
7月 体にいいコトはじめよう。
新しい自分発見はじめよう。

楽しいコトはじめよう。
キレイになるコトはじめよう。

エムアイカード会員さま限定

2日（木） おうちイタリア料理 3日（金） 4日（土）〈田中青果〉ピクルスを楽しむ 夏のグリーンリース
～暑い夏を元気に過ごすために～
栄養豊富な素材を
たっぷり使って作る
イタリア料理を、デ
モンストレーション
でご紹介いたしま
す。
【メニュー】スパイシーなカ
ポナータ・なすとズッキー
ニペーストのパスタ・鶏む
ね肉のピッツァ職人風・毎
日役立つ野菜のイタリア風
蒸し煮・夏のデザート

※写真はイメージです。

●時間／午前11時～午後1時
●受講料／5,500円
●定員／8名さま
●講師／料理家・北海道6次産業化
　　　　プランナー　松田 真枝氏

～ピクルス作り＆アレンジ～
野菜ソムリエと一緒
にピクルス作りを楽
しみませんか。お持
ち帰りいただける自
分だけのオリジナル
ピクルスを作ります。
また、アレンジレシピ
をデモンストレー
ションでご紹介いた
します。 ※写真はイメージです。

●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／2,500円　●定員／各回8名さま
●講師／(株)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

～ドライフラワーの楽しみ方～
ナチュラルなリース台に
香りも楽しめるフレッ
シュな花材をアレンジ
し、ネイビーのリボンで
シックに仕上げます。
飾ったままドライフラ
ワーになる様子もお楽
しみいただけます。
※サイズ：直径約20cm

※写真はイメージです。

●時間／午後2時～午後4時
●受講料／3,960円　●定員／8名さま
●持ち物／花切はさみ
●講師／〈アトリエ アントン〉主宰
　　　　1級フラワーデザイナー
　　　　大橋 環氏

〈田中青果〉
漬物のお土産付

タティング用シャトル、
糸のお土産付

5日（日） タティングレース 7日（火） 7日（火）マスクケース作り クレイクラフト
～リング包みのタッセルチャーム～
タティングレー
スの道具を使
い、簡単に結べ
るリング包みの
タッセルチャー
ムを作ります。
通帳がすっぽり
入るクラッチ
バッグ付。バッ
グ、糸、飾りの色をお選びいただきます。

※写真はイメージです。

●時間／午前10時30分～午後12時30分
●受講料／3,960円
●定員／6名さま
●講師／〈ナナイロタティング教室〉
　　　　主宰　伏見 菜奈子氏

～ミシンでソーイング～
外出時、マスクが
バッグの中で迷子
になることはありま
せんか。可愛らしい
マスクケースをミ
シンで手作りしま
しょう。ティッシュ
ケースとしてもお
使いいただけます。
※サイズ：約W13.5×H11cm ※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／1,980円　●定員／8名さま
●持ち物／ハサミ・まち針
●講師／〈COTTON CRAFT Pooh-tan〉
　　　　主宰　焼田 美紀氏

～バラとガーベラのアレンジ～
クレイ（軽量樹脂粘
土）でお好みの色の
バラ二輪を制作し、
ガーベラやつぼみと
一緒に器にアレンジ
します。ふわふわな粘
土でバラを形作る面
白さをお楽しみくだ
さい。
※サイズ：約Ｈ17cm

※写真はイメージです。

●時間／午後2時～午後4時
●受講料／4,400円
●定員／6名さま
●講師／〈クレイ＆クレイフラワー アリアンナ〉
　　　　主宰　金谷 早苗氏

9日（木） 夏のおもてなし料理 11日（土） 11日（土）〈生活の木〉クラフトレッスン スワロフスキー®アクセサリー
～北海道産野菜で夏を美味しく～

北海道産野菜を使って、
美味しい夏のおもてなし
料理を学びませんか。作
り方のコツをデモンスト
レーションでご紹介いた
します。
【メニュー】和風パスタ、新菜のポ
タージュ、トマトピクルスデザート

※写真はイメージです。

●時間／午前11時～午後1時
●受講料／5,500円
●定員／8名さま
●講師／〈Y'ｓクッキング〉主宰
　　　　料理研究家・栄養士　真鍋 芳恵氏

～アロマストーン作り～
お好きな香りを染み
込ませて楽しむ人気
のアロマストーン。石
こうを使って2種類
手作りしませんか。枕
元やクローゼットなど
に飾ってお楽しみい
ただけます。
※レッスンで使用した型2
種、エッセンシャルオイルは
お持ち帰りいただけます。

※写真はイメージです。

●時間／午前11時～正午
●受講料／2,310円
●定員／8名さま
●講師／〈生活の木〉販売担当者

～スライド式ロングネックレス～
スワロフスキー®のアク
セサリーを作りません
か。キューブの位置は
スライド式で調整可能
です。16粒ずつ4面に
入るスワロフスキーは、
お好きな色をお選びい
ただけます。
※2個まで制作可能です。
※チェーンの長さ約80cm、
キューブのサイズ約1.2ｃｍ角 ※写真はイメージです。

●時間／午後1時30分～午後3時30分
●受講料／5,940円(2個目5,280円)
●定員／8名さま
●講師／〈アトリエ ミュウミュウ〉主宰
　　　　JGAグルーデコ協会認定講師
　　　　木本 美奈子氏
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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

