
ずっと興味のあったことなので受講できてよかったです。 20代 女性

とても簡単で効果も感じられたので良かったです 20代 女性

今後実践できそうな講座内容でした。非常にわかりやすい内容でした。味比べが良かった。 20代 女性

今後も活かしていきたいです。 20代 男性

アリー先生の教え方は分かりやすくて、話し方もやさしくてとても良かったです。 30代 女性

いろいろなツボがわかって良かった 30代 女性

かわいいBOXが安く作れてとても満足。次回もあれば是非参加したいです。楽しかった。 30代 女性

「とても楽しかった」ということでした。ありがとうございました。 30代 女性

くわしくていねいに教えていただきました。 30代 女性

シールや飾る紙など、普段家にはないので夢中になって楽しめました。 30代 女性

ちょっと参加してみようかなあ？って感じで参加しましたが、満足。 30代 女性

とても楽しかったです。大声を出したりストレス発散にもなりました。 30代 女性

とても楽しかったまた参加したくなる内容だった 30代 女性

とても楽しく時間もあっという間でした。 30代 女性

とても楽しく受講できました。ありがとうございました。 30代 女性

とても楽しく出来ました。色塗りや文字など選べて、自分好みに出来てとても満足です。また是非
作りたいです。

30代 女性

とても親切にいろいろ教えてくれた。子供が一緒でも受講でき、子供と遊んでくれて助かった 30代 女性

やってすぐ変化がわかったので、自宅でも続けてみようと思います 30代 女性

英語だけでなくダンスや歌お絵かきもあり良かったです。 30代 女性

音楽で楽しんでいました。　塗り絵など自分で参加するのも興味もっていました。 30代 女性

音楽に合わせて楽しかったです。 30代 女性

何度かやった事はあったのですが、毎回違う物を作れるので今回も楽しかったです。 30代 女性

楽しかったです　もっと長い時間やりたっかたです。 30代 女性

楽しく出来たので次回も参加したい 30代 女性

漢方薬について体験（試飲）するだけでなく、考え方も勉強できておもしろかったです 30代 女性

簡単にエステ体験が出来て楽しかったです。時間があれば自分もエステしてほしかったです。 30代 女性

教え方がとても上手ですてきな講座でした 30代 女性

今まで値段でオリーブオイルを選んでいましたが種類を教えてもらって勉強になりました。 30代 女性

昨年、別の講座を利用して楽しかったので、今年もまちゼミに参加しました。店長がとても丁寧に
熱心に教えて下さったのでとても楽しかったです。

30代 女性

昨年も参加し、短い時間ですが貴重な体験が出来てうれしいです。 30代 女性

始めの方は恥ずかしがっていましたが、だんだんと楽しく受講していたので
良かったです。

30代 女性

子どもの考えを久しぶりにじっくり見守ることが出来て良かった。 30代 女性

子どもの面倒も見てもらい、楽しく参加できました。 30代 女性

子どももとても楽しそうにレッスンしてました。 30代 女性

　受講されたみなさんから、「楽しかった」「よかった」「嬉しかった」「目からうろこ」「勉強に
なった」「参加して良かった」「家でも実践したい」「親切」「丁寧」「ありがとうございました」
など、多くの声をいただきました。
ここに抜粋して掲載させて頂きました。みなさま、ありがとうございました。

