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●楽しい菊づくり講座（盆栽①）
4月1日（土） 　午前10時～正午
初心者を対象に、キクの苗づくり
から開花までの栽培管理の方法
を体系的に全６回で学ぶ連続講
座の第１回目の講座です。盆栽
菊を中心に学びます。
定員30名。無料。
（栃木県掬粋会　中村透さん）

●初心者のためのマツの手入れ
4月16日（日） 　午前10時～正午
庭木のマツの緑摘みの方法とそ
の後の手入れの仕方を実技を交
え学びます。
定員30名。無料。
（栃木県造園建設業協同組合  
樹木医　斎藤健寿さん）

●春の草花で寄せ植え作り
4月22日（土） 　午前10時～正午
春の草花などを使い、おしゃれに
飾る寄せ植えの方法を実技を通
して学びます。
定員30名。2,000円。
（緑の相談員）

●楽しい菊づくり講座（盆養①）
5月6日（土） 　午前10時～正午
初心者を対象に、キクの苗づくり
から開花までの栽培管理の方法
を体系的に全６回で学ぶ連続講
座の第２回目の講座です。盆養
菊を中心に学びます。
定員30名。無料。
（栃木県掬粋会　青木忠重さん）

●ハーブ染めを楽しもう
5月28日（日）　午前9時30分～正午
ハーブを用いた草木染めで、ハン
カチなどの小物作品を作る講座
です。
定員30名。1,000円。
（ラッピング協会講師　高橋純美子さん）

●楽しい菊づくり講座（盆栽②）
6月3日（土） 　午前10時～正午
初心者を対象に、キクの苗づくり
から開花までの栽培管理の方法
を体系的に全６回で学ぶ連続講
座の第３回目の講座です。盆栽
菊を中心に学びます。
定員30名。無料。
（栃木県掬粋会　中村透さん）

●初心者のためのサツキの手入れ
6月11日（日） 　午前10時～正午
サツキ盆栽の手入れの方法を初
心者にも分かるよう、実技を通し
学びます。
定員30名。無料。
（栃木県皐月会宇都宮支部　宇賀神一男さん）

●やさしいウチョウランの育て方
6月18日（日） 　午前10時～正午
ウチョウランを初めて栽培する人
を対象に、ウチョウラン栽培の基
本を学びます。
定員30名。500円。
（宇都宮ウチョウラン愛好会　小野沢秀雄さん）

●涼を呼ぶ苔玉作り
6月25日（日） 　午前10時～正午
夏に涼感をもたらす草花を材料に
苔玉づくりを実技を通して学びま
す。
定員30名。1,000円。
（緑の相談員）

●花と風景画・写真展
4月5日（水）～4月10日（月）

●変木・古木展
4月5日（水）～4月10日（月）

●栃木県小品盆栽展
4月14日（金）～4月16日（日）

●心つなぐ絵手紙展
4月20日（木）～4月23日（日）

●ツツジ・シャクナゲと写真展
4月28日（金）～4月30日（日）

●友の会　春の展示会
5月4日（木）～5月7日（日）

●初夏のいけばな展
5月13日（土）～5月15日（月）

●春の山野草展
5月18日（木）～5月21日（日）

●創作生花展
5月26日（金）～5月28日（日）

●斑入り植物展
6月2日（金）～6月4日（日）

●サツキ展
6月8日（木）～6月11日（日）

●ウチョウラン展
6月17日（土）～6月25日（日）

●サボテン・多肉植物展
6月29日（木）～7月2日（日）

●グリーン・バザール
5月6日（土）～5月7日（日）
緑の相談所友の会宇都宮支部
会員の皆さんとの共催による、盆
栽や山野草、草花苗などの即売
会です。

●我が家で花ハスを育ててみよう
4月15日（土）　午前9時30分～11時30分
花ハスの栽培法について説明し、
ハスの育て方を学び、身近にハス
を愛でる環境をつくります。
定員20名。教材費実費。
（元井頭公園緑の相談員　印南洋造さん）

●春のハンギングバスケット
4月16日（日）　午前9時30分～11時30分
ポット苗を壁掛け型のバスケットに
植え込む方法で近年注目が集
まっている寄せ植えです。
定員20名。教材費実費。
（ハンギングバスケットマスター　園邉征子さん）

