
●材料費/０円
●定　員/1講座につき3名

2/11（土）10:30～11:30
2/19（日）、3/10（金）
両日とも14:00 ～15:00
2/14（火）、2/23（木）、
3/6（月）
全て18:00 ～19:00

ご家庭でも手軽に行える包丁の研ぎ方教室を開催しま
す！現在お使いの包丁をご持参して頂き、実際に砥石を
使って研ぎ方を指導させて頂きます。
●会　場/自分のお店 
●対　象/ご成人の方
●持ち物/現在使用中の包丁1～3 本

講師　平 泰宏

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市本町6-4　シャレオサエキビル2F
9:00 ～17:00
無休

伊勢菊一　金近

 TEL 0596-28-4933

料理を楽しく快適に！包丁の研ぎ方体験教室

講座番号と
どこの商店街か
お確かめください。

このマークがあるお店は、
日時を相談できます。
お気軽にお問い合わせください。

01

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき3名

2/17（金）、2/21（火）
両日とも
10:00 ～11:30

手相を見ただけではわからない人必見。人生をよりよくす
るためのヒントをプロの鑑定士が伝えます。人生泣かない
ための弁護士の見分け方も教えます。
●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　大鳥居 龍孝

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市岩渕1-14-8
12:00 ～19:00
水曜日　臨時休あり

愛占館　伊勢開運学院

 TEL 0596-29-1230

人物鑑定法（人相・姓名判断・家相・風水 その他）07

●材料費/300 円
●定　員/1講座につき5組

2/18（土）、3/1（水）、
3/4（土）
全て10:00 ～11:30

麦わらのモビール「ヒンメリ」風と光をそっと感じさせる
幻想的なモビールを手作りしてみませんか。

●会　場/ 高柳テントハウス
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　中上 英子

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市曽祢1-14-24
10:00 ～18:00
火曜日

propeller（プロペラ）

 TEL 0596-23-1638

フィンランドの伝統装飾「ヒンメリ」づくり13

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき5名

高柳支店　2/21（火）
13:00 ～14:00
辻久留支店　2/21（火）
15:30 ～16:30

銀行員がお札の数え方を親切・丁寧にご指導させて頂き
ます。100万円の正確な数え方、早く数えるにはどうすれ
ばいいのか？挑戦を！！
●会　場/自分のお店 
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　当行、人材開発課

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市曽祢1-9-7
9:00 ～16:00
土曜日・日曜日・祝日

株式会社第三銀行

 TEL 0596-28-6111

お札の数え方を体験14

●材料費/０円
●定　員/1講座につき5名

2/13（月）、2/17（金）、
2/20（月）、2/27（月）
3/9（木）、
全て19:00 ～20:00

日本男児たるもの着物を着ずして何を着る！
粋でしゃれた着物をまとって、7代目と男の着物の魅力に
触れてみませんか？
●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/ご自分の着たい着物がある方はご持参ください

講師　奥田 宗吾

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市曽袮１-14-21
10:00 ～19:00
水曜日

おく宗

 TEL 0596-21-0088

手ぶらでＯＫ!! 男の着物体験＆着方講座12

●材料費/０円
●定　員/1講座につき4 名

2/10（金）、2/18（土）
3/4（土）、3/10（金）
全て19:30 ～21:00
2/22（水）
14:00 ～15:30

着物に興味はあるけど着物がないし…たんすにあるのは
昔のだから今の着物が着てみたいし…という方 !! 半巾帯
で気軽に着物を着てみよう !!
●会　場/自分のお店 
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし（着たい着物がある方はお持ち下さい。）

講師　奥田 ありさ

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市曽袮１-14-21
10:00 ～18:30
水曜日

おく宗

 TEL 0120-47-4109

手ぶらでO.K!! 着物体験・着方講座12

●材料費/０円
●定　員/1講座につき５名

2/19（日）、2/21（火）
2/24（金）、2/26（日）
3/3（金）、3/7（火）
全て
10:00 ～11:00
14:00 ～15:00

パールアクセサリーを購入する前に知っておきたい事や
購入してからのお手入れの事。みなさんの疑問にお答えし
ます！まずは手に取ってみませんか？
●会　場/自分のお店 
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　大山 智