第3回 おおたdeまちゼミ 受講者のみなさんの声



子供にとって長い時間かと思ったが以外と飽きずに出来て良かったです。 30代 女性

子連れで参加出来て良かった。講義内容のプリントがあったので振り返りが出来そうでよかったで
す。

30代 女性

思った以上に子供がハマッてくれて、楽しく遊べたようです。 30代 女性

時間を忘れて楽しめました。 30代 女性

自分専用のハンコが作れるのはとても嬉しく感じました。初めて作りましたが、印鑑証明につかえ
るようなハンコも作ってみたいです。

30代 女性

少しのマッサージで驚くほど顔が軽くなりました。簡単なリフトアップ、バストアップの仕方を教
えて頂いたので家でも続けたいと思います。

30代 女性

色えらびも楽しかったし、組み合わせ等でいろいろな出来上がりになりおもしろかったです。 30代 女性

体の話を聞くことが出来て良かった。 30代 女性

沢山生地を焼く体験をさせてもらい、トッピングも好きなだけ盛れて大満足です。 30代 女性

眉の描き方に悩んでいたので勉強になりました。 30代 女性

お腹いっぱい食べられて、焼き方や変わりダネ等の作り方も教えてもらい大満足でした。 30代 女性

落ち着いてお話が聞けて良かったです。 30代 女性

とてもリラックスした雰囲気で楽しく英語が学べる気がして良かったです。 30代 男性

とても勉強になりました。ありがとうございました。 30代 男性

大変楽しく受講できました。また来たいです。 30代 男性

1人ではビリヤードに来ずらかったが、今度来ようと思った。 40代 女性

2回目ですが、改めて自宅で作れたらなぁと思いました。 40代 女性

コーヒーの奥深さが分かりました。大変勉強になりました。 40代 女性

コーヒーの入れ方を一人ひとり実践させていただき、良い体験が出来ました。 40代 女性

そばの美味しいゆで方、切り方を教えてもらったので、家でもやってみたいと思います。
おそばとても美味しかったです。ごちそうさまでした！

40代 女性

ダンス教室を探していたので、非常に参考になりました 40代 女性

ていねいに教えていただきありございました。お赤飯を教えていただきたいです。 40代 女性

テンポよく飽きさせない内容で、大満足です。大変よい時間を過ごせました！ 40代 女性

とっても楽しかったです 40代 女性

とても楽しく、自分で焼きそばを焼くことができて良かったです。 40代 女性

とても楽しく受講できました。手づくり素敵です。ありがとうございました。 40代 女性

とても勉強になりました。もっともっと知りたいと思いました。 40代 女性

なるほど！と納得でき、充実していました。 40代 女性

バストアップ、小顔の他にプラスアルファの美容のポイントを教えて頂きとても参考になりまし
た。楽しかったです。

40代 女性

ふだんの生活に使えるような知恵をいただけました。 40代 女性

プレゼントで使いたいので、また作りに来たいと思います。 40代 女性

みんなで楽しくおいしいコーヒーが飲めました。丁寧に教えて頂きました。 40代 女性

もっとやってみたいと思いました 40代 女性

もっと体験型にしてほしい。 40代 女性

リスニングだけかと思ってましたが、会話もあったので良かったです。 40代 女性

わかりやすくて楽しかった 40代 女性

ワキアイアイと作ることができで楽しかったです。 40代 女性

家での焼そばのバリエーションが広がると思いました。試食もと～ってもおいしかったです。 40代 女性

科学的な説明勉強になりました。 40代 女性

楽しかった＆おいしかった！今度、焼そば食べに来ます。 40代 女性

楽しかったし、勉強になった。お土産ふがあるので、家族が喜ぶと思います。 40代 女性

楽しかったです。自分も教える側でやってみたいです。 40代 女性



楽しかったです。普段交流ができない世代の方と一緒で 40代 女性

楽しくできました！また参加したいと思いました。 40代 女性

漢方は興味はありましたが、身近になかったのですが、今講座のおかげで身近に感じられるようになりました。 40代 女性

