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３月	

３月のスケジュール

受付時間　10:00～18:30　(定休日・第４水曜日）	

https://www.clacity.jp/work/	

ワークショップ開講をご希望される講師の方を募集	
しております。　　　詳しくは上記までお気軽にお問合せ下さい。	

ワークショップにご参加の方でクラシティ駐車場を	
ご利用の方には２時間分サービスさせていただきます。	

３	 ６	

テーマは　	
ハッピーアニバーサリー	
クラシティもリニューアルOPEN５周年を迎えます。
３月は皆様の記念日も多い季節ではないでしょうか？
皆様と一緒に記念日をお祝いしたいと思います。
知多半島の美味しいモノに出会ったりクラフト体験もできます。

今回は第１
日曜日開催

１⽇ ⽕ ライフ・占い

２⽇ ⽔ ⾷・クッキング

３⽇ ⽊
４⽇ ⾦

美容・健康・学び

⾷・クッキング

イベント

ハンドメイド

７⽇ ⽉ ⾷・クッキング

８⽇ ⽕ ライフ・占い

９⽇ ⽔ ⾷・クッキング

１０⽇ ⽊
１１⽇ ⾦
１２⽇ ⼟ イベント

１３⽇ ⽇ イベント

ライフ・占い

⾷・クッキング

イベント

ライフ・占い

イベント

⾷・クッキング

イベント

１７⽇ ⽊ イベント

１８⽇ ⾦ イベント

１９⽇ ⼟ イベント

２０⽇ ⽇ イベント

２１⽇ ⽉ イベント

２２⽇ ⽕ ライフ・占い

２３⽇ ⽔
２４⽇ ⽊
２５⽇ ⾦
２６⽇ ⼟ 美容・健康・学び

２７⽇ ⽇ イベント

ライフ・占い

⾷・クッキング

２９⽇ ⽕ ライフ・占い

３０⽇ ⽔ ⾷・クッキング

３１⽇ ⽊
親⼦で春のお花⾒弁当作り

５⽇ ⼟
リンパの流れを改善して⾝体の不調・寒さ対策に役⽴てましょう！

６⽇ ⽇
テラスマルシェ

開運カウンセラー

    ライフスタイルキッチン 
    ライフスタイルキッチン 

    ライフスタイルキッチン 
    ライフスタイルキッチン 

    ライフスタイルキッチン 
    ライフスタイルキッチン 

    ライフスタイルキッチン 

開運カウンセラー

【紅茶と お菓⼦のマリアージュ 全３回コース】 part③

味噌を知ろう講座＆三種の味噌と出汁の味噌汁飲み⽐べランチ

型なしいちごタルト作り

ハーバリウム
油を知ろう講座＆完全無⽋コーヒーとサーモンベーグルサンド

トークマルシェ

開運カウンセラー

１６⽇ ⽔
【紅茶と お菓⼦のマリアージュ 全３回コース】 part③

    ライフスタイルキッチン 

開運カウンセラー

リンパの流れを改善して⾝体の不調・寒さ対策に役⽴てましょう！

    ライフスタイルキッチン 
    ライフスタイルキッチン 

ハンガリー料理 イースターをよぶ編み込みパンとアイシングクッキー

休館⽇

⼀⽫で栄養満点!野菜たっぷり⿂の南蛮漬け

２８⽇ ⽉
パーソナルカラー診断&カラー⼼理テスト

１４⽇ ⽉
パーソナルカラー診断&カラー⼼理テスト

１５⽇ ⽕
開運カウンセラー



シリーズ食講座	

　　　 各講座すべて

 14:00～15:30
毎月２日とも内容は同じです。	

 
 

　　　 

10:15～12:30	
 
 

食・クッキング	

ハンドメイド	

紅茶と お菓子のマリアージュ　全３回コース	

型なしいちごタルト作り 
	

定員10名

要予約 

レシピ・お土産付き

間瀬さとみ先生ならではの簡単且つ体に優しい手作りお菓子を作りながらいろいろな
紅茶を産地別にテイスティングしながらご紹介します。
	

	

美容・健康・学び	

10:15～13:00	
 
 

14:00～15:30	
 
 

6日㊐	

7日㊊ 	

  	

2,500円(税込）	

10:15～12:30	
 
 

3,000円(税込）	

30日㊌	
	
	

	

日本紅茶協会認定ティーインストラクター　	
楠川晴子

管理栄養士・ダイエットサポーター 間瀬さとみ	

一皿で栄養満点!野菜たっぷり魚の南蛮漬け	

10:15～13:00	
	
 
 

人気のハーバリウムです。お手入れ不要。豊富な瓶、色とりどり
の花材からセレクトしてオリジナルのハーバリウムを作って頂け
ます。他にブッダナッツの体験もご用意しております。

ブッダナッツは幸せを呼ぶ木の実といわれております。
ご自宅用、プレゼント用にオススメです。

ハーバリウム 
	

ライフ・占い	

パーソナルカラー診断 
	

セラピーサロン彩 金田久美	

要予約 13:00～15:00	
 
 

