
受付開始
8/19（金）
小学生以下のお子様は保
護者同伴での参加をお願
いします。

受付日時は講座によっては異なる場
合がございます。ご注意ください。

「まちゼミの申込です」とお電話ください。

●材料費は原則として講座当日に会場で徴
　収いたします。（つり銭のないようにご用意ください）
●お申込後のキャンセルは、材料費を頂戴す
　る場合がありますで、ご承知置きください。

受講料無料
※内容によっては、材料費がかかるものもあります。

●定員になり次第締め切らせていただきます。
●申込は、各店の受付時間内にお願いします。
●申込初日は、電話回線の混雑が予想されます。ご了承ください。
●受講対象者が限定されている講座もあります。ご注意ください。
●各講座ともに、申込の際に受講時の持ち物をご確認ください。

第28回 おかざき まちゼミ 開催のご案内 
ホームページ→http://machizemi.org/　　まちゼミブログ→http://machizemi.blog68.fc2.com/

主催／岡崎まちゼミの会　後援／岡崎商工会議所・岡崎市

全120講座
受講申込は各店へ！
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各講座の色に注目！
6種類に分かれてます

まちゼミ
参加店クーポン

NEW きれい 健康

つくる まなぶ たべる
今回初登場のお店です 美容／キレイを追求する講座です 健康にすごすための講座です

作品制作をおこなう講座です 新しい発見があります 料理に挑戦してみましょう

安心して受講して頂くために、
お店からの販売・勧誘はありません。

まちゼミ 安心宣言

開催期間 8/24（水）～9/30（金）開催期間 8/24（水）～9/30（金）

2つの店が協力し
てオリジナル講座
を企画しています。
ナイトまちゼミ
18時以降も講座
があるお店です。

コラボ耳の聞こえの不自由な方も
受講していただける講座です

FAXで申込ができます。混乱を避けるためFAXでの受付は聴覚、
言語が不自由な方専用とさせて頂きます。ご理解、ご協力をお願い
します。ご希望の方に、要約筆記の派遣が出来ます。

まちゼミを受講すると、お店から『まちゼミ
クーポン』をプレゼント。利用できる店舗や、
サービス内容はクーポンをご覧ください。

クーポン

まちゼミの会 事務局
TEL 21-0985

次回参加のお問い合わせはコチラまで

次回参加のお問い合わせは「まちゼミの会 事務局」まで ☎21-0985

吉田屋琴三味線店

能見
不動尊前

チラシは
2枚組です 枚目2 85 120～

講座まで掲載

（1枚目は1～84）

河出書房新社発行の大人の塗り絵シ
リーズをもとに、塗り絵を楽しく教わっ
て上達しようというイベントです。

正文館書店 シビコ店

TEL 0564-24-8173

所在地 岡崎市康生通西2-20-2 シビコ2F

講師：加藤 洋一郎

受   付
定休日

10:00～19:30 ※8/24（水）より受付
第3木曜日（シビコ定休日に準ずる）

開講日

大人の塗り絵
無料体験教室

8/28（日） 13:00～14:30
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●会場／ お店前イベントスペース 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 10名 
●持物／ なし

ウッドデッキをお考えの方、まずはこれ
を聴いてからで損はありません！国産杉
デッキメーカーのプロが樹種選びから
施工、メンテまで伝授！

岡崎製材（株）リビングスタイルハウズ

TEL 0120-51-7780

所在地 岡崎市戸崎町元町4-1

講師：竹村 裕二

受   付
定休日

9:00～19：00 ※8/19（金）より受付
＜会場は別＞毎週火曜日

開講日

失敗しないための
「ウッドデッキ講座」

8/29（月） 14:00～15:30
9/26（月） 10:00～11:30
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●会場／ セキレイホール 102号室 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各20名または10組（1組2名様まで） 
●持物／ 筆記用具

