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木綿街道交流館 (木綿街道イベント実行委員会事務局)共催・お問合せ

第6回

くらしのものいっぱい

くらしのものいろいろ

蔵にくらしのもの詰め込みました

くらしの お店が並ぶ 蔵

蔵で くらしのお買いもの

5月28日（日）11時30分～
100食　無くなり次第終了

あら汁の
ふるまい
（無料） 3店舗以上でお買い上げの

方に抽選。
女性会メンバーの各店舗
提供の豪華景品が当たる！

スタンプラリー
抽選会！

当商工会議所女性会員による
物販、飲食、くらしょっぷ出店
18店

当商工会議所女性会員による
物販、飲食、くらしょっぷ出店
約20店

A N I S E
( アニス )

カフェショップ
空くじ
なし！

in 平田木綿街道交流館

2017

くらしょっぷ
日時 平成29年 

 5月27日(土)
 5月28日(日)  

9：30 ～ 17：00

9：30 ～ 16：00

場所 平田木綿街道交流館／入場無料
出雲市平田町841　　TEL 0853-62-2631

会場を
 

ウロウロ

するよ～！

亀姫来たる！！

5月28日(日)

10時 ～ がんちゃん先生(岩﨑巖)癒しのハーモニカライブ

　　　 　～日本の美しい歌こころの歌～
11時 ～ フォークソングライブ(郷原悌二、橘由美子、安喰好行)

13時 ～ 江藤健一アコースティックギターライブ

15時 ～ 江藤健一アコースティックギターライブ

5月27日(土)

10時 ～ しわく屋楽団懐メロ〜シャンソンまで

　　　　アコーディオン＆クラシックギターライブ

11時 ～ 今岡益行 口笛ライブ

13時 ～ フォークソングライブ (郷原悌二、橘由美子、安喰好行)

15時 ～ フォークソングライブ (郷原悌二、橘由美子、安喰好行)

音楽イベント

27日 11：30～
28日 11：30～
素敵な景品があたる！
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同時開催・共催イベント
「初夏の木綿街道＠おさんぽ日和」

路上詩人こーた

書き下ろし＆筆文字講座

入門編
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イベント

店
　
舗

伊藤本店
果物、野菜

(有)大島屋
紙製品、文房具他

(株)ソノ
ファイル、タオル、小物類

(有)吉川商店
魚の干物、乾物の販売

出雲ねぎ焼き きりん工房
ねぎ焼き３種、生ビール

靴工房 グランパヨシオ
靴、革製品

漆芸のわたなべ
漆器、陶器、布他

翠苑 平田店
からあげ、ラーメンバーガー他

（有）原料理店
御飯類、惣菜

だいず村
手作りコロッケ他

(株)高砂醤油本店
醤油と醤油加工品の販売

ティント ノコ (アニス)
カフェ

(有)中島時計店
メガネグッズ、時計、手作り布ぞうり他

(有)平田水道工業 (アニス)
カフェ

(有)坂本藤次郎本店
新茶、番茶(試飲)、お菓子(試食)

(株)酒持田本店
清酒、梅酒、梅ジャム

(有)風月堂
生菓子、洋菓子、お餅

ポコアネット(アニス)
カフェ

ブティック美麗
服、アクセサリー、カバン等

あたごクリーニング店 (有)アタゴ写真館 (有)飯塚豊市商店 (有)大谷鉄工所 (株)オートライフビュー
ひらたや(有)佐藤木工所 ヘアースタジオPOOL (株)報光社 まるいちいいつか

本庄屋 料亭ほり江

協
力
店

お魚屋さんによる
さばき方講座

【㈲吉川商店】
日　時／5月28日(日)

　　　  10時～(1時間程度)
定　員／5名
材料費／100円
持ち物／エプロン
内　容／大小さまざまな種類の魚をさばき
　　　　ます。
受　付／平田商工会議所業務課
　　　　TEL 0853-63-3211

簡単にできる
美味しい煎茶の入れ方講座

【㈲坂本藤次郎本店】
日　時／5月28日(日)

