
定　員：10 ～ 24名
参加費：3,000 円

パステリア地中海 広小路町
三島市の食育認定店同士である「おだし香紡」
と当店のコラボ体験企画 3つの出汁を「利きだ
し」として楽しみ、更にそのだしを使った特性
料理をお楽しみいただきます。

イタリアンで “ 和の利きだし ”
体験とそのだしを使った
 イタリアンランチ

キャンセル期限：
 体験日の２日前まで

申込期限：
 体験日の２日前まで

・2月15日㈯11:00～13:30
・2月17日㈪11:00～13:30

食
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子

親子でも申込み可能、子どものみの参加はできません（無印は大人のみ）、参加費は大人と同額となります。
駐車場有り（数に限りがあります）P

子

定　員：1 ～ 8名
参加費：3,500 円

Ｂａｒ倉田 本町
ウイスキー 3種類をお選びいただき、カツオ出
汁のチェイサーでマスターの会話と共にお楽し
みいただけます。

ウイスキーと
 お出汁のペアリング

キャンセル期限：
 体験日の１日前まで

申込期限：
 体験日の４日前まで

定　員：6 ～ 13名
参加費：5,000 円

ＶＩＴＩＳ ｖｉｎｅｒｉａ 本町
料理とワインの相性、コツなどを特製イタリア
料理を楽しみながら体験できます。（前菜、メ
イン料理、デザート、カフェ、ワイン 3グラス）

ワインとお料理
 ペアリング体験

キャンセル期限：
 体験日の２日前まで

申込期限：
 体験日の２日前まで

・2月16日㈰12:30～14:00
・3月8日㈰12:30～14:00

・2月15日㈯・22日㈯・29日㈯
・7日㈯・14日㈯各日18:00～21:00

定　員：8 ～ 16名
参加費：2,000 円

とびきりワイン＆マンマのイタリアン ロザート 芝本町
代表的なお茶の種類と味わいを創業は江戸時代の本町
にお店がある山田園から学び、おいしい淹れ方を体験
をした後にイタリアンとお茶のコラボランチをお楽し
みいただきます。お茶の新たな発見に出会えます。

静岡茶をもっと身近に！
イタリアンと静岡茶の
 おいしさ再発見

キャンセル期限：
 体験日の２日前まで

申込期限：
 体験日の３日前まで

２月16日㈰11:00～13:00
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定　員：5 ～ 10名
参加費：1,000 円

甘味処　伊豆河童 広小路町
好きな器を選んで当店自慢の 4種類の角切とこ
ろてんと色々なトッピングを使ってオリジナル
あんみつが出来上がります。
器や食材の持込ＯＫです。

オリジナル
 あんみつを作ろう

キャンセル期限：
 体験日の 3日前まで

申込期限：
 体験日の 5日前まで

・2月17日㈪・3月2日㈪、9日㈪
各日14:00 ～ 15:00

子

食
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定　員：2 ～ 8名
参加費：3,500 円

兎月園 中央町
三島のおいしい水で炊き上げた餡子を使用し、
代々受け継がれてきた伝統和菓子の上生菓子づ
くり体験（４個、包餡、形作り）ができます。
熟練の職人が心を込めてお伝えします。

菓匠が伝授する上生菓子の
 和菓子づくり体験

キャンセル期限：
 体験日の２日前まで

申込期限：
 体験日の３日前まで

2月23日㈰14:00～15:00
3月1日㈰14:00～15:00

子P

定　員：5 ～ 10名
参加費：1,000 円

甘味処　伊豆河童 広小路町
この時期しかできない生のこんにゃく芋を使っ
てこんにゃく作りをしませんか？

手造りこんにゃく教室

キャンセル期限：
 体験日の７日前まで

申込期限：
 体験日の14日前まで

2月20日㈭13:00～15:00

子
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定　員：2 ～ 4名
参加費：2,000 円

三島食品 南二日町
製造現場で、4色から生地を選び、熱気、蒸気
を感じながら焼き麩をつくり持ち帰りができま
す。お土産付き。体験は中学生以上限定。

駄菓子の王様
 「さくら棒」の製造体験

キャンセル期限：
 体験日の３日前まで

申込期限：
 体験日の３日前まで

2月22日㈯・10:00～10:50
・11:00～11:50・12:00～12:50

子P

食
8 プログラムの開催日は参加申込書の

カレンダーに一覧を表示しております。

※申し込み期限と
　キャンセル期限は
　各プログラムごと異なります。

※定員を満たした場合
　ご参加いただけない
　場合がございます。

食
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ジャンル

プログラムNo.

定　員：1 ～ 2名
参加費：1,000 円

カメラのコロナ 南本町
ドローンのシュミレーター体験から室内飛行体
験、空撮デモ、安全飛行講習まで受けれます。

ドローンで
 空から写真撮影体験

キャンセル期限：
 体験日の１日前まで

申込期限：
 体験日の７日前まで

・2月15日㈯9:00～10:00
・3月14日㈯9:00～10:00

子P

技
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定　員：1 ～ 12名
参加費：1,000 円

ネイルワン 三島商工会議所
ネイルアートの基本をマスターしてお好きな
アートを爪に描きましょう！

ネイルアート体験会

キャンセル期限：
 体験日の７日前まで

申込期限：
 体験日の７日前まで

2月27日㈭18:30～19:30

P
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定　員：1 ～ 4名
参加費：5,000 円

山本ミシン商会 広小路町
ミシン専門店ならではの多機能を装備したミシ
ンを使い、自ら革に縫製を施します。コインケー
ス（メタルプレート付）＆ペンケースづくりの
体験です。

オリジナルな革小物づくり体験
～コインケース＆ペンケース～

キャンセル期限：
 体験日の３日前まで

申込期限：
 体験日の７日前まで

・3月7日㈯ 10:00～12:00
・3月7日㈯ 13:00～15:00

子

技
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定　員：4 ～ 5名
参加費：7,500 円

加和太建設 大社の杜集合・スタート
Ｅ－ＢＩＫＥとガイド付きツアー
Ｅ－ＢＩＫＥの魅力を感じられるコースを
たどって桜を見に行きます。
天候により中止となる場合がございます。

E－BIKEの魅力を体感!!