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市本町18-19
9:00 ～16:00
なし

㈱大山真珠店

 TEL 0596-24-2921

見て！触れて！分かる！堅くない真珠の話ｗ06

●材料費/０円
●定　員/1講座につき2～ 4 名

2/10（金）、2/13（月）、
2/22（水）、3/11（土）
全て13:00 ～15:00

タンスに眠ったままの着物　どんな時に着るの？帯・小
物の合わせ方は？親の着物を着たいけど…？まずはタン
スを開けて着物を出してみましょう！
●会　場/自分のお店 
●対　象/女性
●持ち物/お手持ちの着物・帯（古い物でもかまいません）

講師　東村 恵子

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市曽祢1-9-15
11：00 ～17:00
日曜日・第 3月曜日

きものサロン　ひがしむら

 TEL 0596-28-7075

お宝いっぱい !?タンスの着物活用術　コーディネート講座16

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき 4名
　　　　  または 4組

2/18（土）、2/25（土）、
3/4（土）、3/11（土）
全て10:00 ～11:00

介護保険？認定？サービスを受ける？など、いろいろなご
質問にお答えします。お気軽にどうぞ。

●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　平山 充孝

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市浦口2-4-22
9:00 ～18:00
日曜日

有限会社 丸京家具

 TEL 0596-23-0676

介護保険を知っておこう！09

●材料費/2000 円
　　　　  自分色診断書
●定　員/1講座につき4 名

2/10（金）
19:00 ～20:00
2/18（土）
11:00 ～12:00
2/26（日）
10:00 ～11:00

誰もが生まれながらに持っている自分の「個性」「能力」を
12色のカラーで表現し、自分らしさを知るミニ講座。

●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　桜井 みゆき 

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市本町6-4　シャレオサエキビル2F
9:00 ～19:00
日曜日・祝日

Organique Beauty Salon Charme シャルム

 TEL 080-5112-2233

太陽の力をベースとした12色の色彩心理学03

●材料費/500 円
　　　　  ハンドクリームの材料
●定　員/1講座につき4 名

2/16（木）、2/17（金）、
2/23（木）、2/24（金）
全て13:30 ～14:30

アンチエイジングに欠かせない話題のココナッツオイル
やシアバターを使って、しっとりすべすべになる贅沢なハ
ンドクリームを作ってみませんか？
●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　木下 弥由子

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市常磐 2-2-13
10:00 ～18:00
日曜日・祝日

木下茶園ハーブクラブ

 TEL 0596-24-6747

ココナッツオイルの手作りハンドクリーム10

3/12（日）
14:00 ～16:00

おいしいピクルスのかんたんな作り方講座です。春野菜の
旬の味をよりいっそう引き出す手軽でカンタンにできる
講座内容です。

講師　中村 雅美（有）中幸青果

春・野菜・ピクルスのかんたん作り方講座11

●材料費/2,000 円
●定　員/1講座につき5名

2/19（日）、
13:00 ～14:00

むずかしいと思われているワインですが、気軽に楽しく勉
強して、お気に入りのワイン見つけませんか？

●会　場/自分のお店
●対　象/20 才以上
●持ち物/なし

講師　田端 美保

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市本町13-4　菊花ビル2F
17:00 ～24:00
水曜日

ワインバー　Poni Anela

 TEL 0596-29-1599

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市本町13-6
10:00 ～18:00
無休

伊勢角屋麦酒 外宮前店

 TEL 0596-20-5505

気軽にワインを楽しみましょう05

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき4 名

2/10（金）
18:30 ～19:30

ビールの基礎講座の後、実際にいくつかのビールをテイス
ティングしつつ、ビールのプロフェッショナルな楽しみ方
のさわりの部分を体験します。
●会　場/自分のお店
●対　象/20 才以上
●持ち物/なし

