エムアイカード
会員さま限定

7月28日（土）

7月29日（日）

フラワーアレンジメント講座

〜より健康で美しく〜

季節の花を使用したフラワーアレンジメント
でご自宅をステキに演出してみませんか。
フ
ラワーアレンジメントのコツをわかりやすくレ
クチャーいたします。
フラワーアレンジメント
がはじめての方でもお気軽にご参加くださ
い。※花材は変更になります

椅子に座って行うストレッチです。反動を使わずゆっくり
伸ばし、体を柔らかく使いましょう。スラリと伸びた美脚
は骨盤と足の形を整える事が大切です。健康と美しさを
目指す方におすすめの講座です。※動きやすい服装（パンツ）

ビューティーストレッチ

でお越しください

※靴を脱いでストレッチを行います

●時間／午後2時〜午後3時30分
※写真はイメージです。
●受講料／5,292円
●定員／16名さま
●講師／ HUGFLOWER'S FLOWER ARTIST 中村 晃氏

●時間／午後1時30分〜午後2時45分
●受講料／2,160円
●定員／8名さま
●講師／ビューティウォーキング講師
日本ストレッチング協会トレーナー

7月30日（月）

7月31日（火）

親子でアイスパンづくり

すいか柄のデコもちをつくろう！

楽しい夏休み、
アイスもいいけどパンも
アイスにしちゃいませんか。
チョコチップ
とカスタードクリームのアイスパンをお
一人さま各1個、親子で4個作ります。
仕あげにアイスパンにココアパウダー
等でかわいくデコしていただきます！

ベコ餅をかわいくデコする
「デコもちづ
くり」
を体験してみませんか。つくったデ
コもちはお持ち帰りいただき、
レッスン
の最後には講師がつくったデコもちを
使って夏らしいデコもちスウィーツをお
召し上がりいただきます。
※写真はイメージです。

●時間／午前10時30分〜午後1時30分
●受講料／4,320円 ●定員／6組12名さま ●持ち物／エプロン・ハンドタオル
●対象／5歳以上 ※5歳以下のお子様がご参加の場合やお子さまが2名の場合はお問合せください
●講師／キャラクター弁当講師・食育インストラクター よっちママ（岩澤 智千）氏
函館 手作りパンの家 こすもす パン講師 佐藤 由香氏

お電話もしくは店頭でお申し込みください。
■ご予約・お問合わせ／TEL：
（011）222-8317
〈ワークショップを受講されるお客さまへ〉

楽しいコトはじめよう。
阿部 治子氏

●時間／午前11時〜午後1時30分
●受講料／3,780円 ●定員／12名さま
●持ち物／エプロン・ハンドタオル・お持ち帰り用容器
●講師／デコもち北海道支部代表・デコもちマイスター
みーやん氏

7月1日（日）
爽やかなグリーンブーケ作り

※写真はイメージです。

7月ワークショップ予約受付開始

６月16日（土）【受付時間】午前10時〜午後7時

※お客さまのご都合でキャンセルされる場合は、開講日前日より100%キャンセル料をいただきます。
予めご了承ください。 ※価格はすべて税込です。

マイ・カフェワークショップは2018年4月よりエムアイカード会員さま限定ワークショップとして開催しております。

本館６階

「マイ・コンシェルジュ」
では
エムアイカード会員さま、
エムアイ友の会会員さまに

マイ・コンシェルジュカードを無料で発行しており
ます。
マイ・コンシェルジュカード提示サービス店一覧が
2018年度版として新しくなりました。
新しいサービス店が加わってもっとおいしくもっと楽
しくお得にご利用いただけます！！

★札幌の中心部で気軽にお食事を楽しむなら
赤れんが テラスできまり！

「マイ・クローゼット」
では
初夏のおしゃれレッスン
６月６日（水）〜６月１
２日（火）
スタイリングコーディネートサロン マイ・クローゼット
夏に向けて新しいおしゃれを楽しんでみ
ませんか。
この夏のトレンドやイメージに合わせたコ
ーディネートを専属のコーディネーターが
スタイリングいたします。
カラー診断もおこなっておりますので、
是非この機会にご利用ください！

お友達やご家族とご一緒に
ご利用いただけます！
午後１時以降お食事の方
ソフトドリンク１杯サービス
３階 バルテラス各店

お食事の方
ソフトドリンク１杯サービス
地下１階 カフェ ヨシミ

マイ・コンシェルジュカード提示サービス店
一覧はこちらからご覧いただけます。

札幌三越本館2階 マイ・コンシェルジュカウンター
発行・
お問合わせ TEL：(011)222-8090 午前10時〜午後7時30分
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マイ・クローゼットはご予約制です。
エムアイカード会員さまは無料でご利用いた
だけます。

