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5/10
金曜日

【北上会場】

テレビや雑誌でも特集が組まれる程人気の習い事！

ポーセラーツ教室
時間／10:00-14:00
定員／3名（3日前までに要予約）

参加料／1,000円+材料費／1,500円（税込）

白磁にお好きな柄を選んで貼り、食器やイン
テリア用品が作れます。マグカップやプレー
トがお得に作れる体験レッスンもご用意しま
した。お気軽にお問い合わせください☆
講師：高橋氏

予約受付中
予約・問合せ先

keiranthos@gmail.com 
https://ameblo.jp/keiranthos 

またはtel.080-5553-3445 高橋まで

5/13
月曜日

【北上会場】

うたってふれて、親子のほっこりなひとときを♪

わらべうたベビーマッサージ
時間／10:30-12:00定員／6組（3日前迄に要予約）

参加料／1,500円（税込）※オイル・お茶付
持ち物／バスタオル・赤ちゃんの水分補給
対象／妊婦さん・2か月～1歳頃の赤ちゃんとママ
わらべうたのふれあい遊びやオイルマッサー
ジで赤ちゃんとのスキンシップの時間を過
ごします。マッサージ後はお茶っこタイムで
ほっこりしましょう。
講師：佐藤 亜優（さとうあや）氏

予約受付中
予約・問合せ先

jg.7-ard@i.softbank.jp
または tel.090-6625-3160 佐藤まで

5/11
土曜日

【北上会場】

テレビや雑誌でも特集が組まれる程人気の習い事！

ポーセラーツ教室
時間／10:00-14:00
定員／3名（3日前までに要予約）

参加料／1,000円+材料費／1,500円（税込）

白磁にお好きな柄を選んで貼り、食器やイン
テリア用品が作れます。マグカップやプレー
トがお得に作れる体験レッスンもご用意しま
した。お気軽にお問い合わせください☆
講師：高橋氏

予約受付中
予約・問合せ先

keiranthos@gmail.com 
https://ameblo.jp/keiranthos 

またはtel.080-5553-3445 高橋まで

5/18
土曜日

【北上会場】

テレビや雑誌でも特集が組まれる程人気の習い事！

ポーセラーツ教室
時間／10:00-14:00
定員／3名（3日前までに要予約）

参加料／1,000円+材料費／1,500円（税込）

白磁にお好きな柄を選んで貼り、食器やイン
テリア用品が作れます。マグカップやプレー
トがお得に作れる体験レッスンもご用意しま
した。お気軽にお問い合わせください☆
講師：高橋氏

予約受付中
予約・問合せ先

keiranthos@gmail.com 
https://ameblo.jp/keiranthos 

またはtel.080-5553-3445 高橋まで

5/23
木曜日

【北上会場】

テレビや雑誌でも特集が組まれる程人気の習い事！

ポーセラーツ教室
時間／10:00-14:00
定員／3名（3日前までに要予約）

参加料／1,000円+材料費／1,500円（税込）

白磁にお好きな柄を選んで貼り、食器やイン
テリア用品が作れます。マグカップやプレー
トがお得に作れる体験レッスンもご用意しま
した。お気軽にお問い合わせください☆
講師：高橋氏

予約受付中
予約・問合せ先

keiranthos@gmail.com 
https://ameblo.jp/keiranthos 

またはtel.080-5553-3445 高橋まで

5/13
月曜日

【盛岡会場】

ハンドメイド初心者さんでも簡単にできます。

キャンディリボンのアクセサリー
時間／10:30-12:00  参加料／1,000円（税込）

定員／5名（3日前までに要予約）

持ち物／はさみ
アンテプリマなどのワイヤーバックで使われてい
る、水濡れ OK のテープを使って作ります。ハン
ドメイド初心者さんでも簡単にお作り頂けます。
ぷっくりと可愛らしいフォルムのキラキラアクセサ
リーです。
講師：Coquette.715認定講師 Laule'a（ラウレア）

予約受付中
予約・問合せ先

 laulea9yuki@gmail.com
ブログ : https://ameblo.jp/laulea9yuki

5/16
木曜日

【北上会場】

身体がかたくてもできる、世界一カンタンな
ヨーガ。無理なポーズはとりません。

和みのヨーガ
時間／10:00-12:00 参加料／1,500円（税込）

定員／10名（3日前までに要予約）
持ち物／ヨガマット、（あれば）五本指ソックス、飲み
物、子連れの際は音が出ないおもちゃ。
和みのヨーガは日本生まれの優しい手当法です。
身体のあちこちに手を当て自然治癒力を高めてい
きます。妊娠中、産後1ヶ月からご参加頂けます。
講師：ななきだ るりこ 氏