●野菜の作り方Ⅰ「春まき野菜」
4月23日（日）　午前9時30分～11時30分
春まき野菜の育て方を紹介し、実

際にポット苗等を植栽して生態や
管理方法などを学びます。
定員20名。教材費実費。
（井頭公園緑の相談員）

●プリザーブドフラワー（母の日のプレゼント）
4月30日（日）　午前9時30分～11時30分
専用の溶液で加工された花のた
め、長期保存が可能です。センス
溢れるアレンジメントを展開します。
定員25名。教材費実費。
（アレンジメントフラワースクール 毛塚寿子さん）

●公園を見て歩こうⅠ「春に咲く野の花」
5月5日（金）　午前9時30分～11時30分
井頭公園内を散策し、春に咲く野
の花や動植物を観察して、自然あ
ふれる環境に触れる機会をつくり
ます。
定員25名。受講料無料。
（真岡自然観察会　杉田勇治さん）

●井頭公園小学生写生大会
5月14日（日）　午前8時45分～12時
小学生を対象に、井頭公園を
テーマにした写生大会を実施しま
す。
定員80名。参加無料。
（益子町教育委員会指導主事）

●撮影ガイドⅠ「公園のバラを撮る」
5月21日（日）　午前9時30分～11時30分
井頭公園のバラをモチーフに、美
しく撮るためのテクニックを指導し
ます。
定員25名。受講料無料。
（日本写真協会会員　大手義雄さん）

●ハーブの栽培とその利用法
5月28日（日）　午前9時30分～11時30分
代表的なハーブの栽培と利用方
法を学びます。
定員20名。教材費実費。
（スイートミモザ　高橋洋子さん）

●病害虫の防除法
6月11日（日）　午前9時30分～11時30分
植物の病害の防除法について学
びます。
定員20名。教材費無料。
（樹木医　本田保夫さん）

●バラの鉢植えと年間管理
6月17日（土）　午前9時30分～11時30分
バラの管理方法について、四季
折々の育て方を実技も交えて学
びます。
定員25名。教材費実費。
（とちぎ花センター　稲葉英雄さん）

●「虫よけスプレー・虫刺されジェル」を作ろう
6月25日（日）　午前9時30分～11時30分
アロマテラピーインストラクターによ
り「虫よけスプレー・虫刺されジェ
ル」を作ります。
定員20名。教材費実費。
（アロマテラピーインストラクター
川中子嘉子さん）

●切り絵作品展
4月1日（土）～4月9日（日）

●一閑張り作品展
4月13日（木）～4月23日（日）

●エビネ・山野草展
4月27日（木）～5月1日（月）

●バラの系譜とその管理展
5月11日（木）～5月14日（日）

●バラに魅せられて・アート押し花展
5月18日（木）～5月21日（日）

●盆栽山野草展Ⅰ
5月25日（木）～5月28日（日）

●さつき展
6月1日（木）～6月4日（日）

●「花」写真展
6月8日（木）～6月11日（日）

●斑入り植物と古典園芸展
6月15日（木）～6月18日（日）

●ウチョウラン・山野草展
6月19日（月）～6月25日（日）

●「めずらしいとんぼ」写真展
6月29日（木）～7月2日（日）

●友の会春の展示会・グリーンバザール
5月4日（木）～5月7日（日）
緑の相談所友の会真岡支部の
会員が制作した、鉢物・盆栽・押し
花などの作品を展示します。
※即売もあります。

井頭公園緑の相談所

〒321-4415
真岡市下籠谷5028
TEL 0285-82-4475
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●木のスプーンづくり
4月16日（日）　午前10時～12時
木を削ってスプーンを作ります。
定員10名。材料費400円。
（チサ製作所　藤本智紗さん）

●山野草をたのしむ
5月7日（日）　午前10時～12時
女性の感性で山野草の寄せ植
えづくりを指導します。
定員30名。材料費2,500円。
（那須山の花　吉田幸未さん）

●種から育てるこだわり野菜教室
5月13日（土）　午前10時～12時
色々な夏野菜を、種子まきから育

苗、そして収穫するまでの栽培方
法を教える講座です。
定員30名。材料費500円。
（元緑の相談員　横田一郎さん）

●草物盆栽教室
5月14日（日）　午前10時～12時
草物盆栽の作り方、育て方の講
義と実習を行います。
定員20名。材料費1,500円。
（盆栽協会那須支部　山根文男さん）