グリーンの花材を飾り
ながらドライフラワー
にしましょう！夏は切花
をきれいに日持ちさせ
るのが大変ですが、暑
さに強く瑞瑞しい花材
でグリーンブーケを作
りませんか。忙しい毎
日にお水を替える手間
がなく、秋には落ち着
いた色合の変化を楽し
みながら長く飾ってい
ただけます。※花材は変
更になります

7月

新しい自分発見はじめよう。

7月2日（月）

〜緑・枝・葉でドライフラワー〜

●ワークショップは予約制です。先着にて承ります。●ご予約開始日当日は、
お電話の混雑が予想されます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、予めご了承ください。●止むを得ない事情により講
師・開講日・時間などが変更になる場合がございます。●お申し込みが一定数に満たない場合、開講中止となる場合がございます。●飲酒を含む講座の場合、20歳未満のお客さまはお申
込みいただけません。●受講料のお支払いはエムアイカード・エムアイ友の会お買物カードでのお支払いに限らせていただきます。●ワークショップの受講料はエムアイポイント除外となりま
す。予めご了承ください。●受講日当日にエムアイカードやエムアイ友の会にご入会いただいた方もご参加いただけます。●生花や植物の配送は承れませんので、予めご了承ください。

本館２階

キレイになるコトはじめよう。

※写真はイメージです。

体にいいコトはじめよう。

7月3日（火）

つまみ細工〜剣つまみのお花〜

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

●時間／午後1時30分〜午後3時
●受講料／3,780円 ●定員／12名さま
●講師／ アトリエ アントン 主宰
1級フラワーデザイナー
レカンフラワーインストラクター
大橋 環氏

針と糸を使わずに正方形の生地をピンセットでつ
まんで作るつまみ細工。剣つまみという手法で一
輪のお花の「かんざし」か「根付け」を作ってみま
せんか。花びらのちりめんの色はその場でお選び
いただきます。※ご予約の際、ご希望の製作物をお申し付
けください

※お花のサイズ：約径5ｃｍ

●時間／午前10時30分〜正午
●受講料／3,240円 ●定員／10名さま
●講師／ つまみ細工 のの
鶫屋認定講師 吉川 法子氏

7月4日（水）

セルフケアで頭皮ゆるめマッサージ

〜セルフチャンピ®〜

インディアンヘッ
ドマッサ ージ“セ
ルフチャンピ® ”
で、美しく健康的
な 夏 を 過 ごしま
せんか。頭皮に負
担をかけ ずにで
きるセ ルフケ ア
をチャンピサージ
® 認 定 講 師が実
践を交えてレクチャーいたします。

●時間／午前11時〜午後12時15分
●受講料／3,240円
●定員／12名さま
●講師／ 予防美容サロンmatane 代表
美容家
Ｌ.Ｃ.Ｉ.Ｃ.Ｉ.®ＪＡＰＡＮ
認定講師 木野田 秀樹氏

7月5日（木）

暑中見舞いの絵手紙レッスン

高齢者の住まい選びセミナー

心のこもった絵手紙で暑中見舞いを送りませ
んか。
かいて楽しく、
もらってうれしい、世界で一
枚だけの絵手紙。
レッスンではひまわりをかい
ていただきます。はじめての方や絵が苦手な方
でも大丈夫。講師がコツをわかりやすくお伝え
いたします。※道具は貸出いたします

どんなホームを選べばいいのか。
どんな点を
注意したらいいのか。など、本当に生涯安心
できるホーム選びのコツを学びませんか。高
齢者の生活に必要な情報を交え、社会福祉
士がわかりやすく説明いたします。親のた
め、
ご自分のために今からできる事をはじめ
ましょう。
（スウィーツ・ドリンク付き）

●時間／午後1時30分〜午後3時30分
●受講料／1,900円
●定員／12名さま
●講師／日本絵手紙協会公認講師
斉藤 美雪氏

※写真はイメージです。

※イラストはイメージです。

※写真はイメージです。

7月6日（金）

●時間／午前10時30分〜午前11時30分
●受講料／1,080円
●定員／12名さま
●講師／さっぽろ高齢者福祉生活協同組合 理事長

小松 徹人氏

7月7日（土）

天然石を使ったネックレスづくり

睡蓮木のミニ盆栽

天然石（オニキス）とコバルトブルーの綺麗な
チェコビーズを使った夏にぴったりなネックレス
を作りませんか。
トップの硝子ビーズは講師が完
成させたものを用意するのではじめての方でも
お気軽にご参加ください。
ビーズを順番に通し、
ナイロンコードワイヤーで仕あげるシンプルな
ネックレスの作り方を学べます。