ビールのちょっとプロフェッショナルな楽しみ方講座04

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき4 名

2/15（水）、3/2（木）
両日とも
11:00 ～12:00
2/26（日）
14:00 ～15:00

腰やひざが痛い！運動、介護、リハビリ等目的によって靴
の種類、サイズが変ります。足と靴の関係や靴のお手入れ
テクニックを知りましょう。
●会　場/自分のお店 
●対　象/どなたでも
●持ち物/黒色の革靴（ヌバックやスエード皮は除く）

講師　橘 正志

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市曽祢1-9-15
9:30 ～19:00
不定休

たちばな靴店

 TEL 0596-28-6751

足と靴の健康講座！とお手入れテクニックⅡ15

●材料費/500 円
●定　員/1講座につき8 名

2/15（水）、2/22（水）、
3/1（水）、3/8（水）
全て10:00 ～11:00

プロの技をご家庭で、少しの時間で美味しくできる技術を
伝授します。
●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/筆記用具

講師　島津 誉

住　　所
受付時間

定 休 日

伊勢市本町5-3　浦田ビル1F
ランチ11:30 ～14:00、カフェ14:00 ～
15:30、ディナー17:30 ～21:00（L.O）
木曜日

伊勢外宮参道料理店　鉄饌

 TEL 0596-21-3000

これであなたもホームシェフ !?02

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき 6～ 8 名

3/5（日）　
13:00 ～15:00

古くは戦国時代から保存食として伝わる干し芋茎、一度食
べて知って下さい。

●会　場/外宮参道 金近
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　松田 将之

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市二俣1-7-16
12:30 ～15:00
日曜日・祝日

松田青果センター

 TEL 090-2617-0628

干し芋茎を食べよう08

●材料費/０円
●定　員/1講座につき８名

2/16（木）
14:00 ～15:00
2/11（土）、2/20（月）、
3/5（日）
全て10:00 ～11:00

外宮さんのまち「やまだ」が大好きな鉄饌オーナー山下の
「人生を楽しくする発想法講座」です。「人生、ちょっと得し
た気分」になれるかも？
●会　場/自分のお店 
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし（必要であれば筆記用具）

講師　山下 智史

住　　所
受付時間

定 休 日

伊勢市本町5-3
ランチ11:30 ～14:00、カフェ14:00 ～
15:30、ディナー17:30 ～21:00（L.O）
木曜日

伊勢外宮参道料理店　鉄饌

 TEL 0596-21-3000

やわらかあたま塾（人生を楽しむ発想法）02

●持ち物/なし
●材料費/0 円
●定　員/1講座につき10 名

2/11（土）、2/26（日）
両日とも
14:00 ～15:00

伊勢は、はじまりのまち。
伊勢の風呂文化についてお話しします。

http://ise-asahiyu.
com/

●会　場/旭湯多目的ホール
●対　象/小学生以下は
　　　　　保護者同伴

講師　酒徳 覚三

住　　所
受　　付

定 休 日

伊勢市神久1-1-16 勢田川清浄防橋前
FAX にて住所、氏名、連絡先を書いて
お申込みください。
不定休（月２回）

汐湯 おかげ 風呂舘 旭湯

 FAX 0596-26-1126 TEL 25-1126

純銭湯の元祖　伊勢与市翁に学ぶ34

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき4 名

2/13（月）、2/21（火）
両日とも
10:30 ～11:30

夜眠れない、朝がつらい、寝たのに疲れている、夜中に何度
も目が覚める、昼間眠い、そんな悩みのお手伝い、分かりや
すい眠りの講座です。
●会　場/自分のお店 
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　平松 隆太

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市宮町1-9-19
10:00 ～19:00
水曜日

「眠り屋」ヒラマツ

 TEL 0596-23-3591

いい朝を迎えるための眠りの講座

●材料費/2,000 円
　（更紗のふろしき大小2枚）
●定　員/1講座につき6 名

2/11（土）、2/12（日）
両日とも
16:00 ～17:00

ふろしき大小２枚を使って、色々なものを包みます。

●会　場/自分のお店 
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　加藤 ひとみ

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市大世古 2-2-14
10:00 ～19:00
月曜日