予約受付中
予約・問合せ先

ruri.nagomi@icloud.com
https//i-uminoie.amebaownd.com  

tel:090-7537-0304 ななきだまで

5/16
木曜日

【盛岡会場】

シミ・くすみ対策にお悩みの方・美白ケアをした
みたい…お手入れ初心者さんも大歓迎♪

うるるん美白ハンドケア
時間／10:30-12:00  参加料／1,000円（税込）

定員／4名（3日前までに要予約）
持ち物／ハンドタオル・お土産付（美白マスク
プレゼント♥）　紫外線量 UP！日焼けしやすい
この時期…普段お顔に使うアイテムを使って、贅
沢に手のスペシャルケアを体験いただきます。
お気軽にお問い合わせください。

予約受付中
予約・問合せ先

 zk.31003@gmail.com
またはtel.080-1695-4829 畠山まで

講師：ナリスビューティステーション【デ・アイム盛岡】畠山聡美氏

5/17
金曜日

【盛岡会場】

盛岡さんさに向けて！つまみ細工に挑戦して
みませんか♪初心者の方から簡単OK!!

つまみ細工でヘアアクセ
サリー手作りレッスン
時間／10:00-12:00定員／6名（前日までに要予約）

参加料／初級・中級各2,500円（税込）

　　　　（バレッタ・ヘアピン・ブローチなど）
　　　　上級全2回で4,000円（税込）（コーム）
＊ご希望のお色味がありましたらお申込み時にお伝えください

講師：Salon de Ohana 清水 友美氏

予約受付中
予約・問合せ先

https://ws.formzu.net/fgen/S71043601
又はアメブロ内お申込みフォームからどうぞ

Salon de Ohana で検索！

5/12
日曜日

【盛岡会場】

相続なんて、お金持ちの家しか関係ないでしょ？…
と思っていませんか？

不動産の相続勉強会
時間／10:00-12:00（STEP4）
参加料／1,000円（税込）

※全５回一括申込で3,000円（税込）
定員／6名（申込先着・要予約）
不動産相続勉強会は全 5 回構成となってお
ります。今回は『節税の対策及び方法』とし
て準備から対策、土地活用事例を学びます。
講師：ニッセイ不動産　阿部 氏・菊池 氏

予約受付中
予約・問合せ先

https://fsouzoku.jp/shop/shop_detail/153
tel:019-613-4181 阿部・菊池まで

5/20
月曜日

【盛岡会場】

男の子ママ必見！
ベビースキンケア教室♡

おちんちんケア
時間／10:30-12:00参加料／1,500円（税込）

定員／5名（3日前までに要予約）
持ち物／バスタオル・いつものお出かけセット
今回のテーマは「おちんちんケア」男の子ママに
は知っておいて欲しい大切なケア。ママのギモ
ンを楽しく解決!!楽しくワイワイお伝えします♪
講師：lunalua（ルナルア）川村  朋子　氏

予約受付中
予約・問合せ先

lunalua0925@gmail.com
https://ameblo.jp/lunalua-baby/

5/22
水曜日

【盛岡会場】

光と色彩のハーモニー♪

マーブルアート
～可愛いラビット作り～
時間／10:00-12:00 定員／5名（3日前迄に要予約）

参加料／2,200円（税込）
光を浴びてキラキラ輝くビー玉とワイヤーで
作る盛岡生まれのクラフトです。マーブルアー
ト作品の中でも人気のある「ラビット」です。あ
なたの可愛いラビットを作ってみませんか？
講師：マーブルアートマイスター 菊池 広江氏

予約受付中
予約・問合せ先

k.hiroe-5557-0513@ezweb.ne.jp
または tel.090-7566-5380 菊池まで

5/23
木曜日

【盛岡会場】

相続なんて、お金持ちの家しか関係ないでしょ？…
と思っていませんか？

不動産の相続勉強会
時間／10:00-12:00（STEP4）
参加料／1,000円（税込）

※全５回一括申込で3,000円（税込）
定員／6名（申込先着・要予約）
不動産相続勉強会は全 5 回構成となってお
ります。今回は『節税の対策及び方法』とし
て準備から対策、土地活用事例を学びます。
講師：ニッセイ不動産　阿部 氏・菊池 氏

予約受付中
予約・問合せ先

https://fsouzoku.jp/shop/shop_detail/153
tel:019-613-4181 阿部・菊池まで

5/25
土曜日

【北上会場】

テレビや雑誌でも特集が組まれる程人気の習い事！

ポーセラーツ教室
時間／10:00-14:00
定員／3名（3日前までに要予約）

参加料／1,000円+材料費／1,500円（税込）

白磁にお好きな柄を選んで貼り、食器やイン
テリア用品が作れます。マグカップやプレー
トがお得に作れる体験レッスンもご用意しま
した。お気軽にお問い合わせください☆
講師：高橋氏