●那須の花の美しい撮り方（写真教室）
6月3日（土）　午後1時～4時
野山の花を美しく撮るための講義
と、各自カメラを実際に使用して、
花を撮影した作品を講評してもら
います。
定員20名。受講料無料。
（写真家　渋谷健さん）

●ガーデニング入門
　（草花の切戻し・花壇の手入れ）
6月4日（日）　午前10時～12時
みだれた草花の切戻しや花壇の
手入れ方法について講義と実践
を行います。
定員20名。受講料無料。
（ガーデンヘルプかぐみえん　小林かぐみさん）

●ハーブの料理教室～ルバーブジャム～
6月18日（日）　午前10時～12時
ルバーブを使って、風味豊かな美
味しいジャムを作ります。持ち帰り
をしていただきます。
定員30名。受講料600円。
（ハーブコーディネーター　茂木ミイさん）

●錦かんざしと古典園芸展
4月1日（土）～4月2日（日）

●ツバキ展
4月7日（金）～4月9日（日）

●竹工芸展
4月14日（金）～4月16日（日）

●春の山野草展　～春のめぶき～
4月21日（金）～4月24日（月）

●華道展
4月29日（土）～4月30日（日）

●盆栽展・グリーンバザール
5月2日（火）～5月4日（木）

●さくらそう展、山野草展
5月5日（金）～5月7日（日）

●友の会　春の展示会
5月12日（金）～5月14日（日）

●さつき祭り合同展
5月19日（金）～5月21日（日）

●ギボウシ展
5月26日（金）～5月28日（日）

●山野草展
6月2日（金）～6月4日（日）

●斑入り植物展
6月9日（金）～6月11日（日）

●初夏の山野草展
6月16日（金）～6月18日（日）

●水彩画・植物画展
6月22日（木）～6月26日（月）

●ウチョウラン席飾り展
6月30日（金）～7月2日（日）

●春の茶会
4月30日（日）
時間はお問合せください。
西那須野地区文化協会茶道部
によるお茶席が緑の相談所講
習室に設けられます。お気軽に
お越しください。一席：500円

●ネイチャーフオト教室
　「春爛漫のみかも山を撮る」
4月9日（日）　午前10時～12時
マクロレンズの使い方、背景のぼ
かし方等を分かりやすく指導しま
す。
定員25名。参加費無料。
（二科会写真部会員　坂野美好さん）

●自然観察会「春の里山3時間
　ハイキング」
4月16日（日）　午前9時～12時
新緑を迎えたみかも山の雑木類
の観察と里桜の観賞会です。
定員25名。参加費無料。

（樹木医、自然観察指導員　本田保夫さん）

●これから始まる家庭菜園
4月30日（日）　午前10時～12時
トマト、ナス、キュウリなど主に、果
菜類の栽培方法をわかりやすく
説明します。
定員25名。参加費無料。
（園芸家　本田保夫さん）

●短歌のある暮らし「光とつながって」
5月7日（日）　午前10時～12時
光とつながって…短歌を作ること
を通して味わいます、開けてゆく
心の世界。実際に短歌をつくって、
添削と鑑賞を行います。
定員30名。参加費無料。
（足利短歌会会長　神谷由里さん）

●肌にやさしい石けん作り
5月14日（日）　午前10時～12時
汚れを落としてうるおいを残す肌
にやさしい石けんづくり。使い続け
ているとふっくらうるおう素肌美人
に。
定員20名。教材費1,000円。
（みかも山公園職員）

●構図の決め方「主役と脇役Ⅰ」
6月4日（日）　午前10時～12時
構図の決め方、光と影の扱い方、
感じた構図に合ったレンズの選び
方、三脚を立てる位置など等。
定員25名。参加費無料。
（二科会写真部会員　坂野美好さん）

●園芸教室「山野草の管理と殖やし方」
6月11日（日）　午前10時～12時

山野草の管理や殖やし方をわか
りやすく学習する講座です。
定員20名。教材費500円。
（元県環境森林部　片浦康法さん）

●「額に入れた押花」作品作り
6月17日（土）　午前10時～12時
カレンダーに押花で作画してから
ラミネートをします。シオリに作画を
してラミネートをします。
定員10名。教材費セット1,600円。
（岩舟町　柏瀬由子さん）