●ワークショップの中止、内容変更及び、営業時間短縮による予約受付開始時間の変更が発生する場合がございます。予めご了承ください。中止、変更が発生した
場合は札幌三越ホームページにてご案内いたします。 ●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。 ●や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。 ●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。 ●受講料はエムアイポイント対象外となります。 ●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。（エムアイカードスタンダード等、一部対象外のカードがございます。） ●生花や植物の配送は承れません。

〈ワークショップを受講されるお客さまへ〉

2020年7月ワークショップ予約受付開始

6月22日（月）　【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。

7月

14日（火）絵手紙レッスン
～暑中見舞いの絵手紙～

描いて楽しく、もらって嬉し
い、世界で1枚だけの絵手紙。
ミニトマトをモチーフに、暑中
見舞いを描いてみませんか。
わかりやすく基本からお伝え
いたします。
※道具は無料で貸出いたします。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

●時間／午前11時～午後1時
●受講料／2,200円
●定員／8名さま
●講師／日本絵手紙協会公認講師
　　　　斉藤 美雪氏

14日（火）旬の花フリーアレンジ
～AKIRA NAKAMURA design～
中村晃氏が季節
の花材を用意し、
デモンストレー
ションを交えてレ
クチャーします。
花材、花器は当日
までのお楽しみ
です。

●時間／午後2時～午後3時30分
●受講料／7,700円　●定員／8名さま
●講師／〈HUGFLOWER'S〉
　　　　FLOWER ARTIST　中村 晃氏

16日（木）ハンカチにボタニカル刺繍を
～3つのステッチで簡単～

たった3つの簡単なライ
ンステッチでリネンハン
カチにボタニカル刺繍
を刺します。刺繍には興
味があるけど、本を見て
もわからない、手が出せ
ないと思っている初心
者さん必見！刺繍の基礎
を楽しく学びませんか。

※写真はイメージです。

●時間／午後12時30分～午後3時30分
●受講料／3,740円　●定員／8名さま
●持ち物／刺繍枠（8cm）・糸切ばさみ・布切ばさみ
●講師／刺繍作家　mutsumi ufu氏

18日（土）お掃除の基本セミナー
～手作り多機能クレンザーを作ろう～
ご家庭では何本の洗剤を
使っていますか。実は数
種類の洗剤とお家にある
ものだけで、家中キレイ
にすることができます。洗
剤の性質や選び方を知
り、楽しくお掃除するコツ
を学びましょう。

※写真はイメージです。

●時間／午前11時～午後12時30分
●受講料／3,000円　●定員／8名さま
●講師／おうちスタイリスト®

　　　　整理収納アドバイザー　米村 大子氏

18日（土）はじめての水彩画
～アートをはじめよう～

絵を描くことはいろい
ろな物作りの基本にな
ります。水彩画を通じて
形や色、画材の楽しさ
など、描く事の基本を
お伝えします。水彩用
色鉛筆も使い、夏の風
景画を仕上げます。

※写真はイメージです。

●時間／午後2時～午後4時
●受講料／4,296円　●定員／6名さま
●講師／〈あとりえ・アビエルト〉主宰
　　　　秋田 智江氏

19日（日）リボンクラフト
～オールドローズのコフレ～

欧米の輸入リボンを編
み込み、コフレ(小箱）を
作りませんか。箱の本
体には、トワルドジュイ
の輸入ペーパーを貼
り、カルトナージュのプ
チ体験も！
※サイズ：約W13×D9×H4.5ｃｍ ※写真はイメージです。

●時間／午後1時30分～午後3時30分
●受講料／4,400円
●定員／8名さま
●講師／〈Art of Living〉主宰
　　　　リボンクチュリエール®　土本 達子氏

ご自身で作った多機能
クレンザーのお土産付

21日（火）写真の写り方レッスン
～美人スマイルのコツ～
写真が苦手な方や笑顔がうまく作れな
い方にオススメのレッスンです。
【レッスン内容】笑顔の作り方、目的に合わせた写り
方、ポージングなど

※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／3,500円　●定員／8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
●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

25日（土）プリザーブドフラワー
～夏のラタンフレーム～
丸いラタン（籐）フレームに、バラや小花のプリ
ザーブドフラワーをアレンジ。オーガンジーの
リボンでふんわり涼しげに仕上げます。壁掛け
やモビール風に飾ってみませんか。
※サイズ：直径約22cm

※写真はイメージです。●時間／午前11時～午後12時30分
●受講料／4,950円　●定員／6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

25日（土）フラワーゼリーレッスン
～ゼリーを可愛く、夏らしく～
透明なゼリーの中にカラーゼリーを注入して
「食べられるフラワーゼリー」を2個作ります。
夏にぴったりのフラワーゼリーは、お持ち帰り
いただき、冷やしてお召しあがりください。
※サイズ：直径約10ｃｍ

※写真はイメージです。

●時間／午後2時～午後4時
●受講料／3,850円　●定員／5名さま　●持ち物／エプロン
●講師／〈dotDeco.〉主宰　堀 志穂氏

28日（火）モイストポプリ
～ハーブの香りを熟成させる～
生のハーブや乾燥ハーブ、スパイス、
塩を使って見た目も可愛いオリジナ
ルのポプリを作りませんか。熟成させ
ることで、香りの変化も楽しめます。
※サイズ：直径約8.5×H9ｃｍ（蓋含む）

※写真はイメージです。●時間／午後2時～午後3時30分
●受講料／3,300円　●定員／8名さま
●講師／家庭菜園ティスト　小田桐 久美子氏

レッスンで使用した水彩セット+
スケッチブックのお土産付
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