和洋問わず、お部屋のインテリアに合わせ
やすい人気の盆栽。夏に睡蓮のような花を
咲かせる睡蓮木を、高さ10ｃｍ程度の小
さな盆栽に仕立てます。お部屋で楽しめる
盆栽です。

●時間／午前10時30分〜正午
●受講料／4,968円
●定員／6名さま
●講師／ アトリエ Pure Sweet 主宰
佐藤 明美氏

●時間／①午前11時〜午後1時
②午後2時〜午後4時
●受講料／4,860円
●定員／各回10名さま
●講師／ 草つ月 主宰 君島 信博氏

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※一般のかたは3,240円
（税込）
になります。

ご予約・ 札幌三越本館2階 マイ・コンシェルジュカウンター
お問合わせ TEL：(011)222-8090 午前10時〜午後7時30分

2018/05/11

16:19:49

7月8日（日）
〜モデルのように美しく〜

美人スマイル＆写真の写り方
レッスン
写真に写る時に笑顔が
うまくできるコツやポー
ジングを実 践を交えて
楽しく学 んでみませ ん
か。実際に撮影しながら
変化を実感していただ
きます。

【レッスン内容】
・笑顔のつくり
方 ・目的に合わせた写真の
写り方 ・ポージングレッスン・
美しい笑顔の法則など

7月9日（月）

7月10日（火）

7月17日（火）

7月19日（木）

7月22日（日）

田中青果

フラッフィーバッグ
製作体験レッスン

〜バラとアジサイのアレンジ〜

クレイクラフト

ハーブとフルーツの
ビネガーシロップづくり

美文字講座〜漢字実用編〜

アスパラガスを楽しむレッスン
「アスパラガス」を
日々の献立に取り
入 れてみませ ん
か。
レッスンではア
スパラガスの魅力
や食べ方を試食を
交えてご紹介いた
します。また、皆さ
まにはアスパラガ
※写真はイメージです。
スのピクルスをお
作りいただき、
お持ち帰りいただきます。
〈田中青果〉
漬物のお土産付

※写真はイメージです。

●時間／午前10時30分〜午後12時30分
●受講料／3,240円 ●定員／10名さま
●持ち物／カメラやスマートフォンなど
撮影ができるもの
（お持ちではない方もご受講いただけます）

●講師／ オフィス ページワン 代表
ウォーキング＆マナー講師
佐伯 春菜氏

7月11日（水）・8月8日（水）・9月12日（水）
AKIRA NAKAMURA
旬の花フリーデザインレッスン

●時間／①午前11時〜午後12時30分
②午後2時30分〜午後4時
●受講料／2,160円 ●定員／各回12名さま
●持ち物／エプロン
●講師／㈱田中青果 野菜ソムリエ
北海道漬物類組合理事
田中 美智子氏

7月12日（木）

クレイでお好みの
バラを二輪作製し
ていただき、アジ
サイやつぼみ、青
りんごなどと一緒
に器にアレンジし
ます 。マシュマロ
のようなふわふわ
の粘土で形作る面
白さをお楽しみく
ださい。

カゴバッグにサテ
ン 生 地 のリボン
を縫いつけて、華
やかに仕 あげて
いただきます。普
段 使 いはもちろ
ん、ゆかたでのお
出かけにもおす
すめです。※ご予

約の際、ご希望のカ
ラー（白×ピンクor黒
×グレー）をお申し付
けください
※サイズ：約Ｗ25×
Ｈ17ｃｍ

※サイズ：約Ｈ17ｃｍ

※写真はイメージです。

テーブルコーディネート＆ランチ

●時間／午前10時30分〜午後1時
●受講料／4,968円
●定員／8名さま
●講師／ サロンドプレマ 主宰
鎌田 真紗美氏

"ゼリーフラワー"レッスン

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

透明なゼリーの中にカラーゼリーを注入して
お花を描く、
ゼリーデコレーションの技術を学
んでみませんか。
ご家庭でも簡単にできる
「食
べられるゼリーフラワー」は、暑い夏にぴった
りな美味しくてかわいいスウィーツです。

●時間／午後1時30分〜午後3時30分
●受講料／4,320円
●定員／6名さま
●講師／ クレイクラフト＆クレイフラワー
アリアンナ 主宰
金谷 早苗氏

●時間／午後1時〜午後2時30分
●受講料／3,700円
●定員／10名さま
●持ち物／エプロン・ハンドタオル
●講師／ハーブ研究家
かりの あさの氏

●時間／午後3時〜午後4時30分
●受講料／3,240円
●定員／8名さま
●講師／書家
長谷川 悠貴氏
（droll.)

