Chime（チャイム）

http://chime.pupu.jp/

阿部 知香子 2090-5597-6486

Nao空間設計

豊かなコミュニケーションをカタチに。

http://nao-kk.com

栗本 直美 20235-33-0038

2018 SUMMER

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。

https://shantidam.shopinfo.jp

ぐっち&佐陽子 2080-1263-0845
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
コーヒー屋

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 2080-5422-1086

アイシングクッキー

mon ami cookies

東海林 晴哉

写真企画

かわいくておいしいクッキーで生活にわくわくを♡

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。

https://www.facebook.com/monamicookies.25

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

佐藤 あみ
花のアトリエ

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

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
JAMHA認定ハーバルセラピスト

篠 育

2090-4313-6871

雪華 2090-7338-8193

Deft. ｉｎｔｅｒｉｏｒ＆ｐｌａｎｔｓ

温活サロン

ハンドメイド家具と植物、
セレクトアイテムのショップです。
6月29日オープン！
担当：土岐和正

2080-4466-1452

2090-1373-2211

LINE/spa-tirta

德本 利江子 2090-7938-2125

コラダカロコ

バッチフラワーレメディー

おりがね工房

エンジェル占い

渡部 千鶴

http://ameblo.jp/ias109

純 天晶

天使と占いの店 Jure:an 〜ジュリアン〜
オラクルユニット 樹庵 〜JUAN〜

https://ameblo.jp/spa-tirta/

Tokumoto

E-mail:iku_shino@yahoo.co.jp

青嵐舎 20235-55-2508

SpaTirta

本場バリニーズマッサージとメモリーオイルのお店です。

オリジナルキャンドルでやさしい時間作りしませんか？

植物の力でココロとカラダのバランスを取り戻す、英国生ま
れのストレスケア。http://sienanomori.wixsite.com/bach

ハーブや薬草、野草を使った植物療法の教室です。

Fleur de Neige

100% ピュアなエッセンシャルオイルで
美と健康を♡

森シエナ 2090-2796-6518

普段中々触れる事のない金属素材で装飾品、実用品等
作ってみませんか。https://fb.me/origanekoubou

山形 太一 20235-77-4486

Cover photo

© Haruya Toukairin

ささやかなこだわり
「暮らすコトを楽しむ」

アートセラピー

表現で自分を知り、
こころを解放するお手伝い。

Studio Woods

studio-woods.net

Member

毎週水曜

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／19:30〜21:30 お休み／7/4、8/8・15
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
7/17 ㈫

8/21 ㈫

天使の部活動
占い、
スピリチュアル、
ゲームなど、
自分の
やりたいことをやります。
テーマは自由！

純 天晶 2090-1373-2211

8 /9 ㈭

7/24 ㈫

和のハーブ
薬草講座

ナチュラル・
ソリューションズ
ビギナークラス

身近なナチュラル
メディスンを使いこなす

イヤなにおい さよなら〜
ミネラルヘアスプレーづくり

時間／13：00〜15：00 定員／8名 参加料／4,000円
（テキスト、実習費込み） 持ち物／筆記用具、手拭き
※ドクダミやカキドウシ、紅花や藍など、
身近な和のハーブ
をテーマにその特徴を知り、生活に役立てるレメディー
（製剤）
のつくり方を学びます。
テーマは毎回異なります。
薬草の教室 草の把 篠 育 20235-55-2508（青嵐舎）

7/22 ㈰

9/9 ㈰

住まいと暮らし

夏の
インテリア
グリーン
時間／14:00〜16:00 定員／15名 参加料／3,000円
（お茶とお菓子付、講師セレクトの植物プレゼント付）
持ち物／筆記用具 講師／Deft.土岐和正
※植物を活き活きと保つ方法や植物を美しく見せる空
間テクニック。
Nao 空間設計 栗本 直美 20235-33-0038

時間／9:00〜12:00 定員／5名
参加料／3,000円
持ち物／筆記具、
マイボトル
（のみもの）必要な方
※エッセンシャルオイルの基本的知識&アロマスプレーづ
くり。

板垣 雪華 2090-7798-3722

ボタニカル
キャンドルを
つくる会

フォーカシング
アートを通して
自分の内側とつながり、
心と体の声を聴くワーク
時間／13：30〜15：30 定員／5名
参加料／2,500円
※今の自分の心と体の状態にじっくり向き合いたい方に
おすすめです。
アートセラピー Chime

阿部 知香子 2090-5597-6486

ハロウィンver.

時間／10:30〜 参加料／3,000円（材料代お茶代含む） 持ち物／
ピンセット 花のアトリエチョコレートコスモス キャンドルTokumoto
のコラボwsです。ハロウィンにキャンドルを灯すと善良なものを引き寄
せると言われています。秋の夜長に楽しめるキャンドルを作りをします。

徳本 利江子 2090-7938-2125
智子 2090-9637-4647

花のアトリエ チョコレートコスモス 齋藤

9/15 ㈯

8/5 ㈰・6㈪

コラダカロコ
一周年
オープンルーム

幸せを呼ぶ
梟作り
様々な工具で銅板から
梟を作る。大きさはウズラ
卵ぐらいです。

〜先着5名様に
プレゼント進呈！〜
時間／10:00〜16:00 バッチフラワーレメディの試飲
1,000円、
オラクルカード1,000円より、他各種販売あり
※8/6におかげ様で一周年を迎えます。
レメディや
「ここ
ろとからだ」
に興味がある方、
ご予約不要ですのでお好
きな時間にお立ちよりください。
（見学は無料）
コラダカロコ 森シエナ 2090-2796-6518

9/22 ㈯

9/8 ㈯

アートセラピー体験

時間／13:00〜16:00
定員／5名
参加料／4,000円
持ち物／筆記具、汚れても構わない服装
おりがね工房

山形 太一 2090-7798-3722

studio-woods.net
7月〜9月のワークショップを掲載。

麺処いろは ●

至 酒田市↑
●

食事処
あび子
羽前大山

●

ローソン

★

112

Studio Woods

◎スタジオ・ウッズ

鶴岡市山田字油田147-2

7

清川屋

時間／14:00〜22:00
参加料／1,000円
（両方参加でも1,000円）
持ち物／遊び心と好奇心

7/19 ㈭
9/20 ㈭

ムサシ ●
鶴岡 IC
●

20235-33-0038

ハンドメイド家具と植物、
セレクトアイテムのショップです。

６.29.fri. OPEN!
連絡先
（仮）
／080-4466-1452

担当／土岐和正

