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チョコレートコスモス

それぞれの個性を生かしたお花を一緒に作りましょう。
https://www.facebook.com/chocos87 齋藤 智子 2090-9637-4647

素足が嬉しい毎日に＊足のトラブル出張ケア・無料相談。
http://ameblo.jp/3-lapis
池田 朋子 2090-8347-4340

モノコト展

花のアトリエ

日々の暮らしアロマでリラックスしませんか？
http://s.ameblo.jp/nagomi-01-happy/ 阿部 さおり 2080-2832-9568

rikka

アロマリフレ＆ヘッドセラピー 癒しの時間をあなたに。
http://ameblo.jp/healing-rikka/ 風間 慶子 2080-2832-4644

Nao空間設計

暮らす人と共に呼吸し、時を重ねていける家づくり。
http://nao-kk.com
栗本 直美 20235-33-0038

家具工房 結

柔らかいデザインが特長。テーブル、椅子、箪笥小物等。
http://kuwatyan.blog134.fc2.com 桑原 信之 2080-3144-9579

パラディーゾ

もっと美味しい、楽しいコーヒーを庄内の皆さまに。
http://paradiso.shop-pro.jp
後藤 康之 20235-64-1303

農的暮らし研究所

50年前の農を中心としたライフルスタイルの提案。
E-mail:chope@softbank.ne.jp
小松 馨 2080-3361-3553

office ALIVE／天地舎

布ナプキンや蜜ろうキャンドル、オーガニックやフェアトレードの自然派製品。
http://www.alive618.com
佐藤 暁子 20235-64-0615

Yoga Shantidam

「ヨーガシャンティダム」

穏やかで平和に満ちる心のヨーガ。
http://shantidam.web.fc2.com 佐陽子&ぐっち2080-1263-0845

操体法の整体院

HareRu プリザーブドフラワー

生活に似合った、
お花のご提案。素敵なお花を作りましょう。
http://hareru888.com
馬場 連 2090-6687-5814

遊び紙

創作本の手づくり、布箱や、紙を使って色々楽しむ。
E-mail:mt60@fuga.ocn.ne.jp 丸山 俊男 2090-2972-4174

らくしゅみ

ここち良いは体にいい！自分で出来る体の整え方いろいろ。
http://rakushumi11.jimdo.com 鈴木 敦士20235−33−8158

純 天晶

eple

もっとシンプルに、
もっと大胆に、
もっと魅力的なデザインを。
http://eple.biz
野口 孝士 20235-35-1399

出張専門で占いいたします。イベント出演、占い教室も開催。

2090-1373-2211

東海林 晴哉

写真企画

至 酒田市↑

食事処
あび子
羽前大山

●

ローソン

★

2090-4313-6871
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Studio Woods

◎スタジオ・ウッズ

撮影：プロフィール写真いかがですか。お渡しはデータCDで。

http://d.hatena.ne.jp/Haruya_T

麺処いろは ●
●

エンジェル占い

7

ムサシ

清川屋

コーヒー屋

無理せず楽しく笑顔で☆身体と心が喜ぶ時間を♪
E-mail:cocoro2007@brown.plala.or.jp 齋藤 瑞穂 2090-1932-2095

Tokumoto

オリジナルキャンドルでやさしい時間作りしませんか？
http://ameblo.jp/ias109
德本 利江子 2090-7938-2125

●

鶴岡 IC
●

鶴岡市山田字油田147-2 20235-33-0038
http://www.studio-woods.net

Studio Woods

ささやかなこだわり
「暮らすコトを楽しむ」

1/18 ㈰

毎週水曜日

木のコーヒー
スプーンを
作ろう＋α

リラックスヨーガ

〜心と体に安らぎを〜
ヨーガ+お茶。
ゆっくり丁寧に無理なく
心と体をゆるめていきます。

時間／19:15〜21:15（1/7、2/11、3/25はお休み）
定員／5名 参加料／1回1,500円、6回チケット7,500円
※ヨガマットレンタル無料。動きやすい服装で適度な空
腹時にご参加下さい。
Yoga Shantidam