本学院の生徒によるスマートフォンの
「LINE活用法」と「画像編集講座」です。
LINEを始めたい方、便利な活用法を知
りたい方、大歓迎です。

KTC中央高等学院 岡崎キャンパス

TEL 0564-25-0022

所在地 明大寺町字川端19-13 山七東岡崎ビル1F

講師：KTC中央高等学院（岡崎キャンパス）の在校生、教員

受   付
定休日

9：00～18：00
日曜日・祝日

開講日

スマホで家族、友人との絆を！
LINE講座

8/29（月）・30（火）
10：00～11：30
9/3（土）
13：00～14：30
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●会場／ キャンパス内教室
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各3～5名 
●持物／ スマートフォン

オカリナの小さく可愛い楽器を体験し
ませんか。癒しの楽器としてバッグに入
れて、どこでも持ち運べ、奏でられます。
他の楽器とアンサンブルも楽しい。

大門音楽教室

TEL 0564-25-2751

所在地 岡崎市薮田1-12-5

講師：西本 京子

受   付
定休日

10：00～22：00
無休

開講日

オカリナ楽器の
体験講座

8/30（火）・9/3（土）
14：00～15：30
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●会場／ りぶら スタジオ②（8/30）、スタジオ
③（9/3）
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各10名 
●持物／ オカリナ（貸出可）

＜会場は別＞

2020年から変わる大学入試。そして愛
知県の高校入試も変わります。気になっ
ているけどどこに聞けばいい？の声に
お応えします。

（株）学研エデュケーショナル 学研教室 岡崎事務局

TEL 0564-22-2229

所在地 岡崎市康生通南3-3 マルワビル3F

講師：尾崎 由紀子

受   付
定休日

9：00～17：00
＜会場は別＞土曜日、日曜日

開講日

変わる高校入試、
大学入試と教育改革

8/30（火） 10：00～11：00

89

●会場／ りぶら 301 
●対象／ 小、中学生をお持ちの保護者の方 
●定員／ 6名 
●持物／ なし

相続？贈与？それぞれの税の仕組みを
知り、家族が円満でいられる財産の渡し
方を考えておくことが、親として最後の
務めです。

じゅうmado岡崎

TEL 0564-64-7005

所在地 戸崎元町4-1 リビングスタイルハウズ北館

講師：久世 寿孝・前田 正徳

受   付
定休日

10:00～17:00
＜会場は別＞火曜日

開講日

家族が円満でいられる
財産の渡し方

9/1（木） 13:30～15:00
9/26（月） 10:00～11:30
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●会場／ りぶら 102A
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各10名 
●持物／ なし

秋の彼岸は秋分の日を中日に前後三日
間を合わせて、合計七日間行われます。
気になる仏事、仏具の事がありましたら
どうぞお気軽にお越し下さい。

㈱愛知屋仏壇本舗

TEL 0564-21-3341

所在地 岡崎市能見通1-81

講師：蛭川 義次

受   付
定休日

9:30～18:30
火曜日

開講日

お仏壇・お仏具の
お手入れ方法

9/2（金）・14（水） 
10:30～11:30
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●会場／ お店 
●対象／ 成人・男・女 
●定員／ 各8名 
●持物／ 筆記用具

海外旅行ベテラン添乗員が、ヨーロッパ
＆アジア最新情報をお伝えします。毎回
満員の人気講座です。皆様お誘いあわ
せの上ご参加下さい！

日本旅行 愛知東店

TEL 0564-26-1951

所在地 岡崎市康生通東1-3

講師：白井、太田

受   付
定休日

10:00～18:00
土曜日、日曜日、祝日

開講日

ヨーロッパ＆
アジア旅講座

ヨーロッパ 9/2（金）
 10:00～12:00
アジア  9/9（金）
 10:00～12:00 
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●会場／ お店 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各20名 
●持物／ なし

最新のWindws10にアップグレードし
たけど、使い方がわからない方はいま
せんか？今までと何が違うのか簡単に
ご説明します。初級者の方が対象です。

パソコン市民講座　岡崎シビコ教室

TEL 0564-26-1617

所在地 岡崎シビコ2F

講師：加藤 琴美

受   付
定休日

10:10～16:00
シビコ定休日に準ずる

開講日

Windows10って
何が変わったの？

9/3（土）・9/7（水）
15:30～16:30
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●会場／ お店 
●対象／ パソコン初級者 
●定員／ 各5名 
●持物／ なし（Windws10をお持ちの方はご
持参OK）