　　　  14時～(40分程度)
定　員／2名
材料費／無料
持ち物／なし
内　容／新茶、水出し煎茶の美味しい
　　　　入れ方
受　付／㈲坂本藤次郎本店
　　　　TEL 0853-62-2126

酒蔵見学と三種の利き酒で
日本酒の奥深さを楽しもう！

【㈱酒持田本店】

日　時／5月27日(土)、28日(日)

　　　　両日14時～15時

定　員／各10名

材料費／1,000円

持ち物／香りの強いものはお控え下さい。

内　容／築130年余りの酒蔵を見学、その後

　　　　三種の利き酒を通して日本酒の奥深さ

　　　　をお伝えします。

受　付／㈱酒持田本店

　　　　TEL 0853-62-2023

かわいい花のブローチを
作りませんか？

【㈲中島時計店】

日　時／5月27日、28日

　　　　両日13時30分～14時30分

定　員／各2名

材料費／200円

持ち物／なし

内　容／身近な材料で軽くて普段使いの

　　　　ブローチが簡単に作れます。

　　　　ぜひ、チャレンジしてみて下さい。

受　付／㈲中島時計店

　　　　TEL 0853-62-2257

ストールを上手に使って
お洒落を楽しみませんか？

【ブティック美麗】
日　時／5月27日(土)、28日(日)

　　　　両日14時～14時30分
定　員／各5名
材料費／無料
持ち物／お手持ちのストール・スカーフ
　　　　ご持参でもOK。
　　　　ショップにも販売しております。
内　容／形、素材も様々なストール・スカーフ
　　　　貴方に合うストールの巻き方提案
　　　　します！お気軽にご参加下さい。
受　付／ブティック美麗
　　　　TEL 0853-63-3224

お顔の悩みにお答えします
(貴方に合う眉のえがき方！)講座

【ヘアースタジオ POOL】

日　時／5月27日(土)

　　　  10時～12時(随時)　

※一人当たり15分程度【要予約】

材料費／無料

持ち物／なし

内　容／お困りごとにお答えします。例えば、

　　　　顔にファンデーションをぬるポイント！

　　　　目をいきいきさせるポイント！

　　　　シミを目立たなくするポイント！etc

受　付／ヘアースタジオPOOL

　　　　TEL 0853-63-0963

申し込み／事前に予約申し込みを上記の各お店へお電話下さい。 
定員になり次第締め切ります。

参　　加／当日講座を受ける場所に直接ご集合下さい。材料費は、当日各お店へお支払い下さい。　

くらゼミ(蔵でくらしのゼミナール)開催

2010年に目の前の幸せにたくさん気づき、「あなたを
見てインスピレーションで言葉を書きます」という
スタイルで、筆で言葉を書き始める。現在はアトリエ
や出雲大社神門通りでの路上を中心に年間１５００人
以上に言葉をおくり、笑顔のキッカケとなっている。
２０１４～１６年には海外での活動にも挑戦。
フランス、台湾の路上での書き下ろし、カンボジアで
書道パフォーマンス、フィリピンで筆文字講座を行う。
2016年3月、日めくりカレンダーを出版。地元島根を
愛する想いを大切に、ひとりでも多くのキッカケに
なるために活動中。

島根を愛する路上詩人こーた (プロフィール)

電話受付時間10時～17時

5月27日(土)開催イベント

路上詩人こーた書き下ろし

＆筆文字講座入門編

【書き下ろし】

あなたを見てインスピレーションで浮かんだ

言葉を筆で想いを込めて書きます。

世界にたったひとつのオリジナル筆文字作品。

笑顔や勇気のキッカケになりますように。

時　間／10：00～13：00、15：30～16：30

【こーたの筆文字講座の入門編】

わかりやすい筆文字のコツと日常が心が豊か

になるコツが詰まった、今まで県内外で1000人

以上に届けてきた筆文字講座の入門編です。

楽しく文字も心も大変身！！

筆文字書いてみたかった～。モノの見方や捉え

方の話が聞きたい～。という方はぜひ。　

時　間／１３：３０～１５：００

参加費／3,000円（筆ペン、スケッチブック付き)

申　込／mailto:rojoshijin.kota@gmail .com

電　話／0853-63-3211 (平田商工会議所業務課)