予約受付中
予約・問合せ先

keiranthos@gmail.com 
https://ameblo.jp/keiranthos 

またはtel.080-5553-3445 高橋まで

5/15
水曜日

【北上会場】

赤ちゃんへ、ふれあいのプレゼント♡

ベビーマッサージ（２ヶ月-1歳）
時間／10:30-12:00 参加料／2,000円（税込）

定員／8名（3日前までに要予約）
持ち物／バスタオル・いつものお出かけセット
対象／生後２ヶ月～1歳までの赤ちゃんと保護者様
元保育士が伝えるベビーマッサージ。生活の中
で楽しめるマッサージやふれあい遊びをお伝
えしています。お持ち帰りできる簡単なおも
ちゃ作りや製作もしています♪
講師：「てってのね」斉藤とも絵 氏

予約受付中
予約・問合せ先

salon.tette@gmail.com
LINE@ID:  @fgk3035q

5/17
金曜日

【盛岡会場】

毎日子育てを頑張っているママへ
自分へのご褒美をあげましょう

KCS姿勢調整体験会
時間／10:00-12:00
定員／5名（前日迄に要予約）参加料／無料
その他／動きやすい服装でお越しください
毎日の家事や育児で溜まった疲れを癒しませ
んか？痛みを感じない手技療法です。おんぶ・
抱っこでゆがんだ姿勢を整えましょう。

講師：姿勢調整師　舘越 笑美子 氏
予約受付中
予約・問合せ先 tel.090-9530-5641 舘越まで

5/22
水曜日

【盛岡会場】

毎日子育てを頑張っているママへ
自分へのご褒美をあげましょう

KCS姿勢調整体験会
時間／10:00-12:00
定員／5名（前日迄に要予約）参加料／無料
その他／動きやすい服装でお越しください
毎日の家事や育児で溜まった疲れを癒しませ
んか？痛みを感じない手技療法です。おんぶ・
抱っこでゆがんだ姿勢を整えましょう。

講師：姿勢調整師　舘越 笑美子 氏
予約受付中
予約・問合せ先 tel.090-9530-5641 舘越まで

5/18
土曜日

【盛岡会場】

基礎からわかる　

女性のためのマネー講座
時間／10:00-12:00　参加料／無料
定員／5名（3日前までに要予約）
金融ならではの難しい話は苦手。将来年金いくら
もらえるの？このままで大丈夫？お金のことって
誰に相談したら良いかわからない。将来に向けて、
お金と賢く付き合うための基本を学びませんか。

講師：笹田 幸子 氏　SL18-3360-0056

予約受付中
予約・問合せ先

https://ssl.form-mailer.jp/fms/24ab2059585771
またはtel.090-3128-7726 笹田まで
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日程 曜日 会場 講座名 時間 参加料（税込） 定員 申込 ・連絡先

6/2 日 盛岡 おやべん体験お茶会 13:00-14:30 3,240円 3 https://ws.formzu.net/fgen/S26878387/

6/6 木 北上 ベビーマッサージ 10:30-12:00 2,000円 8 LINE@ID　@fgk3035q

6/7 金 盛岡 アロマ基礎と強運アロマ香ルージュ 10:00-12:00 2,000円 5 tel.080-6056-6048（SMOK）

6/9 日 盛岡 不動産の相続勉強会 STEP5 10:00-12:00 1,000円 6 https://fsouzoku.jp/shop/shop_detail/153

6/10 月 北上 わらべうたベビーマッサージ 10:30-12:00 1,500円 6 tel.090-6625-3160

6/12 水 盛岡 幼児のシャンプー教室 10:30-12:00 1,000円 5 https://ameblo.jp/laulea9yuki

6/13 木 盛岡 ツヤ肌メイクレッスン♡ 10:30-12:00 1,000円 4 tel.080-1695-4829

6/20 木 盛岡 ベビースキンケア教室♡UVケア 10:30-12:00 1,500円 5 https://ameblo.jp/lunalua-baby/

6/21 金 盛岡 つまみ細工でヘアアクセサリー手作りレッスン 10:00-12:00 2,500円- 6 https://ws.formzu.net/fgen/S71043601/

6/21 金 盛岡 女性のためのマネー講座 10:00-12:00 無料 5 tel.090-3128-7726

6/22 土 盛岡 マーブルアート講座『ラビット』 10:00-12:00 2,200円 5 tel.090-7566-5380

6/24 月 盛岡 きらきら移動ポケット&バック作り 10:00-13:00 2,000円 6 https://ameblo.jp/laulea9yuki

6/27 木 盛岡 不動産の相続勉強会 STEP5 10:00-12:00 1,000円 6 https://fsouzoku.jp/shop/shop_detail/153