定員　１名

ハンガリー料理教室第3回　	
イースターをよぶ編み込みパンとアイシングクッキー	

チョルダーシュ・ジュラ　古屋 綾女	

要予約 

10:00～16:00	
 
 

	
桜がきれいな季節です
親子でお花見弁当を作って

お出かけしませんか？
ご一緒に作って、お持ち帰り容器

（こちらでご用意します）に盛り付けて
２セットお持ち帰りいただきます。
お一人での参加も可能です。

お一人で２セットおつくりいただきます。

【メニュー】
① ゆで豚マリナード味噌
② 鶏肉の塩こうじ焼き

③ ちらしいなり寿司
④ 野菜の彩マリネ

⑤ 卵焼き

	
	

2日㊌   	

9日㊌ 	

14日㊊ 	

要予約 

親子で春のお花見弁当作り　（２名分）	
　　　　　　　　　　　　　　　　	

【講義】　食用油の特徴、使い方をお伝えします。
こめ油、オリーブ油、アマニ油、ココナッツオイル、
サラダ油など（テキスト付）

【実食】MCTオイル＋ギーオイルの完全無欠
コーヒーとアマニオイルに漬け込んだサーモン

ベーグルサンドを一緒にお召し上がりいただきます。

　　　　　　　　　　　　　　油を知ろう講座＆完全無欠コーヒーと	
　　　　　　　　　　　　　サーモンベーグルサンド	

3,300円(税込）	

【テラスマルシェ】	

コサージュ 2,000円（税込） ブッダナッツ.1,800円（税込） 	

	

	

開運カウンセラー＿Shine	Soul 
	1日㊋ 8日㊋ 15日㊋ 22日㊋ 	

															 10:00～16:00	
 
 

定員 8名

24日㊍   	
 	

要予約 

part③　3月5日(土)、16日(水) 

インド、スリランカ以外の産地の紅茶を
3種類ご紹介します。

出来立てのお菓子と一緒に召し上がり
ながら3種類の紅茶のテイスティングを

楽しんで頂きます。
♪「たっぷりいちごのブラマンジェ」
いちごをたっぷり飾るひんやりお菓子

☆インド、スリランカ以外の産地の
テイスティング

	

要予約 

できたてを食べるのもよし、
たっぷり作って、冷やして
食べても美味しい魚料理を作ります。

春野菜の炊き込みご飯、汁物付

	

管理栄養士　 間瀬さとみ	

管理栄養士  間瀬さとみ	

3,300円(税込）	 定員10名 レシピ、試食付

憧れのいちごタルト！
特別な道具を使わずに、台から全て
その場で手作りします。

作ったタルトはお持ち帰りいただけます。
	

2,500円(税込）	 定員６名　試食付

2,500円(税込）	

【講義】　味噌の種類、健康情報、こうじ歩合、
栄養、出汁との相性などお話しします。
（テキスト付）

【実食】三種の出汁（かつお、煮干し、あご）と
三種の味噌（米、豆。麦）を組み合わせて

旬の具材を入れて作った３種類の味噌汁と
即席の漬物とご飯をお召し上がりいただきます。

要予約 

要予約 

テキスト、レシピ、ランチ付

要予約 

テキスト、レシピ、ランチ付

あなたの潜在意識に「神道フーチ」でアクセスします。

味噌を知ろう講座＆	

三種の味噌と出汁の味噌汁飲み比べランチ 
	

開運カウンセラー　古閑蘭果

写真はイメージです	

要予約 

10:15～12:30	
 
 

写真はイメージです	

要予約 

	
春の訪れを祝うイースターに食べられる、
生地を三つ編みにして焼き上げるカラーチ

と呼ばれる独特のパン作りと、

愛をつたえる伝統的なハート型クッキーの
アイシング体験をしていただきます。

お土産付き

	

3月28日㊊  4月11日㊊ 	

　 	
要予約 

												29日㊋  	

リンパの流れを改善して身体の	
不調・寒さ対策に役立てましょう！	
5日㊏ 26日㊏   	

 	

13:30～14:30	
 
 

 伊藤ゆ利	

免疫力アップを目指して、肩・頭部の疲れをとり、身体を強く保ちましょう！
ご自分のビフォー＆アフターの体調を比較しながら、簡単に疲れが取れる
方法をご紹介していきます。介護にも役立ちます。

1,980円(税込）	定員10名程度 今回は肩と頭部です。

要予約 

コミュニケーション認定講師　松井美智代　　　	
　　5,500円 (税込）　定員３名 持ち物：マスク・筆記用具

パーソナルカラー診断&カラー心理テスト 
	
・パーソナルカラー診断であなたの魅力を最大限に
引き出すパーソナルカラーをみつけましょう。
人それぞれ個性が違うように、似合う色もそれぞれ違います。

・カラー心理テスト
色を見たときに感じる感覚は私達の本当の心です。

素直な本来の感情に気がつかない事が沢山あります。
色を通して何を感じるかを試すと、自然と本来の自分が
出てきます。

	

		14日㊊ 28日㊊  	

															
14:00～16:00	
 
 

要予約 