7月23日（月）

7月24日（火）

7月25日（水）

修了証付

木の小物づくり

もっと気軽にお抹茶を！

色彩療法士入門編
色彩療法士と
は様々な場面
で色彩の効果
を提供できる
色彩の専門家
で す 。カ ラ ー
に興味のある
※写真はイメージです。
方も色選びで
困っている方も一緒に色彩について学びませ
んか。
ファッションカラーやインテリアカラー、
色の意味、効果などの色彩学をオリジナル教
材を使いながら楽しく学びます。

HUGFLOWER'S中村晃氏が季節に合った花
材を用意し、デモンストレーションを交えてレ
クチャーした後、お客さま自身で自由にアレン
ジしていただきます。花材、花器は当日までの
お楽しみ。経験者向け3回レッスンです。※単発

ハーブ畑から摘んだフレッシュハーブを使い、
家庭で楽しめるテーブルコーディネートの仕
方を実践を交えてレクチャーいたします。ハー
ブでカトラリーレストなどを作って、
ハーブを楽
しむランチをお楽しみいただきます。

●時間／午後2時〜午後3時30分
●受講料／21,600円 ●定員／12名さま
●講師／ HUGFLOWER'S
FLOWER ARTIST 中村 晃氏

●時間／午前11時〜午後1時
●受講料／3,780円 ●定員／12名さま
●講師／ ＫＩＮＡ 主宰 大澄 かほる氏
食空間＆フードコーディネーター
金子 由美氏

●時間／午前10時30分〜午後12時30分
●受講料／3,500円 ●定員／6名さま
●持ち物／エプロン・ハンドタオル
●講師／ Sweet＆Sweets 主宰
新田 千明氏

●時間／午後1時30分〜午後3時30分
●受講料／3,456円
●定員／12名さま
●持ち物／色鉛筆
●講師／北海道カラーデザイン研究室
代表・色彩療法士協会代表理事
外崎 由香氏

7月14日（土）

7月15日（日）

7月16日（月・祝）

アーティフィシャルフラワーで
つくる多肉植物とハーブの
アレンジメント

食べて学べる！
若々しさを目指す食事の秘訣

手打ち冷やしうどんと
手作りめんつゆ

〜オリジナルキャラクターを作ろう〜

若々しく過ごすため
には、普段の食事が
大きな 鍵になりま
す。老化の仕組みと
食べ物の関係など、
体 の 中からハツラ
ツと輝くため の 秘
訣をお伝えいたし
ます。テーマに合わ
せた試 食をしなが
ら楽しく学んでみま
せんか。

暑 い 夏にぴっ
たりな手打ち
の 冷 やしうど
んを作りませ
ん か 。ご 家 庭
で簡単にでき
る
「手打ちうど
※写真はイメージです。
ん」と「めんつ
ゆ（返しのつくり方）」
を学びます。手作りなら
ではのできたての美味しさをお楽しみくださ
い。

ではお申込みいただけませんので予めご了承ください

季節を問わず楽
しん でい ただけ
るアーティフィシ
ャルフラワー の
多肉植物とロー
ズマリーやミント
などの 枝をワイ
ヤ ーを使って束
ねます。白樺の枝
※写真はイメージです。
にとめて、壁掛け
や置物になるグリーンインテリアを手作りし
てみませんか。※サイズ：約Ｗ35×Ｈ35ｃｍ
●時間／午前11時〜午後12時45分
●受講料／4,536円
●定員／12名さま
●講師／ 花教室
アトリエアンフルール 主宰
梯（かけはし）みゆき氏
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●時間／午後1時30分〜午後2時45分
●受講料／2,160円
●定員／16名さま
●講師／管理栄養士・アンチエイジング栄養士・
料理研究家・コラムニスト
お食事のカウンセリングサロンcolan
代表 上坂 マチコ氏