今話題のタブレット！使ってみたいけど、
操作できるかしら？と不安のあなた！購
入前にiPadの魅力をお伝えします。操
作も簡単ですよ。

パソコン市民講座　岡崎シビコ教室

TEL 0564-26-1617

所在地 岡崎シビコ2F

講師：加藤 琴美

受   付
定休日

10:10～16:00
シビコ定休日に準ずる

開講日

iPadを触ってみよう！

9/16（金） 15:40～16:40
9/19（月） 15:30～16:30
9/14（水） 13:30～14:30
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●会場／ お店 
●対象／ インターネット経験者 
●定員／ 各6名 
●持物／ なし（iPadをお持ちの方は持ち込み可） 

情熱大陸から始まり、各国の“愛と情熱”
の音楽で心イキイキ！一緒に歌ったり聴
いたり、ティータイムつきの楽しいホー
ムコンサートです。

中村素子ピアノ教室

TEL 090-8548-0712

所在地 岡崎市六供町甲西17-4

講師：中村 素子

受   付
定休日

9:00～21:00
不定休

開講日

みんなで楽しむ
ミニコンサート

9/3（土）・9/11（日）
14:00～16:00
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●会場／ 教室（自宅） 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各10名 
●持物／ なし

猫と楽しく暮らすには、猫のことを知ら
なければいけません。猫と飼い主の幸
せのために、適切な環境、正しい接し方
など、お話しします。

宇野獣医医科病院

TEL 0564-45-1611

所在地 岡崎市岩津町車塚5-1

講師：宇野 哲安

受   付
定休日

9:00～19:00
＜会場は別＞木曜日・日曜午後・祝祭日

開講日

楽しく猫を
飼うために・・・！

9/4（日） 13:30～15:30
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●会場／ せきれいホール 202 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 15名 
●持物／ なし

犬の散歩は、犬にとっても、飼い主に
とっても、とても大切なものです。吠え
てうるさい子も、ワガママいう子も、散
歩の仕方で治せます。

宇野獣医医科病院

TEL 0564-45-1611

所在地 岡崎市岩津町車塚5-1

講師：宇野 哲安

受   付
定休日

9:00～19:00
＜会場は別＞木曜日・日曜午後・祝祭日

開講日

『良い犬』は、
散歩で育てる！

9/11（日） 13:30～15:30
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●会場／ せきれいホール 102 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 15名 
●持物／ なし

試算1000万円違っていませんか？頭金と
ローンが住宅に必要なお金と考え、購入
後に苦労される方が急増しています。購
入前の今、しっかり考えておきましょう。

じゅうmado岡崎

TEL 0564-64-7005

所在地 戸崎町元町4-1 リビングスタイルハウズ北館

講師：三桝 義典

受   付
定休日

9:00～17:00
＜会場は別＞火曜日

開講日

住宅購入前に知っておきたい
本当の住宅資金

9/4（日） 10:00～11:30
9/17（土） 13:30～15:00
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●会場／ せきれいホール 202号室 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各10名 
●持物／ なし

スッキリ収納でスッキリ生きる！探し物
は、もうこりごり。参加された方には「収
納がわかる本」をプレゼント！

小幡リフォーム

TEL 0120-082-155

所在地 岡崎市岩津町字新城121-1

講師：小幡 サユリ

受   付
定休日

10:00～17:00
＜会場は別＞水曜日

開講日

簡単リフォームでお部屋が片付く
「7つの法則」

9/4（日） 13:00～14:30
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●会場／ りぶら 会議室103 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 15名 
●持物／ 筆記用具

■住宅業界のカラクリ　■人気の土地を手
に入れる方法　■200万円をお得に銀行
融資を手に入れる方法など　家づくりを考
えている方に、本音のお話をお伝えします。

矢作川流域材で家を造る会

TEL 0120-085-835

所在地 岡崎市岩津町字新城121-1

講師：一級建築士　小幡 省侍

受   付
定休日

10:00～17:00
＜会場は別＞水曜日

開講日

家づくりの本音の話　
“お金の真実”

9/4（日） 15:00～16:00
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●会場／ りぶら 103 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 20名 
●持物／ 筆記用具