●アサガオの育て方入門（変化アサガオ）
6月18日（日）　午前10時～12時
タネの蒔き方、変化咲きの苗の見
分け方などについて学びます。
定員15名。教材費700円。
（岩舟町　鈴木明さん）

●みかも山きのこ探検
6月25日（日）　午前10時～12時
春のみかも山を歩きながら、キノコ
を見つけ、その種類や特徴などに
ついて学びます。
定員25名。受講料無料。
（きのこの北研　川嶋健市さん）

●高橋フミ子淡彩画展（2017）
　小さな感動
4月1日（土）～4月9日（日）

●ボタニカルアート（植物画）作品展
4月12日（水）～4月19日（水）

●サクラソウ展
4月21日（金）～4月23日（日）

●写真展「極寒のアラスカを再度訪ねる」
4月21日（金）～4月26日（水）

●栃木県の昆虫と小さな生き物写真展
4月27日（木）～4月30日（日）

●春の県南支部友の会展示・
　グリーンバザール
5月3日（水）～5月5日（金）

●みかも盆栽展
5月6日（土）～5月8日（月）

●花と自然の和紙絵展
5月12日（金）～5月18日（木）

●岩舟町写真愛好会作品展
5月20日（土）～5月31日（水）

●初夏の山野草展
6月2日（金）～6月4日（日）

●みかも山写真展
6月7日（水）～6月12日（月）

●第4回　押花展示会
6月14日（水）～6月19日（月）

●構図の決め方講座写真展
6月22日（木）～6月28日（水）

●三人展（パステル＆水彩）
6月30日（金）～7月6日（木）

展　　　示

展　　　示

那須野が原公園緑の相談所
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展示会の入場は無料です。
お気軽にお越しください。

各講座の受付は開講日の１か
月前からです。お申込は電話
または直接ご来園ください。
なお、中央公園はメールでの
お申込を受け付けています。

緑の相談所の利用時間は午
前9時から午後4時30分で
す。お休みは、毎週火曜日。
火曜日が祝日の場合は翌日
がお休みになります。

お 知 ら せ
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 ◆ペットの散歩は必ず引き綱をつけ、ペットのフンは持ち帰りましょう。

展　　　示
講　　　座

●大菊の作り方
4月15日（土）　午前10時～12時
初心者でも楽しみながら大菊が
作れるように、さし芽から開花まで
の一般管理について学びます。特
にさし芽の仕方やその後の管理
方法を中心とした講座です。初心
者の方歓迎です。
定員30名。受講料無料。
（だいや川菊愛好会　石下有良さん）

●コケ玉を作ろう
4月23日（日）　午前10時～12時
初めての方でも無理なく作れます。
植えつける植物は山野草などで、
水ゴケにくるんで、ハイゴケを張っ
て完成させます。
定員30名。教材費1,000円。
（コケ玉愛好会　吉新三郎さん）

●草花のたねまき
4月29日（土）　午前10時～12時
春まき1、2年草のまき方や一般管
理方法について学びます。また、
何種類かの草花の種まきを実際

に行い、持ち帰ってもらいます。
定員30名。教材費200円。
（日光だいや川公園緑の相談員）

●日光だいや川公園「春の自然観察会」
5月3日（水）　午前10時～12時
園内の植物を観察、解説などをし
ながら散策します。
定員30名。受講料無料。
（日光だいや川公園緑の相談員）

●ツツジ・シャクナゲの楽しみ方
5月6日（土）　午前10時～12時
ツツジ・シャクナゲの品種の系統・
分類、一般的な管理方法、繁殖の
方法などについて学習します。
定員30名。受講料無料。
（日本ツヅジ・シャクナゲ協会栃木支部　鷹觜芳夫さん）

●絵画講座　ノンビリ上達する方法2
5月13日（土）　午前9時～12時
色を探りたい人のための講座です。
色は感覚で楽しむものですが、色
や色の組み合わせについての基
礎を学びます。
定員30名。受講料無料。
（元高校美術教師　志鳥堯人さん）

●夏野菜の無農薬栽培
5月14日（日）　午前10時～12時
無農薬での野菜づくりのポイントと
ボカシ肥の作り方の講座です。野
菜苗の配布も行います。
定員30名。教材費500円。
（元緑の相談員　横田一郎さん）

●手のり盆栽の作り方Ⅰ
5月20日（土）　午前10時～12時
小さなかわいい植物を整姿し、手
のひらサイズの小品盆栽に仕立て
る実技を行い、その後の管理につ
いて学びます。