ぐっち 2090-4371-5961

時間／13:30〜16:00
定員／8名 費用／3,000円
※木のコーヒーメジャースプーンや他コーヒーグッズの
製作、
コーヒー教室。
家具工房 結

1/24 ㈯

1/17 ㈯

木のぬくもり！
桑原さんの
栗の木の時計で
リース時計を
作ろう

時間／10:00〜12:00 定員／5名 参加料／3,500円
持ち物／はさみ
※ウッズメンバー桑原さんの栗の木の時計を使います。
リース部分は取りはずし可能です。
花のアトリエ チョコレートコスモス 齋藤

智子 2090-9637-4647

桑原 信之 2080-3144-9579
後藤 康之 20235-64-1303

コーヒー屋 パラディーゾ

Enjoy
New Year

2015年のココロとカラダ、
再発見の旅…
エンジェルカード&
Oリング実践

時間／13：00〜15：00 定員／6名
参加料／2,500円
（お茶&お菓子付）
持物／手ぶらでお気軽にご参加ください。
ふぉるて

純 天晶 2090-1373-2211
池田 朋子 2090-8347-4340

1/25 ㈰

2/7 ㈰

①2/11㈷

②3/14 ㈯

雪だるま
キャンドル

バレンタイン♡
キャンドル作り

つるつる
お肌GETの会

お家の中でほっこり
可愛い雪だるま作り。

ミニロールケーキ♡
キャンドルで一味違う
バレンタインを！

季節問わず多い乾燥肌の
対策を、実際のお悩みに
合わせお伝えしていきます。

時間／13:30〜
定員／8名
参加費／2,000円
持ち物／割り箸、
ハサミ、
カッター

徳本 利江子 2090-7938-2125

時間／13：30〜 定員／8名
参加費／2,500
持物／割箸、
ハサミ、
カッター

徳本 利江子 2090-7938-2125

2/1 ㈰

2/8 ㈰

ちょっと本気の
コーヒードリップ
ドリップが上手く
なりたい方に。
おいしく淹れるコツを
学びます。

時間／14:00〜16:00 定員／5名（最低催行人数3名）
参加料／1,800円 持物／自宅で使っているドリッパー、
ミルなど。 ※コーヒーを美味しくドリップしたい方に。
ド
リップの仕組み、淹れ方による味わいの変化を学びます。
おいしいスウィーツ付き。
コーヒー屋 パラディーゾ 後藤 康之 20235-64-1303

アニマルプリザ
作りとmeriお茶会
動物フィギュアの背中に
プリザをのせて制作後、
Cafe meriさんのケーキと
コーヒをたのしみましょう。

時間／13:30〜15:30 定員／10名 参加料／4,000円
※お付き添い方など、
お茶だけの参加も可能です。
（1,000円）
［Cafe meri］http://cafemeri.wix.com/cafemeri
HareRu

馬場 連 2090-6687-5814

時間／①②13:00〜15:00 定員／6名 参加料／
2,000円（お茶＆お菓子付） 持ち物／タオル、
クリーム
やオイルなどお手持ちのスキンケアアイテム。 ※１回
目：顔〜上半身編、
２回目：下半身〜足先編。前半は座
学で後半がケア実践です。
ふぉるて 池田 朋子 2090-8347-4340

3/6 ㈮〜8 ㈰ の3日間

Natural ＆ Organic shop

天地舎

〜オーガニック・
ハーブティーとの出会い〜

環境を考えながら
暮らすことを楽しむ為の
商品を扱うお店
時間／11:00〜17:00の間、随時開催 参加料／無料・
予約不要 ※花粉症におすすめの「ネトル」や人気の
「月のお茶シリーズ」
の中からお好きな香りを探していく
探険型ワークショップです。
Natural＆Organic shop 天地舎 ［HP］tenchisha.com

佐藤 暁子 20235-64-0615

2/21 ㈯

3/7 ㈯

植物のチカラを
暮らしの中に

春色！ミモザの日
のふわふわ
アレンジ

〜フィトセラピー（植物療法）
のレッスン〜

早春のハーバルレメディ
カレンデュラとローズの
万能バーム（軟膏）づくり

時間／13:30〜16:00 定員／6名
参加料／3,000円
（ハーブティー&お菓子付）
持ち物／筆記用具

篠 育
青嵐舎 20235-55-2508

メディカルハーブコーディネーター

3/8はみもざの日！この時期
限定、春の花をたっぷり
つかったアレンジを作ります。

時間／10:00〜12:00
定員／5名 参加料／3,000円
持ち物／はさみ
花のアトリエ チョコレートコスモス 齋藤

智子 2090-9637-4647