6/27 木 盛岡 ワンちゃんのペットアロマ 10:00-12:00 1,800円 5 tel.080-6056-6048（SMOK）

6/27 木 北上 ベビースキンケア（おちんちんケア） 10:30-12:00 1,500円 5  LINE@ID　@fgk3035q  

6/30 日 盛岡 おやべん体験お茶会 13:00-14:30 3,240円 3 https://ws.formzu.net/fgen/S26878387/
※詳細は次回の案内に掲載します。 お問合せ ・お申し込みは各教室の講師の方へお願い致します。

5/31
金曜日

【盛岡会場】

ママのお手当て植物療法

ママと子供の
　アロマテラピー
時間／ 10:00-12:00
参加料／1,000円+材料費800円（税込）
定員／3名（前日昼までに要予約）
メディカルアロマの基礎知識、実際の使い
方をお伝えします。ママの不調、子供の乾燥
肌等、ご希望のアロマクラフトを2つ作ります。
講師：アロマウェルネスアドバイザー 桜田 正美 氏

予約受付中
予約・問合せ先 080-6056-6048 ショートメールにて

5/31
金曜日

【北上会場】

正しい知識でこどものお肌を守る♡

ベビースキンケア（UV対策）
時間／10:30-12:00 定員／5組（要予約）
参加料／1,500円（税込） 持ち物／バスタオル、
お子様の日焼け止め（または保湿）クリーム 
対象／生後２ヶ月以降のお子様とご家族様 赤
ちゃん、子どもに UVケアは必要？どんな日
焼け止めを使ったらいいの？お肌のこと、働
きを知って紫外線からお子様のお肌を守りま
しょう！（お肌への塗り方レッスンあり）
講師：タッチケアセラピスト斉藤とも絵 氏

予約受付中
予約・問合せ先

salon.tette@gmail.com 
LINE@ID: @fgk3035q  てってのね

5/30
木曜日

【盛岡会場】

カサカサお肌にさようなら♪

ベビースキンケア教室♡保湿
時間／10:30-12:00参加料／1,500円（税込）

定員／5名（3日前までに要予約）
持ち物／お使いの保湿剤（あれば）・バスタオル・
いつものお出かけセット
今回のテーマは「保湿」赤ちゃんから10歳くらい
のお子様向け！お肌のトラブルを防ぐには？ママ
のギモンを楽しく解決!!手遊びあり、お歌あり、
楽しくワイワイお伝えします♪
講師：lunalua（ルナルア）川村  朋子 氏

予約受付中
予約・問合せ先

lunalua0925@gmail.com
https://ameblo.jp/lunalua-baby/

5.19sun 13：00KO　いわぎんスタジアム
パルコホームPresents
2019明治安田生命J3リーグ第9節vsセレッソ大阪U-23

この日のグルージャの試合はパルコデーです！

5/29
水曜日

【盛岡会場】

海外で大人気の歯固めジュエリー

名入れ歯固めジュエリー
時間／10:30-11:30　持ち物／ハサミ
参加料／2,400円（税込）

定員／5名（3日前までに要予約）
安心安全なシリコンビーズや木製パーツで
作ります。カラフルで可愛い、世界にひとつ
のママからの贈り物を作りましょう。
講師：ハンドメイドサロンLaule'a（ラウレア）
　　　　　　　　　　　　　大井 幸恵 氏

予約受付中
予約・問合せ先

laulea9yuki@gmail.com
https://ameblo.jp/laulea9yuki

5/29
水曜日

【盛岡会場】

基礎からわかる　

女性のためのマネー講座
時間／10:00-12:00　参加料／無料
定員／5名（3日前までに要予約）
金融ならではの難しい話は苦手。将来年金いくら
もらえるの？このままで大丈夫？お金のことって
誰に相談したら良いかわからない。将来に向けて、
お金と賢く付き合うための基本を学びませんか。

講師：笹田 幸子 氏　SL18-3360-0056

予約受付中
予約・問合せ先

https://ssl.form-mailer.jp/fms/24ab2059585771
またはtel.090-3128-7726 笹田まで

5/30
木曜日

【北上会場】

身体がかたくてもできる、世界一カンタンな
ヨーガ。無理なポーズはとりません。

和みのヨーガ
時間／10:00-12:00 参加料／1,500円（税込）

定員／10名（3日前までに要予約）
持ち物／ヨガマット、（あれば）五本指ソックス、飲み
物、子連れの際は音が出ないおもちゃ。
和みのヨーガは日本生まれの優しい手当法です。
身体のあちこちに手を当て自然治癒力を高めてい
きます。妊娠中、産後1ヶ月からご参加頂けます。
講師：ななきだ るりこ 氏

予約受付中
予約・問合せ先

ruri.nagomi@icloud.com
https//i-uminoie.amebaownd.com  

tel:090-7537-0304 ななきだまで
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