キャンセル期限：
 体験日の３日前まで

申込期限：
 体験日の３日前まで

2月29日㈯8:30～12:30

子P

健
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定　員：5 ～ 15名
参加費：3,000 円

三嶋観光バス 集合：三嶋大社大鳥居前
早朝の幻想的な三嶋大社で心を祓い清め、せせらぎ
ルートウォーキング６ｋｍのあと箱根西麓野菜をふん
だんに使った朝食を食べる心と体をリフレッシュする
企画です。天候により中止となる場合がございます。

朝の街
 三嶋開運ウォーキング

キャンセル期限：
 体験日の６日前まで

申込期限：
 体験日の６日前まで

・3月1日㈰・3月8日㈰
・3月15日㈰各日5:00～8:00

子

健
22

定　員：4 ～ 10名
参加費：1,800 円

和ダイニング　睦月 広小路町
3 月 3日はひな祭りですね。テーブルを彩るお
寿司の手作り体験ができます。睦月のランチ付
きです。エプロンをお持ちください。

手づくり体験
「おひなさま寿司と手まり寿司」

キャンセル期限：
 体験日の１日前まで

申込期限：
 体験日の７日前まで

・2月24日（月・祝）11:00～12:30
・3月1日㈰11:00～12:30

子
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定　員：8 ～ 20名
参加費：1,800 円

パステリア地中海 広小路町
箱根西麓三島野菜を使って家庭でも簡単に作れ
るピクルスづくり。
体験後はうれしい地中海の特製ランチ付き。

箱根西麓三島野菜を使った
「オリジナルピクルス」づくり
 体験とランチ

キャンセル期限：
 体験日の２日前まで

申込期限：
 体験日の２日前まで

・2月28日㈮11:00～13:00
・2月29日㈯11:00～13:00

子
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定　員：1 ～ 3名
参加費：6,000 円

珈琲焙煎工房 komon 壱町田
スペシャルティコーヒー豆を使用して自分で
珈琲豆を焙煎して頂きます。2種類の豆を各
200g お持ちかえりいただけます。

珈琲焙煎体験

キャンセル期限：
 体験日の３日前まで

申込期限：
 体験日の10日前まで

3月7日㈯17:30～20:00

定　員：2 ～ 10名
参加費：500円

三島市観光協会 集合：三島広小路駅改札前
みしま ko・to・ri のメンバーがガイドとなり
三島のとっておきのお店をこっそりご案内する
ミステリーツアー！はしごしながら、みんなで
楽しみましょう！お店は当日のお楽しみです。
（飲食代目安：4,000 円～ 5,000 円）

ホントは教えたくない !?
三島のとっておきのお店
 はしごツアー

キャンセル期限：
 体験日の 2日前まで

申込期限：
 体験日の7日前まで

3月15日㈰18:00～20:00

食
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定　員：1 ～５名
参加費：1,500 円

珈琲焙煎工房 komon 壱町田
スペシャルティコーヒー豆を使用してお家珈琲
をよりおいしく楽しむためにペーパーフィル
ターを使用したハンドドリップのコツが学べま
す。

ハンドドリップ教室

キャンセル期限：
 体験日の３日前まで

申込期限：
 体験日の10日前まで

・2月22日㈯18:30～19:30
・3月5日㈭11:00～12:00

食
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定　員：1 ～ 4名
参加費：3,000 円

珈琲焙煎工房 komon 壱町田
スペシャルティコーヒー豆を使用して数種類の
珈琲をテイスティングしながら、自分好みのブ
レンドを探します。２００gお持ち帰りいただ
けます。

オリジナル
 ブレンドづくり講座

キャンセル期限：
 体験日の３日前まで

申込期限：
 体験日の10日前まで

・2月29日㈯18:30～20:30
・3月5日㈭13:00～15:00

食
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定　員：4 ～ 20名
参加費：3,000 円

RAI4 広小路町
使用する水、レモン、生姜は三島産で、身体に
優しい作り方をしています。それをご家庭でも
できるような手づくり体験です。作ったものは
ビンに入れて持ち帰りできます。

自家製レモネード＆
ジンジャエールづくり体験

キャンセル期限：
 体験日の 4日前まで

申込期限：
 体験日の7日前まで

3月8日㈰14:00～17:00

食
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定　員：4 ～ 8名
参加費：2,000 円

割烹　登喜和 広小路町
140 年続く割烹登喜和の 6代目から、美味しい出汁
の取り方のレクチャーと土鍋ごはんの炊き方のコツ
を伝授！和食の基本、出汁の味わいを食べ比べでき
る特製ランチコースもご用意！和食の基本である出
汁を味わいつくす、とっておきのプログラムです。

出汁のいろどりを味わいつくす！
特製ランチと土鍋ごはん体験

キャンセル期限：
 体験日の 2日前まで

申込期限：
 体験日の7日前まで

２月17日㈪10:00～13:00

子P
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健技
17 21※写真はイメージです

定　員：2 ～ 6名
参加費：4,500 円

amahoshi 本町
まげ、溶接、飾付、磨き上げまで体験してオリ
ジナルリングが完成します。ぺアリングいかが
ですか？

オリジナル
シルバーリングづくり体験

キャンセル期限：
 体験日の３日前まで

申込期限：
 体験日の７日前まで

3月8日㈰16:00～17:30
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