定員30名。教材費1,000円。
（手のり盆栽いまいちの会　沼尾勝巳さん）

●公園樹木観察会
5月28日（日）　午前9時30分～12時
公園内の樹木名、その名の由来、
類似植物との見分け方、私たちと
の関わり等について資料及び現
地で学習します。
定員30名。受講料無料。
（ナチュラリスト　鈴木文益さん）

●ハーブを楽しもう（手づくり石けんを作ろう）
6月4日（日）　午前10時～12時
いろいろなハーブの特徴について
学び、肌にやさしハーブ石鹸を手
作りします。
定員30名。教材費500円。
（ラッピング協会講師　高橋純美子さん）

●初心者のためのさつきの手入れ
6月11日（日）　午前10時～12時
さつきの整枝剪定・鉢替え及び一
般的な管理等について学びます。
さつき苗の配布もあります。初心者
の方歓迎です。
定員30名。受講料無料。
（日光さつき盆栽会会員）

●ホタルの棲む流れで水生昆虫を見つけよう
6月17日（土）　午前10時～12時
ホタルの棲息している公園内の水路
で、水生昆虫を採取・観察し、ホタル
の棲める環境について学びます。
定員30名。受講料無料。
（ビオトープ管理士　西谷麻紀子さん）

●陶芸教室－オリジナルカップを作ろう－
6月18日（日）　午前10時～12時
陶芸の基礎的な知識を学んだ後、
ティーカップ、コーヒーカップなど自
分の好みに応じたカップを作ります。

定員30名。教材費1,500円。
（上原窯　上原キイさん）

●樹木の病害虫と防除
6月24日（土）　午前10時～12時
樹木に発生が予想される病害虫
ならびに病害虫の防除の仕方に
ついて学びます。
定員30名。受講料無料。
（樹木医　本田保夫さん）

●山野草の育て方
6月25日（日）　午前10時～12時
山野草について全般的な話を聞
き、一般的な栽培方法について学
習します。展示会場でそれぞれの
植物の特徴等の説明もあります。
定員30名。教材費1,000円。
（日光植物愛好会　中川光熹さん）

●桜の盆栽展
4月1日（土）～4月3日（月）
●花咲く鉄道風景
4月5日（水）～4月20日（木）
●コケ玉展
4月22日（土）～4月30日（日）
●ツツジ・シャクナゲ展
5月3日（水）～5月7日（日）
●緑の相談所友の会春の展示会
5月3日（水）～5月7日（日）
●絵画展Ⅰ
5月11日（木）～5月17日（水）
●手のり盆栽展Ⅰ
5月19日（金）～5月21日（日）
●革工芸展「花と昆虫・鳥」
5月25日（木）～5月29日（月）
●懐かしい栃木の停車場水彩画展
5月31日（水）～6月5日（月）
●さつき展
6月8日（木）～6月11日（日）
●鬼怒焼陶器展
6月15日（木）～6月21日（水）
●ウチョウランと山野草展
6月23日（金）～6月25日（日）
●モンゴルの植物写真展「モンゴル大草原の花々」
6月29日（木）～7月9日（日）

日光だいや川公園緑の相談所

〒321-1263
日光市瀬川844
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みかも山公園香楽亭
1 0283－24－6152お申込み

※団体での申し込みは受け付けておりません。
※農楽黒スクールは、作物の生育状況などにより、開催日を変更する場合があります。 キャンセルをする場合は、材料準備のため、１週間前までに必ずご連絡ください。

※定員各20名。各講座の1ヶ月前の1日から申し込みできます。

４

月

５

月

６

月

開催月日・会場 行  事  名 その他
8日（土）体験農場
9日（日）木工室
16日（日）調理室
19日（水）体験農場
7日（日）体験農場
13日（土）体験農場
14日（日）木工室
20日（土）体験農場
21日（日）日光市内
27日（土）体験農場
3日（土）体験農場
5日（月）体験農場
11日（日）木工室
16日（金）体験農場
19日（月）体験農場
21日（水）体験農場
25日（日）調理室

3/1から受付。
20名/700円
3/9から受付。
20名/3,500円
3/16から受付。
20名/1,000円
3/1から受付。
15名/700円
3/1から受付。
20名/1,200円

