費 持ち物

ヤマモト
メガネ・宝飾・時計・補聴器

はじめての
　補聴器体験しませんか？

住 三ヶ日町三ヶ日 352-1

休 水曜日
受 8:00～20:00

053-525-0572 
053-525-1063 F

http://www.mikkabiyamamoto.hamazo.tv

ちょっと難しいイメージの補聴器。わかりやすく丁寧に
説明いたします。補聴器の体験もできますよ。是非お気
軽にお申し込みくださいね。

各回 1名又は１家族
60歳以上の方

無料 なし

20
三ヶ日

７
引 佐

９
細 江

ふるさと
竜ヶ岩洞食堂

自然薯を練り込んだ皮で包む
浜松餃子を作りましょう！

引佐町田畑 193

火曜日
10:00～15:00rakutend@yr.tnc.ne.jp

ryugashido-furusato.jimdo.com

053-543-1155 053-543-1711 F

10 名程度
小学生以上（親子可）　

1,000 円
生のまま持ち帰る場合は発砲スチロール箱

４
引 佐そば処　一刻庵

手打ち蕎麦

新そばの粉で手打ち蕎麦
にチャレンジしてみよう

住 引佐町伊平 444-1 休 月曜日～木曜日受 10:00～15:00

水まわしから練り、のし、切りまで、指導します。出来上
がった蕎麦はその場で食べてもいいですし、持ち帰っても
いいです。1人又は 1組で 4人前を作ります。　

各回 2名又は 1組
どなたでも , 親子可

2,800 円（そば粉・めんつゆ他）
三角きん、エプロン等、スリッパ
500ml の空のペットボトル
　　　　　　　　　　　　　　　　（つゆ持ち帰り用）

２
引 佐

12/25 ・26 ・27（金）（水） （木）
14:00～15:00

090-4191-7308 （根市）

（白柳茜）

野末酒店
井伊谷の老舗酒店

日本酒の特定名称の話

住

休
受
引佐町井伊谷 655-1

日曜日
9:00～17:00inasa@pos.to

inasa@pos.to/nozue

053-542-0071 F

日本酒の特定名称の区分とは？
コスパの高い「ひやおろし」の試飲。
徒歩で来店される方の参加になります。

10名程度
成人の方のみ

無料
なし

5
引 佐

11/2（土）9:00～12:00

宮澤純一
　　税理士事務所

相続税・贈与税の相談室

地元で税理士事務所を開業して
「３４年」となりました

住

休
受
引佐町井伊谷 2094-1

土曜日・日曜日・祝日
9:00～17:00

junichi-miyazawa@tkcnf.or.jp
053-542-2581 
053-542-2500

F

「相続税・贈与税・遺言・遺産
分割の手続き」のことなら、
お気軽に相談室にきてください。

各回４組
どなたでも

無料
H31土地家屋名寄帳

6
引 佐

10/19 ･11/9（土） （土）10:00～15:00

（宮澤）

10/26 ･11/16（土） （土）9:00～10:30

ピアッツァ

053-542-2200 F

まなびばオクヤマ
出版のススメ研究会

阿多古和紙の紙漉き
　　　家族体験イベント

究極の親孝行、私が作る家族の軌跡！
やらまいかブランド認定三世代ブック

住 引佐町奥山 678-3

休 土曜日・日曜日・祝日
受 10:00～17:00

昔ながらの技術を受け継ぐ職人
さんと一緒に和紙づくりを体験
しましょう。お子さんも花びら
を散りばめて楽しめます。

初めに浜松餃子の話をします。その後、あらかじめ作って
おいた種（具）と皮を１人に 10個分わけて、包み方を教
えながら包んでいきます。包んだら水餃子にして食べます。
　　　　　　　　　　持ち帰っていただいても結構です。

15組どなたでも , 親子可
500円 なし

３
引 佐

11/2（土） 10:30～12:30 10:30～11:30
10/26（土）･11/9（土）･12/7（土）

11
細 江 ワカモリヤ

靴選びのポイントのお話
と靴のお悩みお聞きします

細江町気賀 122-2

月曜日・火曜日
9:00～18:00

全身を支える足。その足を守る
靴はとても大事です。足のサイ
ズを計って、まずご自分の足を
知りましょう！

10/19 ～11/30

各回 3～5名女性
無料 なし

（土）
（期間中の定休日以外の都合の良い日）

（土） 14:00～15:00

足と靴と健康を考える店

（松原）
F 053-523-0131

12
細 江 大村屋酒店

日本名門酒会加盟店

みりんって飲めるって
知ってました？
みりんを美味しく飲む方法

住 細江町気賀 79-1
休 水曜日受 9:00～19:00

053-522-0239 
053-522-4664 F

三河みりん、尾張みりんを飲んじゃいます。
牛乳で割ったり、ソーダで割たり。
お子様にはアルコール分をとばし
たみりんを用意。
みりんって飲めるんです！
どなたでも , 親子可
何名でも 無料 なし