愛知教育大学附属岡崎小学校の教育に
ついての話、その受験についての話、そ
のために必要な力についての話をわか
りやすくお話します。

チャイルド・アイズ　岡崎康生

TEL 0564-66-0322

所在地 岡崎市康生通東1-21

受   付
定休日

14:00～18:00
日・祝日

開講日

愛知教育大学附属岡崎小学校
と受験について

9/5（月）～10（土）
　10:30～12:30
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●会場／ お店 
●対象／ 受験をお考えの保護者の方 
●定員／ 各6名 または 3組 
●持物／ なし 

リボンひとつでラッピングもイメージが
ずいぶんアップします。簡単なリボンテ
クニックをご案内します。

サラダ館 明大寺店

TEL 0564-28-6252

所在地 岡崎市明大寺本町2-6

講師：堺 敦子

受   付
定休日

10:00～19:00
水曜日

開講日

かんたんリボンで
センスアップラッピング

9/6（火）・12（月）・26（月）
14:00～15:00
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●会場／ お店 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各3名 
●持物／ 筆記用具
●材料費／ 200円（リボン・箱・包装紙代）

中近や近近レンズをご存知ですか？手
元が快適に見えて。お料理や茶道など
お稽古をより楽しくするレンズです！メ
ガネ嫌いの方も体験してください。

スギウラメガネ

TEL 0564-21-1072

所在地 岡崎市康生通東2-15

講師：杉浦 文子

受   付
定休日

9:30～18:30
火曜日

開講日

中近・近近レンズ
見え方体験

9/7（水）～11（日）
・15（木）・16（金）
11:00～12:00、13:30～14:30
15:00～16:00、19:00～20:00
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●会場／ お店 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各1名または1組 
●持物／ お使いのメガネ（あれば）

デザイン？性能？間取り？お金？それだ
けでは不十分。ああすれば良かったと
住み始めてから後悔しないためのコツ
をお伝えします。

よつば暮らしデザイン室

TEL 090-8499-3307

所在地 岡崎市上地5-3-6

講師：佐藤 百世

受   付
定休日

9:00～19:00
＜会場は別＞不定休

開講日

新築・リフォーム
お得に理想を実現する方法

9/7（水）・12（月） 
10:00～11:30
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●会場／ せきれいホール 202 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各6名 
●持物／ 筆記用具

美しい絵と言葉、アロマの魔法で心の
扉を開けましょう。今の自分、これから
の自分を見つけるためのカードとアロ
マの精油を使ったワークです。

香りの創造空間 アロマヴェール

TEL 080-5048-1131

所在地 岡崎市大西1-8-21

講師：相川 有美

受   付
定休日

10:00～17:00
＜会場は別＞不定休

開講日

言葉と香りの魔法
ワンセルフカード体験

9/8（木）・22（木） 
10:00～12:00
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●会場／ ベルクララ 岡崎市材木町102番地 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各10名 
●持物／ 筆記用具、はさみ、のり 
●材料費／ 1000円（カード、材料代）

長男に全てを継がせたい。他の子には
どうすれば良い？じょうずな不動産相続
んはコツがあります。

池田千恵司法書士事務所

TEL 0564-54-6330

所在地 羽根町字池脇6-1 KNビル202号

講師：池田 千恵（愛知県司法書士会所属）

受   付
定休日

9:00～18:00
＜会場は別＞土・日・祝

開講日

じょうずな
不動産相続のコツ

9/8（木） 19:00～20:30
9/25（日） 14:00～15:30
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●会場／ りぶら 9/8 会議室302 、9/25 会
議室103 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各20名 
●持物／ 筆記用具

汚れとは？こんな汚れはどうするの？洗
剤は？道具は？日常清掃でお困りの疑問
や悩みにハウスクリーニングのプロが
お答えいたします。

おそうじ本舗 矢作北店

TEL 0564-73-3455

所在地 岡崎市中園町字六友17-4

講師：伊藤 裕康

受   付
定休日

8:00～20:00
＜会場は別＞なし

開講日

プロが教える
おそうじのコツ

9/9（金）・12（月）・29（木） 
10:00～11:30
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●会場／ りぶら　102A 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各8名 
●持物／ なし