4/14から受付。
16名/1,200円
3/1から受付。
20名/700円
4/21から受付。
20名/100円

3/1から受付。
16名/1,200円
5/11から受付。
20名/1,200円
3/1から受付。
15名/1,600円

5/25から受付。
16名/800円

ジャガイモ栽培体験
教室に申し込まれた方

サツマイモ栽培体験
教室に申し込まれた方
ジャガイモ栽培体験
教室に申し込まれた方

水掛菜栽培体験教室
に申し込まれた方
サトイモ栽培体験教室
に申し込まれた方

農楽黒スクール　ジャガイモ栽培体験教室①種イモ植え付け
竹工芸教室
和菓子作り教室「かのこ」を作ろう
農楽黒スクール　サトイモ栽培体験教室①種イモ植え付け
農楽黒スクール　稲作体験教室①田植え
農楽黒スクール　ジャガイモ栽培体験教室②芽かきと除草
ソバ打ち体験教室Ⅰ
農楽黒スクール　サツマイモ栽培体験教室①土作り
歴史講座「もう一つの日光」Ⅰ
農楽黒スクール　サツマイモ栽培体験教室②苗植え
農楽黒スクール　ジャガイモ栽培体験教室③除草と土寄せ
農楽黒スクール　水掛菜栽培体験教室①種取準備
ラーメンを作って食べよう
農楽黒スクール　大豆栽培体験教室①種まき
農楽黒スクール　水掛菜栽培体験教室②種取
農楽黒スクール　サトイモ栽培体験教室②追肥・土寄せ・除草①
おいしいシュウマイ作り教室

みかも山公園ハーブ園のハーブの写真を展示します。

漢方の基礎的な考え方や、代表的な漢方処方の応用について、わかりやすくお話しします。また、
薬草園を観察しながら、薬用植物を原料とした漢方処方についても併せて解説いたします。

豚肉と大豆、ソーセージをトマトで煮込む、フランスの郷土料理「カスレ」を作ります。サー
モンと好相性のディルのサラダ、苺を巻き込んだふんわりロールケーキも作ります。

ハーブチキンを使って、ハーブオニオングリルと彩りサラダを作ります。やさ
しい甘味の春キャベツのポタージュも作ります。彩りが美しいランチです。

デリケートなお肌の方にオススメ！洗い心地はしっとりスベスベの無添加ハ
ーブソープと保湿・美白の若返り化粧水を作ります。

木綿の大判ハンカチに絞り模様を入れて、優しい茜色に染めてみましょう。
家庭でも簡単にできる方法をご紹介します。

ｱﾛﾏﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｵｲﾙを使って、足のﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞを準備運動をかねて行ってから心とｶﾗﾀﾞをゆるめて、気持ち
よくゆったりとしたヨガを行います。天然100％のｱﾛﾏの香りに癒されながら、ﾘﾗｯｸｽしてください。

万能な生地を使って、焼き方を変えて、ベーグルやピザなど３種類のパンを
作ります。

講師特製ウェルカムスムージーをいただいた後に、イタリアンいかめし、タコとジャガ
イモのサラダ、カブのスープを作ります。カルダモン風味のスイーツピクルス付き！

ハーブ園を観察しながら、好きなハーブを摘み取り、フレッシュハーブティー
を飲んでみましょう。そのほか、ハーブボールとモイストポプリを作ります。

お花の型抜き台紙を使って、オリジナルのステンドグラス風押し花フレームを作りま
しょう。台紙はバラかチューリップを選びます。（出来上がりサイズ168×220）

4月29日（土）～5月７日（日） ハーブ写真展

5月13日（土） はじめての漢方（漢方処方の試飲あり）

5月21日（日） 身近なハーブ料理Ⅰ

5月28日（日） 春のハーブチキンランチ

6月4日（日） ハーブの手作り石けんと化粧水

6月14日（水） 家庭でもできる！ハーブ染め体験（マダー）

6月15日（木） アロマヨガ ※男性はご遠慮ください。

6月16日（金） ひとつの生地でアレンジ簡単パン作り

6月21日（水） イタリアンいかめし タコとジャガイモのサラダ

6月22日（木） みかも山のハーブを楽しもう♪

6月23日（金） ステンドグラス風押し花フレーム作り

200円

1,400円

1,700円

1,700円

1,700円

400円

1,200円

1,700円

1,200円

2,200円