みりんの簡単な学習とミリンのカクテル

水彩画や油絵などで個性や想像力を伸ば
そう！五感刺激で認知症予防にも最適

（久米）

（林）

10
細 江 庭あそコンシェルジュ

niwaaso concierge

針葉樹の
　　フレッシュスワッグ作り

「庭のあるくらし」エクステリア専門店
が運営する植物とおしゃれ雑貨の店

住

休
受
細江町気賀 676

水曜日・木曜日
10:00～17:00

info@niwa-asso.jp

053-523-3430 
053-523-3431 F

針葉樹と木の実をつかったスワッグ作
り。生木を使うので森林の香りも楽し
めます。そのままドライフラワーにも
なるので長く飾っていただけます。

5名
どなたでも 2,000 円

ハサミ（あれば）

11/4（月祝）10:30～12:00

（内山）

1
引 佐 てんてんゴー渋川

自然豊かなキャンプ場

五平餅を作って
　焼きたてを食べよう！

住

休
受
引佐町渋川 237-1

不定休
10:00～15:00info@tentengo.jp

053-545-0452 F

http://www.tentengo.jp

炊きたてのご飯をつぶして、型にはめて形を整えます。
白焼きのあと、特製の味噌をつけて、炭火でじっくり焼い
　　　　　　　　　　　　てお召し上がりいただきます。

開催
日時

開催
日時

開催
日時

開催
日時

開催
日時

開催
日時 開催

日時
10/19　  ～ 期間中毎日　※要予約

どなたでも , 親子可

500円 なし

①10:30～ ②14:00～  各 30分～1時間

22 三ヶ日製菓創業77年

俺の、私の
　　みかん大福をつくろう！

素材・製法・真心の三つにこだわり、
三ヶ日らしいお菓子作りに励んでいます

三ヶ日町三ヶ日 745

月曜日（祝日の場合は翌日）
10:00～18:00

shop@mikkabi-seika.com
053-524-0026F

お気に入りのみかんで、当店銘菓
「まるごとみかん大福」を作りましょ
う。自分だけのオリジナルみかん大
福はきっと格別な美味しさですよ♪

12/1（日）
13:30～16:00

053-524-0018 

キッズカメラマン体験

ミカサは写真を通して家族と地域の絆づ
くりを応援します

『piazza』はイタリア語で『広場』を
意味します。

おうちの人にモデルになって
もらい、カメラマン体験をし
てみよう。

12/14（土）･21（土）14:00～15:00

各回 3組
小学生 , 親子可

100円（プリント3枚付き）

デジタルカメラ又はスマホ

 （和田）

13
細 江 写真のミカサ

写真は未来の宝物

あおり運転を受けた時、
　あなたならどうしますか？

当社は、あなたのカーライフを支える
カードクターです！

11/16 ･23（土） （土）･30（土）
①10:00～11:00 ②11:00～12:00

各回 1組
どなたでも

無料 なし
 （山本）

19
細 江 ボデーショップ佐藤

身近なクルマのお医者さん

歪みはあって当たり前！
正しい骨盤矯正を提供します！

交通事故・骨盤矯正専門接骨院

9:30～19:00

どなたでも
3,000 円 なし

 （大平）

15
細 江 あおい鍼灸接骨院

平日24時まで対応

誰でもできる手芸教室

リサイクル衣類を中心に手作り雑貨の
販売、売り上げは全てユニセフへ寄付

キッズスペースもあります

（日）
（日）

13:00～16:00
（1講座 60分程度、ご希望時間でご予約）

10/26 ･27（土） （日）

13:30～

14
細 江

週末のフリマ

10 名まで
どなたでも

600円 なし
細江町気賀 707-1

月～金曜日（土日営業）
9:00～18:00

住 細江町気賀 44

休 火曜日
受 9:00～19:00

住 細江町気賀 9109

休 日曜日
受 9:00～18:00

090-8955-7488 （小川）
ogw335@gmail.com

『お正月』ちょっと笑顔になれるお飾り作り。
ワイワイお喋りしながら作品を仕上げます。
　　　　　　　材料は一人ずつキットにしてあります。

あなたはドライブレコーダーの映像を見
たことがありますか？ドライブレコーダ
ーの機能と、もし
もの時の対処法を
お教えします。

骨盤の高さが違う？足の長さが違う？体自体が傾
いている？体は元々が左右非対称にできています。
あなたに合った骨盤矯正を提供します。

各回１人

http://aoi-hamamatsu.com

090-8335-7990 
hello@aoi-hamamatsu.com

細江町気賀 989

土曜日午後・日曜日
9:00～19:00

（初回8,000 円→3,000 円）

中小企業診断士事務所
杉本光生

起業であなたの夢を
　　実現させましょう！

住 細江町気賀 760-2

休 不定休
受 9:00～17:00kosei-consul001@mopera.net

090-1475-5516 
053-522-0340 F

・創業までのまでの流れ
・現状の準備段階をセルフチェック
・事業計画書の具体的な策定方法
・資金調達の方法

5組程度
どなたでも