生活習慣・読み書き・時計・・・など小学
校入学までに身につけておきたいこと、
今後の学校教育の変化も合わせてお伝
えいたします。

（株）学研エデュケーショナル 学研教室 岡崎事務局

TEL 0564-22-2229

所在地 岡崎市康生通3-3 マルワビル3F

講師：尾崎 由紀子

受   付
定休日

9:00～17:00
＜会場は別＞土・日曜日

開講日

入学準備を始めよう

9/13（火） 10:00～11:00
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●会場／ まざりん Room1 
●対象／ 幼児さんの保護者の方 
●定員／ 5名 
●持物／ なし

スマホのカメラ機能を使って色々なも
のを撮影しましょう。テーブルフォトを
やります。小物は僕が用意します。

デジカメ、パソコン教室 はじめの一歩

TEL 0564-83-7957

所在地 戸崎町榎ヶ坪3-3 柴田ビル3階

講師：石川 修

受   付
定休日

10：00～20：15
＜会場は別＞不定休

開講日

スマホのカメラで
撮影を楽しもう！

9/13（火）、9/20（火）、9/27（火）
13：00～14：30
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●会場／ サラダ館 明大寺店 
●対象／ なし 
●定員／ 各3名 
●持物／ スマートフォン

そろばん、美文字deひらがな、パズル、
速読をいいとこどりで体験できます。親
子で楽しく学びましょう。

個別志導のサクセス

TEL 0564-54-8772

所在地 岡崎市明大寺町諸神10-10 明大ビル1F

講師：富永 亜美

受   付
定休日

13:00～22:00
＜会場は別＞土曜日、日曜日、祝日

開講日

親子で能開バイキング

9/19（月） 10:20～11:50
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●会場／ せきれいホール 集会室101 
●対象／ 年長～小学生とその保護者様 
●定員／ 7組
●持物／ 筆記用具

この地域の小学受験で今何をすべき
か、またその情報をお伝えします。そし
て、入学後の学習法から進路について
もが紹介します。

個別志導のサクセス

TEL 0564-54-8772

所在地 岡崎市明大寺町諸神10-10 明大ビル1F

講師：近藤 成人

受   付
定休日

13:00～22:00
＜会場は別＞土曜日、日曜日、祝日

開講日

小学受験で学ぶべきこと＆
入学後について

9/19（月） 9:10～10:10
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●会場／ せきれいホール 集会室101 
●対象／ 小学受験をご検討の保護者様 
●定員／ 10名 
●持物／ 筆記用具

デーブな見どころ満載の街のポイント紹介。初めての方に
はまちゼミの楽しみ方をお伝えします。また、まちゼミに
ついてのご意見を頂戴する時間もございます。今後の中
心市街地の様々な企画、イベントの情報もお伝えします。

㈱まちづくり岡崎

TEL 0564-21-0985

所在地 岡崎市康生通東1-21

講師：松井 洋一郎 他

受   付
定休日

10：00～18：00
土・日　曜日

開講日

岡崎まちなかこだわり
デーブなまち歩き！

９/３（土） １１：００～１２：００
９/１２（月） １１：００～１２：００
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●会場／ お店
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各7名 
●持物／ なし

今話題の「こめ油」でハーブオイルを作
ります。とっても簡単で美味しい。そし
てヘルシーです。

マルコポーロ

TEL 0564-24-0029

所在地 岡崎市材木町1-37

講師：中澤 有理

受   付
定休日

10:00～19:00
日曜日　祝日

開講日

こめ油で
ハーブオイル作り

8/24（水）・31（水）
9/10（土）・14（水）・21（水）・24（土）
10:30～12:00、13:00～14:30
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●会場／ お店 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各4名 ●持物／ なし 
●材料費／ 500円（米油、スパイス、瓶（持ち帰り
用）、パン、コーヒー）