気づき、学びが多かった。普段の生活の癖や性格もでる。おもしろい！ 40代 女性

群馬にいてもなかなかおきりこみを作る事がなかったので、次からは作りたいと思いました。 40代 女性

今回、マチゼミに参加して、お店のの場所がわかって良かった。 40代 女性

今後の生活に役に立つので受講してよかったです。 40代 女性

作品が出来るだけでなく、美味しいコーヒーとケーキを頂くことが出来て、気分転換になりました。 40代 女性

参加して勉強になりとても良かったですまた参加したいです 40代 女性

子供が好きなクレープ作りが体験出来て楽しかったです。 40代 女性

紙のまとめ方を実践で教えて頂き、楽しい時間を過ごさせて頂き、ありがとうございます。 40代 女性

自分で作ったので愛着がわきました。 40代 女性

集中して取り組めていたので良かった。 40代 女性

初めての参加で、楽しく出来ました。 40代 女性

初めての体験でしたのでとても楽しかったです。家でもぜひ作ってみたいです。 40代 女性

焼きそばとコーヒーをいただきました。おいしかったです！ありがとうございました。 40代 女性

生クリームの奥深さに感動しました。自宅でももう少し勉強したいと思います。 40代 女性

説明なしで、どんどん進んでいく子どもたちの様子にびっくりしました。楽しそうでした。 40代 女性

先生が身近な教材で（自分で買ってきた）教えて下さったので親近感があった。 40代 女性

素敵なプリザーブドを作れて良かった。cafeもあることを知れてよかった。 40代 女性

大変楽しかったです 40代 女性

大変楽しくソーセージを作ることが出来ました。 40代 女性

丁寧に入れることで、おいしいコーヒーになることに驚きました。 40代 女性

普段からの体の不調などのアドバイスを頂き大変ありがたかったです。 40代 女性

分かりやすく説明してもらえた。想像力を伸ばす手伝いをしてもらえた。とても楽しかった。 40代 女性

本当においしいコーヒーに出会えて良かったです！ 40代 女性

目からうろこの焼そば講座でした。いろいろな味に変身する焼そば、すごいです。 40代 女性

スタッフが丁寧に進行してくれ、参加メンバーも協力的でした。 40代 男性

楽しかった。奥が深い！ 40代 男性

子供たちが嬉しそうでした。ありがとうございました。 40代 男性

勝手がわかったので是非再チャレンジしてみたい 40代 男性

精神的に集中するのに良いと思う。 40代 男性

普段体験することのないことをじっくり体験できました。 40代 男性

１回ではものたりない。年に1回でなく複数回あるとうれしいです。 50代 女性

お話も楽しく、焼そばの焼き方や美しく焼ける方法を教えて頂いて勉強になりました。もちろん、
とても美味しく試食させて頂きました。

50代 女性

ガスレンジの掃除をまめにしたくなった 50代 女性

コーヒーの抽出も奥が深いことを初めて知りました。今後の家庭での参考にしたいと思います。 50代 女性

ご指導の元で、豆大福を作り上げることができました。自分で作ったものを家族に食べてもらえる
のはうれしいです。ありがとうございました。

50代 女性

スーパーで手に入る材料で、家庭で手軽に作れるので、さっそく作りたいと思いました。 50代 女性

すごく楽したっかです。また参加したいです。 50代 女性

ていねいに教えて頂き、ありがとうございました。寒い日に作りたいです。 50代 女性

とてもくつろげてよかったです。ありがとうございました。体もあたたまりました。 50代 女性

とても楽しかったです。みさなんの作品もみせてもらってよかったです。 50代 女性

とても楽しく、説明もわかりやすく、勉強になりました。 50代 女性



とても楽しく受講でき、ステキな御朱印帳を作る機会をありがとうございました。 50代 女性

とても参考になりました。楽しく過ごせました。 50代 女性

とても親切に教えていただき、そばへの関心が高まりました。 50代 女性

とても親切に教えて頂きありがとうございます。家で実践し美味しいコーヒーを家族に入れてあげ
