５月のスケジュール https://www.clacity.jp/work/
１日 日
２日 月
３日 火

開運カウンセラー

２０２２

ライフ・ 占い

５月

４日 水
５日 木
６日 金
７日 土
８日 日

あずま覚子書道教室

イベント

テラスマルシェ

イベント

ハーバリウム

ハンドメイド

押花体験教室

ハンドメイド

開運カウンセラー

ライフ・ 占い

パーソナルカラー診断&カラー心理テスト

ライフ・ 占い

５

８

９日 月
１０日 火
１１日 水
１２日 木
１３日 金
紅茶と お菓子のマリアージュ part①

食・ クッ キング

～マーケテ ィング講座～「 お客様に伝わる POP づく り 」

美容・ 健康・ 学び

１６日 月

ハンガリー料理教室 ハンガリー風スタッフドバケッド

食・ クッ キング

１７日 火

開運カウンセラー

ライフ・ 占い

１８日 水

紅茶と お菓子のマリアージュ part①

食・ クッ キング

１４日 土
１５日 日

テーマは

ハッピーマザーズデー 「感謝」

１９日 木
２０日 金
あずま覚子書道教室

イベント

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 ！

美容・ 健康・ 学び

２３日 月

パーソナルカラー診断

ライフ・ 占い

２４日 火

開運カウンセラー

ライフ・ 占い

２５日 水

休館日

２６日 木

パーソナルカラー診断&カラー心理テスト

ライフ・ 占い

２７日 金

はんだストリートテラス

イベント

２１日 土
２２日 日

２８日 土
２９日 日

はんだストリートテラス

イベント

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 ！

美容・ 健康・ 学び

はんだストリートテラス

イベント

開運カウンセラー

ライフ・ 占い

３０日 月
３１日 火

090-1567-5018 (担当：名倉)
HPからもお申込みできます
https://www.clacity.jp/work/
こちらからも
お申込みできます

５月８日は「母の日」です。
感謝を込めた贈り物は如何でしょうか？
テラスマルシェでは出店者が趣向を凝らした贈り物で
皆様のご来場をお待ちしています。

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。

090-1567-5018

(担当：名倉)

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。

紅茶と お菓子のマリアージュ 全３回コース
お家で楽しむアフタヌーンティー
ティーインストラクターから教わる、香り高い紅茶の楽しみ方、効能など、知るとどんど
ん紅茶が好きになる講座です。管理栄養士が作るダイエット中でも安心して食べられ
る食材で簡単に手作りできるスイーツを紅茶と共にご試食いただきます。

各講座すべて

part①

5月14日(土)、18日(水） 14:00～15:30
毎月２日とも内容は同じです。

美味しい紅茶の入れ方。
茶葉の選び方から学びます。

ライフ・占い

ハンドメイド

シリーズ食講座

開運カウンセラー＿Shine Soul

押花体験教室

3日㊋10日㊋17日㊋24日㊋31日㊋

8日㊐ 【テラスマルシェ】 10:00～16:00

10:00～16:00

講師自ら育てた季節の草花を使って
押花づくりを体験します。
額に入れてお持ち帰りいただきます。
母の日のプレゼントに如何でしょうか？

要予約

日本原色押花師範 大加茂颯紀

開運カウンセラー 古閑蘭果

当日だけの特別価格

part②

6月11日(土)、15日(水)

１点

part③

8日㊐ 【テラスマルシェ】

要予約

日本紅茶協会認定ティーインストラクター 楠川晴子

パーソナルカラー診断

ハーバリウム

7月9日(土)、13日(水)

いろいろなアレンジティー。
ひと味違う、楽しいアレンジティー
をご紹介します。

500円(税込）

額縁付き

アイスティーの入れ方。
ペットボトルのアイスティーとは全く違う
香りの高いアイスティーの作り方を
紹介します。

お菓子の内容は毎月変わります。
写真はイメージです。

管理栄養士・ダイエットサポーター 間瀬さとみ

定員10名

23日㊊
10:00～16:00

セラピーサロン彩 金田久美

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。
母の日のプレゼント用にオススメです。

～マーケティング講座～「お客様に伝わる POP づくり」

14日㊏

8名

VMD インストラクター協会 認定講師

3,300円(税込） 定員４名 資料付

ライフ・占い

21日㊏ 28日㊏

パーソナルカラー診断&カラー心理テスト

12日㊍ 26日㊍
①13:30～14:30 ②14:40～15:40 ③15:50～16:50

要予約

・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
要予約
本来の自分が出てきます。
コミュニケーション認定講師 松井美智代
5,500円 (税込） 定員各時間帯１名

要予約

柴田昌映

持ち物：マスク・筆記具

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！

ブッダナッツ.1,800円（税込）

持ち物：マスク・エプロン・タオル・保冷袋

10:15～11:30

POP は、お客様に伝える重要な手段の一つです。
楽しく買い物ができる売場の作り方もお話に入れな
がら、お客様の目を引く POP 作りをしませんか？
魅力的な POP を作ってお店を活気づけましょう！

5会場：ビストロ
月16日㊊・ 6月20日㊊ 10:15～12:00
会場：にぎわいテラス

定員

１名

定員

美容・健康・学び

ハンガリー料理教室第４回
ハンガリー風スタッフドバケッド、ビュッフェスタイルを楽しむ

3,000円(税込）

要予約

あなたを輝かせてくれる色は何色？

食・クッキング

ハンガリーの代表的な野菜パプリカとゆで卵などを
たっぷり使ったサンドイッチ。またパンの上にのせて
楽しむクリームを作ります。
試食・お土産付
講師 チョルダーシュ・ジュラ 古屋 綾女

13:00～15:00

要予約
要予約

持ち物：マスク・筆記用具

要予約

13:30～14:30

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
伊藤ゆ利

あずま覚子書道教室「みんなで書」

7㊏ 21日㊏
10:00～12:30

毎月第１・３土曜日

●硬筆（鉛筆）・毛筆体験 ●学年に沿っての指導
●幼年低学年は書き順から ●毛筆は筆の持ち方から
月謝制 月の一回目：子供 1,200円・大人1,500円
二回目以降：＋1,000円
（本題子供300円 大人800円含む）
お申込み・お問い合わせは 講師 あずま覚子 090-6579-4849

今回は肩と頭部です。

４月
開講