FAX
0564-24-0029

どなたでもちょっとしたコツで美味しい
珈琲が淹れられるようになります♪ゆ
るゆるで楽しい時間を一緒に過ごしま
せんか？

自家焙煎珈琲豆専門店 樹の香（このか）

TEL 0564-34-4313

所在地 岡崎市東大友町郷東19-1

講師：小野 千夏

受   付
定休日

10:00～18:00
＜会場は別＞日曜日

開講日

ゆるゆる珈琲教室

9/15（木）・16（金）
10:00～11:30、12:15～13:45
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●会場／ サラダ館 明大寺店 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各6名 
●持物／ マイコーヒーカップ、筆記用具 
●材料費／ 500円（材料費）

毎日大好評のインド料理教室！今回はイ
ンドの揚げナン“バトラ”。当店1の人気
カレー""バターチキン”。スパイシーなつ
け合わせ“オクラマサラ”です。

スバカマナ岡崎店

TEL 0564-28-7567

所在地 岡崎市材木町1-18等一高木ビル 1F

講師：ゴウチャン・ビクラム/太田 祐輔

受   付
定休日

11:00～15:00、17:00～23:00
なし

開講日

インドカレーと
ナン作り体験

8/24（水）
9/2（金）・8（木）・12（月）
・20（火）・28（水）
15:00～17:00

113

●会場／ お店 
●対象／ 大人の方 
●定員／ 各15名 
●持物／ 三角巾とエプロン 
●材料費／ 1500円（食材費）

ぬか床作りは難しいと思っていません
か。結構簡単なんですよ。

サラダ館　明大寺店

TEL 0564-28-6252

所在地 岡崎市明大寺町2-6

講師：堺 敬子

受   付
定休日

10:00～19:00
10:00～19:00

開講日

100年のぬか床
貴女も作ってみませんか？

8/27（土）・30（火）
9/2（金）・4（日）・17（土） 
13:30～15:00
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●会場／ お店 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各8名
●持物／ 筆記用具
●材料費／ 200円

美味しい調味料さえあればどんな食材
でも美味しくなります

サラダ館　明大寺店

TEL 0564-28-6252

所在地 岡崎市明大寺町2-6

講師：堺 敬子

受   付
定休日

10:00～19:00
水曜日

開講日

秋に作っておきたい
調味料

8/26（金）・29（月）、
9/1（木）・5（月）・11（日） 
13:30～15:00
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●会場／ お店 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 各8名
●持物／ 筆記用具
●材料費／ 200円（試食食材費）

蜂蜜フェアー蜂蜜200種類以上収集経
験と養蜂家直伝の蜂蜜の奥深さと意外
な誤解まで、今回は国内産生蜂蜜を中
心に甘い蜂蜜の世界へご招待。

アムトラック 茶楽

TEL 0564-48-2999

所在地 岡崎市本宿町北中町3

講師：冨田 武司

受   付
定休日

11:00～19:00
＜会場は別＞火・木・金曜日

開講日

知ってほしいハチミツの
甘いだけじゃない話

9/12（月） 13:00～14:30
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●会場／ 甲山閣 光の間 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 12名 
●持物／ 筆記用具 
●材料費／ 500円（テキスト代）

四川麻婆豆腐、回鍋肉、青椒牛肉絲。

萬珍軒本店

TEL 0564-21-1740

所在地 岡崎市康生通東2-57

講師：永井 章

受   付
定休日

11:00～11:30
水曜日

開講日

定番中華料理の秘訣

9/5（月） 15:00～16:30
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●会場／ お店
●対象／ どなたでも 
●定員／ 12名 
●持物／ 筆記用具、三角巾 
●材料費／ 1500円（食材費）

夏の美味しいお茶の淹れ方＆お茶の健康機能について。
緑茶の持つ健康に関する効能やより良い飲み方などをご
紹介。いつ飲めばいいの？何にいいの？飲み過ぎはない
の？等々、皆様の質問をおしゃべり感覚でお答えします。

磯田園 岡崎店

TEL 0564-21-6501

所在地 岡崎市康生通西1-1 新天地ビル1F

講師：磯田 尚久・舟橋 正浩

受   付
定休日

10:00～18:00
なし

開講日

お茶と健康

8/27（土） 10:30～12:00
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●会場／ お店（シビコ店） 
●対象／ どなたでも 
●定員／ 8名 
●持物／ なし