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

7月13日（金）

ＫＩＮＡ ハーブで彩る

季節のフルーツ
とハーブをお好
みでブレンドし、
オリジナルのビ
ネガーシロップ
(2種類)を作り
ませんか。ビネ
ガーシロップは
お料理や飲み
物などいろいろ
活用でき、その
活用方法を試飲・試食を
交えてご紹介いたします！

※径8cmと径13cmのゼリーを2つ作ります。

【メニュー（実習）】
・手打ちうどん ・手作りめんつゆ ・野
菜の揚げ浸し・薬味3種盛り

●時間／午前10時30分〜午後12時15分
●受講料／3,780円
●定員／8名さま
●持ち物／エプロン・ハンドタオル
●講師／ Cookingロマンス 代表
フードアナリスト1級
小関 章子氏

受講者の方に文字
のリクエ ストをし
て、その場でリクエ
ストされた字の具
体的な書き方を
「3
つのコツ」
と
「10の
知 識 」を使 い なが
らご紹 介 いたしま
す。難しいと思って
いた字や得意だと
思っていた字も聞
いてみると意外な
発見があるかもしれません。以前美文字講座
を受講された方はもちろん、はじめての方で
もご参加いただけます。

札幌スタイル＆北のブランドW認証製品
札幌の景観色カラーカード
「さぽら」
のお土産付

※写真はイメージです。

毎日の暮らしの中で使える木の小物を手づくりしてみ
ませんか。
「豆皿」か「カッティングボード＆バターナイフ
セット」どちらかお好きなものをお作りいただきます。は
じめての方でもお気軽にご参加ください。※ご予約の際に

ご希望の製作物をお申し付けください ※サイズ：豆皿約径10
ｃｍ、カッティングボード約W11×H20cm、バターナイフ約14cm

抹茶は茶道の世界
というイメージです
が、講座では日常の
中でおいしく簡単に
抹 茶を点てる技を
ご紹介いたします。
茶筅を振って、ご自
分で点てた抹 茶を
生 菓 子と一 緒に味
わってみませんか。
夏は冷たく、時には
アレンジを加えて甘
く、毎日のお茶のレ
パートリーが広がる
はずです。

●時間／午後1時30分〜午後3時30分
●受講料／3,240円 ●定員／8名さま
●持ち物／エプロン・マスク
●講師／ cava craft 代表
平子 貴俊氏

●時間／午後2時〜午後3時30分
●受講料／3,500円
●定員／12名さま
●講師／ 日本茶にちげつ 店主
日本茶インストラクター
あけた ゆうこ氏

・8月30日
（木）
7月26日（木）

7月27日（金）

7月28日（土）

イラストレッスン

フライパン1つで
夏のバランス献立

お手紙やちょっと
した贈り物に自分
自身のオリジナル
キャラクター(イラ
スト)を添えて送っ
てみませ んか。1
回目はご自分の好
きな花や動物等を
モチーフにしてオ
リジナルのキャラ
ク タ ー を 作 りま
す。2回目はその
キャラクタ ー を
使って布バッグに絵を描き、
Ａ4
サイズのオリジナルトートバック
2枚を作ります！※2カ月連続講座

※写真はイメージです。

となります

●時間／各日午前11時〜午後1時
●受講料／5,940円 ●定員／6名さま
●講師／イラストレーター すずき もも氏

夕食に適量＆栄
養バランスの良
い ヘ ルシーな
献立をフライパ
ン1つと電子レ
ンジで！暑 い 夏
でも作りやすい
手軽さが魅力で
す。お 家に帰っ
てからすぐ使え
るレシピをデモ
ンストレーションと試食を
交えてご紹介いたします。

※写真はイメージです。
茶筅の
お土産付

生活の木

夏こそとりたい！
マヌカハニー＆ルイボスティー

※写真はイメージです。

●時間／①午後1時〜午後2時30分
②午後4時〜午後5時30分
●受講料／2,700円 ●定員／各回8名さま
●講師／滝本食品(株)
料理教室 Salon de Oeufs
主宰 管理栄養士
中居 香織氏

「夏にマヌカハニ
ー？」と思われる
方 も 多 い か もし
れませんが、健康
茶「 ルイボス」と
の組み合わせは、
日 差しに 疲 れ た
身 体 や お 肌にぴ
ったりです。はち
みつとお茶をたっ
ぷりお召し上がり
いただきながら美味しい
レシピを学びます。

※写真はイメージです。
マヌカハニーロゼ
ンジのお土産付

●時間／午前11時〜正午
●受講料／2,592円
●定員／12名さま
●講師／ 生活の木 宮川 友子
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