遊華人倶楽部

 TEL 0596-25-0884

包んで楽しむふろしき♪

●材料費/500 円
●定　員/1講座につき3 名程度

2/14（火）、2/28（火）、
3/10（金）
全て13:00 ～14:00
2/21（火）、3/7（火）
両日とも
16:00 ～17:00

パソコンでお絵かき（ワード絵・絵手紙いずれか）
パソコンの基礎（文字入力のやり方ほか）
スマホ・タブレットの基本操作
●会　場/自分のお店 
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　小林 均・大西 芳・谷口 幸代

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市八日市場町10-20
9:00 ～17:00
日曜日・祝日

マテリアル伊勢パソコン教室

 TEL 0596-28-7899

パソコン・スマホ・タブレットを活用しよう !!3231

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき4 名

2/15（水）、2/22（水）、
3/1日（水）
全て6:00 ～7:00

2日前までに申し込み下
さい

生活・暮らしに役立つ法律知識
やさしく、お教えします

●会　場/自分のお店 
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　田形 祐樹

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市吹上1-8-30　亀田ビル3階
9:00 ～17:00
土曜日・日曜日・祝日

伊勢法律事務所

 TEL 0596-20-0555

知っておきたい法律知識（相続・交通事故）37

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき3名
　　　　  または３組

2/14（火）
10:30 ～11:30
2/27（月）
16:00 ～17:00
3/4（土）
18:00 ～19:00

日本人ならだれでも納得できるお墓の話。二千年の昔から
日本人がお墓に込めてきた「大切な心」の原点をわかりや
すく解説させていただきます。
●会　場/自分のお店 
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　中村 幸弘

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市一之木1-13-17
平日 8:00 ～18:00、日・祝10:00 ～18:00
なし

中村石材仏壇店

 TEL 0596-28-5390

お墓はなぜ必要か？日本人の先祖観について33

●材料費/０円
●定　員/1講座につき5名

2/19（日）、2/26（日）
両日とも
15:30 ～16:30

近視・遠視・老眼のちがいと、それぞれの眼のしくみ。
遠近両用レンズなどレンズのしくみ。

●会　場/自分のお店 
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師 中川 正仁メガネのナカガワ

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市曽祢１-2-17
11:00 ～15:00
月曜日

 TEL 0596-25-7701

なぜ掛けるメガネと眼のしくみ30

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき20 名

3/8（水）
15：00～16：00

地域の宝を発掘し、地域を活性化する活動についてお話し
します。将来の伊勢を見据えて、伊勢地域のまちづくりに
ついて皆で話し合いましょう！
●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　岸川 政之

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市大世古 2-6-12
9:00 ～15:00
土曜日・日曜日

株式会社 百五銀行 新道支店

 TEL 0596-25-2105

これからの「まちづくり」について26

●材料費/０円
●定　員/1講座につき4 名

2/22（水）
14:00 ～15:00

普通の折紙ではありません。室町時代に完成された武家の
礼法。折目正しい日本の折形にふれてみませんか？

●会　場/自分のお店 
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　世古 一夫

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市一之木 2-1-23
10:00 ～16:00
月曜日

ミツグ結納店

 TEL 0596-28-2841

脳を活性化させる折形教室23

●材料費/500 円
●定　員/１講座につき3名
　　　　　または3組

3/5（日）
14:00 ～15:00

実際にお魚をさばきながら、ちょっとしたコツや方法をお話しします。
その場の疑問やお魚についての考え方も一緒にお話ししましょう。
●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/包丁、エプロン
　　　　　（汚れても良い服装）

講師　山本 祐司

住　　所
受付時間

定 休 日

一之木 2-3-5
11：30 ～14：00
17：00 ～24：00
日曜日・第 3月曜日

居酒場 cozaru

 TEL 0596-64-8999

お魚のさばき方とむずかしく考えないお刺身25

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき4 名

2/13（月）、2/20（月）、
3/6（月）、3/9（木）
全て14:00 ～15:00

足の疲れやむくみが気になる方、一度体験してみません
か。

●会　場/自分のお店
●対　象/女性
●持ち物/なし

講師　浦田 奈々

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市大世古 2-4-7
11:00 ～19:00
年中無休

