するものですが︑
ここに書
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ΈςȜϋκȜσ

などということはありま
いていただいたご感想や︑

◇

൚ഝ

ඵ༑㖟⾜
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スマホなどでカラーでご覧いただけます↓
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ΈςȜϋκȜσ

今年度第４弾﹁まちゼミ﹂
始まります
せん︒
まちへのご要 望などは商

年１ 月から始

まった﹁得 するまちのゼ
■少人数です

平成
ミナール﹂
は次回︵１／
店街のまちづくりを考え
る上で大 変に参 考になっ

マンツーマンの講 座 も

最 初はテスト的にやっ ありま す︒少 人 数で講 座

〜︶
で 回目となります︒
ています︒
︵特に駐車場に

いこと を 何でも 聞 ける︑ ついて多 くのご意 見 をい

てみ よ う ということで︑ を開くと︑講師に聞きた
全部で 講座︑開催期間
◇

ただいています︶

の中から講座を工夫した

★太巻き ･細巻きの基礎

雑談もたくさんできてそ

だん講座数も増えて前回
りレベルアップしたりと
☆誰でも参加出来るので
☆太巻・細巻︑めんどう

分 楽しめ︑やってみよう

︵３面につづく︶

☆知らない方と 人でう

★スマホ︒ケータイ使い
こなし入門︵野沢南高校
ふれあい同好会︶
☆再度の講座をお願いし

★押 し 花 クリ スマス バ

ます︒
︵スタジオ咲︶
ージョン
☆先生がわかりやすく教
えてくださり︑とってもか
わいいクリスマス用 押し
花 ができ ま し た︒あ り が
とうございました︒

ĸııŮŭȁĳĭĲķı 

ĸııŮŭȁĳĭĸıı 

も１週間でしたが︑だん
は 講座になりました︒
講師も勉強になる︑店主
える︑お客様の生の声が

どんどん行ってほしい︒

まだ一度も参加したこ
ますので少々詳しくご説

又作ります︒
☆初めての参加です︒
ちょ
っと参加しにくい︵ひとり
参加は︶かと思っていまし

まちゼミでは毎回アン
という気持ちになりまし

たが︑気軽に参加でき︑十

ケートにご回答いただい
た︒
みようと思います︒

☆家でもチャレンジして

ていま す︒
こ れは 参 加 者

■お客様の感想

ヒントをいただき︑家で

な作業︵調理︶と思ってい

ただし︑非常に人気の

聞けるなどの理由により

とがない方も多いと思い の人がらもわかってもら
明いたします︒

高い講座で参加希望者が

ましたが︑本日の講座で

ゼミを機 会に商 店 街︑

ます︒

お 店︑店 主を知っていた
多く︑やむを得ず 人〜

■受講料無料

だこうという目的で開催
していますので︑受 講 料
もあります︒

人になってしまう場合

は無料です︒
ゼミによって
は材料費がかかる場合が
あり︑これは参加者にご
負担いただきます︒
■販売目的ではない
ゼミの中で商品をお勧 ︵お客様︶のご都合の良い

った︒生 き 方 が 合 う とこ

もさっぱりしていて良 か

ち 良 かった︒人 柄 がとて

☆とて も 良 かった︒気 持

︵チェリエ︶
ャルエステ

★オーガニックフェイシ

に参加したいです︒

加 しました︒色 々 な ゼ ミ

☆少し遠くから初めて参

になりました︒

からウロコの事ばかり︑為

マのご希望などをお聞き

めすることはありません︒ 時間や曜日︑ゼミのテー
何か買わないと気まずい

︵２面よりつづき︶

けましたが︑楽しくより
勉強になりました︒
☆すし講座︑大変勉強に
なり ました︒す ぐ 家でや
ってみたいです︒
ありがと
うございました︒
☆なじみの巻き寿しなの
に知らないことが多々あ
り︑とても勉強になりま
した︒
ろがあって話がはずんで
良い時間をもてた

̵Ȃ࣮͈·͙̱̥͂۫ͬ̽ͤॼ̳έͿ
κσΠࡔਈ̈́̓Ȃࡔ̈́ઁܛਈͬঀဥȃ
ಿܢ

同呉吇呁吹୰㎸

国産

ͬͅܖȂ̩̱̞۫ࣝ͊έͿκσΠ̥ͬ࢘
ठഴાȃĲĺĶķ ාͅဒঌၣਫ਼́ၣ̯ͦ̀
㛗㔝㖟⾜

(ġķĴĮĲĴĵĶ ުאশۼȤĲĸশȡĳশĴı
ಎࣺ 3.31.24
ऎݛঌಎࣺĳĮĲĸĮĲĳġϋΞρΑ

〇 １名１枚に限らせていただきます。

330 円
US 産
100g

豚ひき肉･国産
100g 120 円

ࡒ࡞ࡈ࡙ࠖ㍿ߦ

牛カルビ

100g

180 円
国産

160 円

〇 3,800 円相当

  ݝȤغဟ

ਢࢨ
ࢺஜġংੜ

ț૽ତȤĳĶྴအպྐ

2,500 円で提供いたします。

〇 この券ご持参の方に、
お１人

豚肩ロース

ݠઽސκσΠ͈ಎ̯̥́͜͞لषၛ̾ࡔਈ
ාࡠ̯ͦكশۖͅค̹̦͂̈́̽֝

◎ホットケーキ＋コーヒー…500 円
（アイス付）

ήρΛ·ΣΛ౪̥ͣ ķı ාܱͬැ̱̀ौ
（税別）

アロマティック
ブレンダーズスピリット

サービスランチ…670 円ȡġ（パン･ピザ・パスタ等）

20

ȭȁġඵষٛ͜ŐṒ̳ȃ
țၳၑȤĴĭıııȡ
Ȭ

100g

牛スジ･国産
100g 160 円

ハラミ･US 産
330 円

㘠ᩱ⌮ࡢᏘ⠇࡛ࡍࠋ

֔ୈරഝ
100g

·Ȝεϋ࠴ ɝˑྴအոષ͈ׯٛͅઘಙ
ȁġδΠσȪĸĳıŮŭȫˍུັȃ
価格は税込み

1/6 ㊏・7 ㊐・8 ㊊の３日間限定

10

ບ
ఱࢡ
ਈȪఱȫ̹͉͘ΫȜσȪಎخȫˍུ
ঁȆংˍ૽ஜȆ࢛৾

⽋ߒ߾߱ߦ

(ġıĳķĸĮķĳĮıĹĶĴ
豚バラ肉

中込駅前グリーンモール
喫茶
中込駅前

☆きょうは来てとてもよ
かったと思いました︒
目

ཻ෬൨ແͬै̠ͧ
Ȫಎلચၨȫ

（税別）

20
30
ςΐσȜΑΗȜଷैޗ

(ġķĳĮĹĸķı
AM10:00〜PM10:00
ɧ

ブラックニッカ 数量限定ウイスキー
日替り和定食 ȪᜫັȫȤ800 円
ボリュームたっぷりの

ఱࢡບ ĢĢ
ಎࣺפ

25

22

12

24
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