たいと思います。お店の方は、清潔感があってとても良かったです。

50代 女性

とても親切に教えて頂き大満足です。簡単な帯結びがおぼえられてよかったです。 50代 女性

とても分かりやすくで楽しく為にもなりました。続けて自分でやっていきます。 50代 女性

とても分かりやすく丁寧に教えていただきありがとうございました。 50代 女性

とても勉強になりました。ぜひ家でも利用してみたいです。 50代 女性

とても勉強になりました。先生の説明が理解しやすく参加してよかったと思います。 50代 女性

とても役立つ方法を教えて頂きました。さっそく活用します。 50代 女性

とても良く理解出来、満足いたしました。 50代 女性

バストアップさっそく続けてみたいと思います 50代 女性

マスターがとても親切で楽しく受講できました。自宅でもおいしい焼きそば・変わり焼きそばに挑
戦してみたいと思います。もみの木さんに、ぜひ食べに行きたいです。

50代 女性

やはり自分で作ったものは、味があっていいと思います。 50代 女性

リピートしたい 50代 女性

わかりやすく教えていただき楽しくできました。 50代 女性

歌う曲をもっとたくさん歌いたかった 50代 女性

会長さんのお話（歴史や作り方）とても丁寧で勉強になりました。ありがとうございました。 50代 女性

楽しい時間をすごせました。 50代 女性

楽しかったです。パソコンの奥深さを知りました。 50代 女性

楽しかったですし　分かりやすい丁寧な説明でした 50代 女性

眼の不安がなくなりました。 50代 女性

久しぶりに声を出して気持ちよかったです 50代 女性

苦みのないおいしいコーヒーを頂く事ができました。 50代 女性

御朱印帳を自分で作ることができてとてもうれしいです。紙の断裁など準備いただきありがとうご
ざいます。とても満足しています。

50代 女性

講師の先生が親切に教えて下さり大満足です。 50代 女性

講師の先生の丁寧なご指導でたいへん満足しております。 50代 女性

今回良くわかりワインの知識だったので役に立ちそうでした。良かったです。 50代 女性

子どもさんと一緒で楽しかったです。 50代 女性

時間が短いのでもう少し長くしていただきたい。 50代 女性

自分でクレープを作れて感激です。 50代 女性

自分に合うカラー・ファッション・眉の描き方・アイラインの入れ方
とても勉強になりました。ありがとうございました。

50代 女性

自分のできる方法でしかパソコンを使うことができませんでしたが、教わったことを活用し別の事
もできるようになりたいと思います

50代 女性

受講生にも意見を聞いたりして、参加型の受講ができてとてもよかった 50代 女性

初めてそば切りを体験しました。試食させて頂き、とてもおいしかったです。 50代 女性

初めて漢方薬を体験しましたが、のみやすかったです 50代 女性

少人数で学べたのでとてもよかったです。 50代 女性

色々な体のつながりなど勉強になりました 50代 女性

色々勉強させていただきました。ありがとうございました。 50代 女性

新しい発見がありとても良いお話が聞けた 50代 女性

親切に教えて頂き楽しく学べました。 50代 女性

身近な話をわかりやすくすぐに役立ちます。でも奥が深いなー 50代 女性



静かで落ちついた中での受講でした。講師の方もステキな方でしたので、次回も参加したいです。 50代 女性

先生、担当の方が親切で楽しく過ごせました。 50代 女性

先生の説明が非常にわかりやすかったです。 50代 女性

大変勉強になりました。今までの知識が間違っていた事や、新しい知識が入りうれしかった。 50代 女性

特例をもっと学びたいと思いました。 50代 女性

突然お伺いしたにもかかわらず親切に教えて頂き、ありがとうございました。とてもおいしいコー
ヒーをごちそう様でした。

50代 女性

日頃書いている文字ですが、あらためてきちんと教えて頂いてとても勉強になりました。これから
書く時は今日の事をしっかり思い出して書こうと思いました。ありがとうございました。