無料 なし

１6
細 江

（杉本）

11/7（木）9:00～17:00

http://www.sugimoto-consul.biz

http://www.mikkabi-seika.com

陳マーボ豆腐･マー豆腐
　作りくらべ･食べくらべ

1/28（火）10:30～11:30

17
細 江

中国料理　二葉

各 4名又は２組
どなたでも

500円
メモ等
細江町気賀 340-2

火曜日
17:00～20:00053-522-0306 （豊田）

wggwd@yahoo.co.jp

両方のマーボ豆腐の違いを説明しながら作ります。
試食をしてもらい、感想やその他の調味料の質問
に答えます。

ミツロウでエコラップ
作りを体験！
1 月～２月の月曜・木曜・土曜

（その他はご相談）10:00～11:00

24 長坂養蜂場はちみつ専門店

２組
どなたでも

500円（お一人様）
なし
三ヶ日町下尾奈 97-1

第 2火曜日・毎週水曜日
9:30～17:000120-40-1183 （森）

ミツバチが巣を作る為に体の中で作り出す「ミツロ
ウ」。このミツロウを使って手作りのエコラップを
作ってみませんか？

18
細 江 モエール絵画教室

あなただけのオリジナル
キーホールダーを作りましょう！

細江町気賀 8257-2

不定休
9:00～20:00

ryuuji20@gmail.com

053-522-2165F

http://www.1183.co.jp

家の錠や車の錠などをスッキリ収納できるキーホルダーを
約２時間半で、どなたでも作れます。牛革製ですから使え
　　　　　　ば使うほど色ツヤもよくなり一生使えます。

各回 10名
どなたでも , 親子可

1,000 円（牛革部品・コーヒー付）
なし

（金） （金）11/22 ･12/20 13:00～16:00

（MOE-LU）

photo@mikasa1.jp
053-522-0547  （安形）F

 （佐藤）

info@bs-sato.com

053-523-0598 
053-523-3370  F

http://www.bs-sato.com

アガタ砂糖店
砂糖・食品・包装品等

プレゼントを入れる袋を
　　　　　作りましょう

053-525-0346 F

リボンや包装紙を使って、オリジナルの袋をつくり
ましょう。簡単できれいに出来上がります。
写真の中から 3点～4点作ります。

5名又は５組

どなたでも , 親子可
（小学３年生以下は親子で）

400 円
はさみ・カッター

21
三ヶ日

11/12（火）14:30～16:00

（縣）

Cafe&Gallery

美味しいコーヒーと
芸術の秋を楽しみませんか！

三ヶ日町三ヶ日 745

土曜日･日曜日（臨時休業あり）
7:00～12:00

コーヒーの飲み比べと
手軽にできる絵手紙に
挑戦してみませんか？
どなたでも

（コーヒー代と教材費）
1,000 円
4～５名 なし

23
三ヶ日 三ヶ日

11/10 ･12/8（日） （日）･1/12（日）
14:00～16:00

053-525-1236 
（細井）

お気に入りのみかん
粉がついても良い服装

12名（小学生以下は親子）どなたでも

500円

三ヶ日

（五平餅作り
２本の体験）

8
細 江 まるたま製茶

姫街道の味便り

和紅茶ワークショップ

自園・自製の深蒸し茶の直販売店
お菓子、可愛いプチギフトもあります

住

休
受
細江町中川 7172-917

日曜日・祝日
9:00～18:00

marutama-ocha@future.ocn.ne.jp
053-523-1870 
053-522-0517 

F

まるたま製茶のお庭で紅茶の美味
しい淹れ方を学びながら、ゆった
りとした時間を過ごしませんか。

11/8
11/9　 ･10

各回８名程度
どなたでも , 親子可

1,000 円 なし

（土） （日）
（金）①10時～　②12時～

①10時～ ②12 時～ ③14 時～

※日時応相談

11/8　 ･15 ･22（金）（金）（土） （金） 9:00～11:00

 （前田）

syuppannosusume@gmail.com

053-524-0725 
053-524-0726  F

http://www.manabiba-okuyama.com

紙ハガキ 2枚
又はA4和紙 1枚

要相談 2名以上（前日までに予約）

申込方法

開催
日時

開催
日時 開催

日時
開催
日時 11/2（土）9:00～19:00開催

日時

開催
日時

開催
日時

開催
日時開催

日時

開催
日時

開催
日時 開催

日時
開催
日時

開催
日時

開催
日時

開催
日時

10/24（木）･25（金）･26（土）開催
日時

住

休
受

住

休
受

住

休
受

住

休
受

三ヶ日町三ヶ日 738

日曜日
10:00～17:00

住

休
受

住

休
受 住

休
受

住

休
受

住

休
受

N I C O

★申込みは、各店舗の営業日・受付時間内でお願いします。　★受付は、先着順になります。定員になり次第、締め切らせていただきます。電話やメールで直接店舗へ電話やメールで直接店舗へ