和食処　魚勘

 TEL 0596-24-3017

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき6 名

2/25（土）、3/11（土）
両日とも
14:00 ～15:00

協生薬局はヘルシーアンドビューティをめざし、処方せん
といろいろな年齢の方の体のなやみや漢方相談などを行
います。どうぞ楽しい話を聞きに来て下さい。
●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　山本 人実

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市曽祢1-1-7
9:00 ～18:30
日曜日・祝日

協生薬局

 TEL 0596-28-5541

あなたの元気　応援します！29

24

●材料費/1,500 円
●定　員/1講座につき5名

2/21（火）
10:30 ～12:00
2/12（日）、2/18（土）、
3/5（日）
全て13:30 ～15:00

初めての方でも簡単に楽しめる寄せ植え講座。早春から梅
雨迄咲き続ける花苗を選んで、日頃の花作りの疑問いろん
なヒントを学んでいただきます。
●会　場/自分のお店、フードラボ
●対　象/どなたでも
　お子様連れの方大歓迎 !!
●持ち物/ショベル・新聞紙・手拭きタオル・持ち帰りのゴミ袋（大）

講師　天野 千秋

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市宮後 2-2-14
9:00 ～19:00
月曜日

天野園芸

 TEL 0596-28-2441

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき3名

2/28（火）、3/7（火）
両日とも
19:00 ～20:00 頃

自分に似合う、Ｔシャツを一緒に選びませんか？

●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　野村 功

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市大世古 2-1-17
12:00 ～20:00
水曜日

SUN　SPIRIT

 TEL 0596-23-1712

Ｔシャツ選びのコツ、知ってますか？19

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき3名

2/18（土）
10:30 ～11:30
2/24（金）
13:30 ～14:30

さまざまな色や形・種類の真珠に触れ、見分け方・お手入
れ・保管方法などを分かりやすくお教えします。真珠が
もっと身近になりますよ！
●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　山本 久美子

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市宮後 2-1-13
9:30 ～17:00
土曜日・日曜日・祝日

タヒチ真珠

 TEL 0596-20-8018

ようこそ！真珠の世界へ！18

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき4 名

2/23（木）
14:00 ～15:00

あなたの大切なバッグのお手入れ方法。
特に黒のバッグのカビやスレなど、もし現物があればお持
ち下さい。
●会　場/自分のお店 
●対　象/どなたでも
●持ち物/あれば手入れをしたいご自分のバッグ（ファーは不可）

講師　世古 えりな

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市一之木 2-1-23
10:00 ～16:00
月曜日

アン　ミツグ

 TEL 0596-28-2839

バッグのお手入れ方法23

早春を彩る寄せ植え講座20簡単な足つぼマッサージ17

●材料費/500 円
●定　員/1講座につき3～ 4 名
　　　　　または1組

毎週土曜日開催
14:00 ～16:00

野菜の飾り切り（むきもの）でご家庭の料理を引き立てて
みませんか。家庭用庖丁で出来てしまうむきものを楽しく
作りましょう。
●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/庖丁、まな板

講師　工藤 龍一

住　　所
受付時間

定 休 日

伊勢市曽袮1-13-2
2 月1日（水）～
10:00 ～17:00
12/31～1/1

藤むら家

 TEL 090-1569-1985

料理を彩る飾り切りで主婦力ｕｐ！35

●材料費/500 円
●定　員/1講座につき8 名まで

2/16（木）
18:00 ～19:00

日本酒に合う、家庭で男性にも簡単にできるおつまみを一
緒に味わってみませんか。

●会　場/自分のお店
●対　象/20 才以上
●持ち物/なし

講師　鈴木･中川

住　　所
受付時間

定 休 日

伊勢市曽祢1-7-2
11:00～14:00LO、17:00～20:00LO、
21:30 閉店
水曜日

日本料理　花菖蒲

 TEL 0596-27-1381

日本酒に合う簡単おつまみ料理36
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講師　代表取締役　鈴木 成宗