50代 女性

入れ方で（コーヒーの）味が変わるのでビックリした。 50代 女性

髪質で悩んでいたのでうれしくなりました。 50代 女性

不器用で無事に出来るのか心配でしたが、丁寧に教えて頂いて、とても素敵な作品が出来ました。
ありがとうございました。

50代 女性

粉からのそば打ちを体験できて、試食もできとても良かった。丁寧に教えてもらえた。 50代 女性

変わり焼きそばが、とても美味しかったです。 50代 女性

癒されました。 50代 女性

そば全般について先生から教えて頂いて大満足です。 50代 男性

もっと勉強したいと思う 50代 男性

最初に頂戴しました写真が参考になりました。
又、メッセージはいいタイミングでした。貴重なお時間ありがとうございました。

50代 男性

自分の名前にある字も学べて幸いでした。礼儀面からご指導頂き、大変有用でした。 50代 男性

「思いを残す、伝える」ただの整理ではないことに温かさを感じ、今後継げる手立てとなりまし
た。

60代 女性

1回だけでなく２～3回継続出来たらと思いました。 60代 女性

1回では難しかった 60代 女性

1時間あっという間でした　又チャンスがありましたら受講したいと思います。 60代 女性

６１才にて始めて作りました。おいしかったです。 60代 女性

DIYに対して興味が出てきました。モノづくりの楽しみが少しわかりました。 60代 女性

DIYは初めてでしたが、とても楽しかった。お店の方がとても親切で好感が持てました。大変お世
話になりました。ありがとうございました。

60代 女性

ありがとうございました。楽しかったです。 60代 女性

いままで（コーヒーを）いい加減に入れていましたが、ドームが出来るよう、頑張ってみます。 60代 女性

おいしいコーヒーの入れ方をい教わってよかったです。ありがとうございました。 60代 女性

おいしいコーヒーの入れ方を教えて頂き、今までの自分の入れ方の間違いを知ることが出来まし
た。今後入れ方を工夫していきます。

60代 女性

オリーブオイルに感心があったのでぼんやりしていた知識がはっきりしてきたようです。 60代 女性

オリーブオイルのおいしい頂き方はじめての経験がいくつもあってとても参考になりました。 60代 女性

カラオケの時の発声練習と違って新鮮でした 60代 女性

キャベツへのこだわりも納得、美味しかったです。自分で鉄板に向かって貴重な体験ありがとうご
ざいました。

60代 女性

きれいに作れて楽しかった 60代 女性

けっこう勉強になりました。普段自己流だったので参加してよかったです。ありがとうございまし
た。

60代 女性

コーヒーの正しい入れ方を学んだので、家でおいしく入れたいと思います。ごちそう様でした。 60代 女性

コーヒーの淹れ方の奥深さを教わりました。コーヒー豆の新味覚も味わえて良かったです。 60代 女性

コーヒーを入れるという事が、すごく深いのだなぁとわかりました。みなさん親切にご指導してくれて楽し
かったです。

60代 女性

こまめに手入れはしているものの、汚れ落としのツボを知ることができ、助かりました。 60代 女性

これからの自分の生き方（？）にとても参考になりました。感謝です。 60代 女性



コンロの掃除は頭がいたい問題だったので、勉強になりました。実践してみたいと思います。 60代 女性

さっそくお店で頂いた資料を持っておいしいワインを見つけたいと思います．ありがとうございま
した。

60代 女性

さっそく実行してみようと思いました。 60代 女性

そば打ちは初めてでした。楽しかったです。 60代 女性

たいへんおいしくいただき勉強になりました。 60代 女性

たいへん参考になり、うれしいです。 60代 女性

たくさんの資料・説明をいただき、参考にし勉強したいと思います。 60代 女性

ちょっと手を加えるだけですごく顔がしまり、年齢を重ねて出てくる悩みも解消できました。とて
もおもしろく目からうろこでした。

60代 女性

とてもおいしく、楽しかった。 60代 女性

とてもわかりやすくてよかったですし、おいしかったです 60代 女性

とても解り易かったです。ありがとうございました 60代 女性

とても楽しかったです。友人にもすすめたいと思いました。 60代 女性

とても気分がよく心体共に健康になれた気がしました。楽しく歌ってステキ！と再確認できまし
た。

60代 女性

とても参考になったのでさっそくしてみたい。 60代 女性

とても親切にしていただき、すごく楽しく過ごすことができました 60代 女性

とても良く分かりました。 60代 女性

