
SABAE
street   seminar

2月
15日～19日

まちゼミ
SABAE
street   seminar

無料～2,000円

「和布でリメイク紹介」「和布でリメイク紹介」「和布でリメイク紹介」
2.17~19.sun 10:00~16:00

「手ぷるぷるエステ」「手ぷるぷるエステ」「手ぷるぷるエステ」
2.19.sun 10:00~15:00

「仏壇お手入れ相談会」「仏壇お手入れ相談会」「仏壇お手入れ相談会」
2.19.sun 10:30~11:30

「手の美容パック体験」「手の美容パック体験」「手の美容パック体験」
2.19.sun 10:00~15:00

「ピッタリ自分枕探し」「ピッタリ自分枕探し」「ピッタリ自分枕探し」
2.19.sun 10:00~15:00

料金 500円料金 500円料金 500円
場所 夢てらす場所 夢てらす場所 夢てらす
予約不要予約不要予約不要

がんばってる手に
美容保湿のご褒美を。

料金 500円料金 500円料金 500円
場所 夢てらす場所 夢てらす場所 夢てらす
090-8968-7108090-8968-7108090-8968-7108

腕までお肌つるつる
体験してみませんか？

料金 無料料金 無料料金 無料
場所 夢てらす場所 夢てらす場所 夢てらす
予約不要予約不要予約不要

まちゼミを機に
気楽に相談♪

料金 無料料金 無料料金 無料
場所 酒井屋佛壇佛具店場所 酒井屋佛壇佛具店場所 酒井屋佛壇佛具店
0778-51-00710778-51-00710778-51-0071

正しい手入れを学んで
お家の仏壇長持ち♪

料金 無料料金 無料料金 無料
場所 寝装たにだ布団店場所 寝装たにだ布団店場所 寝装たにだ布団店

予約不要予約不要予約不要

自分に合った枕の
見つけ方を知ろう！

料金 無料料金 無料料金 無料
場所 あめや場所 あめや場所 あめや
0778-51-00240778-51-00240778-51-0024

アイデアでリメイクを
楽しみましょう♪

「各種保険の相談会」「各種保険の相談会」「各種保険の相談会」
2.19.sun 10:00~15:00

当日参加もOK！当日参加もOK！当日参加もOK！

19日までに予約してね19日までに予約してね19日までに予約してね

寝装たにだ寝装たにだ寝装たにだ

まりー美容室まりー美容室まりー美容室

ビューティオレンジビューティオレンジビューティオレンジ

あめやあめやあめや

保険の松屋保険の松屋保険の松屋

酒井屋佛壇佛具店酒井屋佛壇佛具店酒井屋佛壇佛具店

★参加された方には、
プラスお楽しみ抽選会♪
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2.15.wed 10:00~/11:00~/13:30~ 

「お花の寄せ植え体験！」「お花の寄せ植え体験！」「お花の寄せ植え体験！」
料金 2,000円料金 2,000円料金 2,000円
場所 丸正2階場所 丸正2階場所 丸正2階
0778-52-41870778-52-41870778-52-4187

「ちぎり絵体験！」「ちぎり絵体験！」「ちぎり絵体験！」
2.15.wed 10:00~/13:00~

「顔深筋マッサージ」「顔深筋マッサージ」「顔深筋マッサージ」
2.17~18.sat 11:00~/14:00~/16:00~

「うさぎストラップ作り」「うさぎストラップ作り」「うさぎストラップ作り」
2.18.sat 10:00~14:00

「スパイスラック作り」「スパイスラック作り」「スパイスラック作り」
2.18~19.sun 10:00~16:00

「リサイクル・リユース買取」「リサイクル・リユース買取」「リサイクル・リユース買取」
2.19.sun 10:00~16:00

「あなたのカラーはどのタイプ？」「あなたのカラーはどのタイプ？」「あなたのカラーはどのタイプ？」
2.15~18.sat 10:00~17:00

「みんなで血行体操！」「みんなで血行体操！」「みんなで血行体操！」
2.17.fri 14:00~/15:00~

「AI姿勢分析！？」「AI姿勢分析！？」「AI姿勢分析！？」
2.15.wed 10:00~14:30

予約者優先予約者優先予約者優先

予約してね予約してね予約してね

予約してね予約してね予約してね 15日までに予約してね15日までに予約してね15日までに予約してね

予約してね予約してね予約してね

予約してね予約してね予約してね 予約してね予約してね予約してね

勉強堂勉強堂勉強堂 まるよまるよまるよ

サイトカナモノサイトカナモノサイトカナモノ

中央商店街中央商店街中央商店街

花ひろ花ひろ花ひろ

中央商店街中央商店街中央商店街

コスメティック美香コスメティック美香コスメティック美香

ぽかぽか春気分を
味わおう！

ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

料金 無料料金 無料料金 無料
場所 勉強堂場所 勉強堂場所 勉強堂
0778-51-03790778-51-03790778-51-0379

自分に合った色選び
を知ってもっと楽しく♪

料金 500円料金 500円料金 500円
場所 まるよ場所 まるよ場所 まるよ
0778-51-02360778-51-02360778-51-0236

マカロン風のうさぎの
ストラップはいかが？

ワークショップ

料金 1,500円料金 1,500円料金 1,500円
場所 丸正2階場所 丸正2階場所 丸正2階
0778-51-60680778-51-60680778-51-6068

ワークショップワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

やさしく楽しい絵の
世界へようこそ！

料金 無料料金 無料料金 無料
場所 鯖江公民館2階場所 鯖江公民館2階場所 鯖江公民館2階
佐野 090-2372-5516
熊田 080-3043-0441
佐野 090-2372-5516
熊田 080-3043-0441
佐野 090-2372-5516
熊田 080-3043-0441

ケッコウ元気になる、
血行体操やってみよう！

①外履きシューズ
②動きやすい服装
①外履きシューズ
②動きやすい服装
①外履きシューズ
②動きやすい服装

持
ち
物

料金 1,000円料金 1,000円料金 1,000円
場所 サイトカナモノ場所 サイトカナモノ場所 サイトカナモノ
0778-51-00510778-51-00510778-51-0051

県産の木材で毎日の
お料理をもっと楽しく！

料金 無料料金 無料料金 無料
場所 丸正2階場所 丸正2階場所 丸正2階
0778-51-60680778-51-60680778-51-6068

あなたの姿勢は
ホントに大丈夫？

料金 500円料金 500円料金 500円
場所 コスメティック美香場所 コスメティック美香場所 コスメティック美香
0778-51-44140778-51-44140778-51-4414

マスクの下にも自信♪
簡単セルフケア！

(各７名程度)

場所 タケベ無線場所 タケベ無線場所 タケベ無線
0778-51-22330778-51-22330778-51-2233

リユースを通じてSDGsを
簡単に体験できます♪

佐野さん佐野さん佐野さん

タケベ無線タケベ無線タケベ無線

①お売り頂ける物
②本人確認証
①お売り頂ける物
②本人確認証
①お売り頂ける物
②本人確認証

持
ち
物

おうちで使わなくなった再利用
可能品を当店までお持ち下さい。

査定して買い取ります。

洋服、雑貨、本、CD
DVD、ゲームソフト

おもちゃ、家具、家電など
後日クリーニング後タケベ

グループ店で販売予定です。
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