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき3名
　　　　 または１組

2/16（木）、2/25（土）、
2/28（火）
全て19:00 ～20:00

簡単な革靴の磨き方とお手入れ方法を革クリームやワッ
クスの説明と一緒にご案内します、磨きたい革靴をご持参
下さい！
●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/磨きたい革靴

講師　野村 純司

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市一之木 2-2-20
11:00 ～19:00
月曜日

イスズ洋行　イクシーズ

 TEL 0596-23-3455

おしゃれは足元から！　革靴の磨き方講座21

●材料費/０円
●定　員/１講座につき10 名

9/11（日）、9/25（日）
両日とも
13:00 ～14:00

あなたもハンターになりませんか？
今年デビュー予定の猟師が狩猟の必要性や狩猟免許の取
り方をお話しします。
●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　中村 完

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市大世古２-2-18
10:00 ～21:00
無休

ユメビトハウス

 TEL 090-7671-0510

猟師（仮）と学ぶ狩猟の世界26

●材料費/０円
●定　員/１講座につき10 名

2/12（日）、2/15（水）、
2/19（日）
全て14:00 ～15:00

ゲストハウスを運営するオーナーが今度新しく制定され
る民泊法を活用した空き家空き店舗の活用の可能性につ
いてお話させていただきます
●会　場/自分のお店
●対　象/30 ～ 80 歳
●持ち物/なし

講師　水落 勝彦

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市大世古２-2-18
9:00 ～21:00
無休

ユメビトハウス

 TEL 080-3529-9788

新しい民泊法による空き家空き店舗活用術22

●材料費/0 円
●定　員/1講座につき 4名

2/18（土）、3/4（土）
両日とも
13:00 ～13:40

牛ばら肉のスジや脂肪を取り除きながら、部分別に料理に
あったカットを説明していきます。

●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　森本 惠也　

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市宮後1-7-36
9:00 ～18:00
火曜日

めし勇 精肉店

 TEL 0596-24-2983

松阪牛バラ肉の整形と加工（カット）27

●材料費/1,500 円
●定　員/1講座につき6 名

2/15（水）、2/22（水）
両日とも
10:30 ～12:00

ＪＳＡ認定講師の中西が、やさしく丁寧に教えます。今回
のテーマは『春のアイシングクッキー』です。是非ご参加下
さい。
●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/ハンドタオル・エプロン

講師　中西 絵美

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市本町4-7　ジョイナス伊勢1F
11:30 ～23:00
水曜日

ビストロ・ブータントラン

 TEL 0596-29-3308

簡単・楽しい『アイシングクッキー』教室28

●材料費/０円
●定　員/１講座につき10 名

9/11（日）、9/25（日）
両日とも
13:00 ～14:00

あなたもハンターになりませんか？
今年デビュー予定の猟師が狩猟の必要性や狩猟免許の取
り方をお話しします。
●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

講師　中村 完

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市大世古２-2-18
10:00 ～21:00
無休

ユメビトハウス

 TEL 090-7671-0510

猟師（仮）と学ぶ狩猟の世界26

●材料費/０円
●定　員/１講座につき5名

2/14（火）、2/28（火）、
3/11（土）
全て14:00 ～15:30

ふろしきの使い方は自由自在、包むだけではもったいな
い！ふろしきの持つ可能性を知り、いろんな活用方法を学
んでいきましょう。
●会　場/自分のお店
●対　象/どなたでも
●持ち物/ご自宅に風呂敷があればお持ち下さい

講師　髙倉 三希子

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市曽祢1-13-7
9:00 ～19:00
木曜日

㈲たかくら

 TEL 0596-24-0168

包む･運ぶ･飾る～ふろしき活用術38

栄町商店会栄町商店会

●材料費/1,000 円
●定　員/1講座につき10 名

●会　場/自分のお店　人数が増えた場合は、うらのはし組合事務所
●対　象/どなたでも
●持ち物/なし

住　　所
受付時間
定 休 日

伊勢市常磐 2-6-21
12:30 ～17:30
日曜日

 TEL 0596-28-2305
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