どんなことをするのか興味大でのぞみました。楽しくできました。 60代 女性

どんな感じかな？と思って参加。とても楽しかったです。 60代 女性

プロの焼き方を伝授して頂き、とても参考になりました。 60代 女性

ヘタなりに、味のある印が出来てうれしいです。 60代 女性

みそ味の焼きそば初めてでした。おいしかった！ 60代 女性

もっと色んな物を作製したい 60代 女性

もっと早く受講したい講座の１つです、大変役に立ちますありがたいです。 60代 女性

ワインのラベルを見ることでそのワインがどこで造られた・・・etc   わかりやすく良かったです 60代 女性

ワクワクしながら参加しました。楽しい時間でした。 60代 女性

改めてオリーブの味を知ることができた 60代 女性

覚えやすく着物を着る機会が増えそうでうれしいです！！ 60代 女性

学生の頃にもどったようで頭のボケ防止に勉強したいと思いました。 60代 女性

楽しいお話ありがとうございました。 60代 女性

楽しくうれしくとても良い勉強になりました。 60代 女性

楽しくて、自宅でもお祝いごとの時に作ってみます！ 60代 女性

楽しくとても内容が深い多くのことを学べて、良いチャンスを頂けた貴重な時間になりました。あ
りがとうございました。

60代 女性

楽しく過ごせました。これを機会に色々やってみたいと思いました。 60代 女性

楽しみにしてきました。よかっです。 60代 女性

気にかかる聞きたいこと健康のこと、いろいろ教えていただいてありがたいです。 60代 女性

気持ちがほぐれてリラックスできすっきりしました。 60代 女性

久しぶりに歌いました。時間があっという間に過ぎてしまい物足りなさを感じました。楽しかった
です。

60代 女性

久しぶりに歌をうたうことができました。ありがとうございました 60代 女性

靴の悩みが解決できた気がします。 60代 女性

健康についてのお話をきかせていただき参考になりました。 60代 女性

個々に対応していただき、とても良く理解することができてよかった 60代 女性

講座のネーミングもgoodで、解りやすい説明でコンロのお掃除が楽しくなりそうです。 60代 女性



骨密度を測る機会がないのでよかった。 60代 女性

今まで気づかなかった自分を見つけられた気がします。 60代 女性

今回２回目を受講させていただきオリーブオイルの料理バリエーションが広がりました。 60代 女性

今回の講座は非常に勉強になりました。毎日の生活に役立つので少しでも実行しようと思いまし
た。

60代 女性

今後、珈琲の入れ方を参考にして楽しみます。実用的でうれしいです。 60代 女性

最後の手紙は目からウロコでした。生きているうちにやるべきこと、たくさんありますね 60代 女性

作るのと見るのでは違いましたが、楽しく作れました。 60代 女性

作業工程が大変なところもありましたが出来上がりはよかったです 60代 女性

思っていたより、うまくいかなかったが、楽しかった。 60代 女性

思ってもみない発見が出来、とても勉強になりました。親切に教えて頂いたマスターにありがとうございまし
たを言いたいです。材料費無料が申し訳ないくらいです。

60代 女性

私達の年齢になると認知症の心配が出てきますので今回の講習は本の情報も含めてためになりまし
た。

60代 女性

事前の準備から最後までお世話様でした。とても楽しく上手にできてうれしかったです。 60代 女性

自分にとって必要な物事がよくわかりました。 60代 女性

初めてですが楽しかったです 60代 女性

初めてのそば打ちを経験でき感動しました。 60代 女性

少ない人で受講するにはもったいない充実した内容でした 60代 女性

焼きそばの麺の意外な調理方法にびっくりしました。焼きそばも天ぷらもお菓子も美味しかったです。 60代 女性

詳しく教えて頂き頭の整理が出来ました。とても勉強になりました。 60代 女性

新しいことに参加出来て良かったと思います 60代 女性

親切に教えていただきまして、ありがとうございました。 60代 女性

身近にあるペーパードリップという器具での入れ方で、すぐ実行でき参考になりました。 60代 女性

身心共健康でハッピーになれますね 60代 女性

説明がわかりやすかった。 60代 女性

先生がとてもやさしくてわかりやすくていねいに教えていただき、これからも続けたいと思いました。 60代 女性

洗濯の仕方を教えて頂き、大変助かりました。 60代 女性

前からやってみたかったのでとても良かったです 60代 女性

組み立てを順番通りにしても外れたりして頭が空になり少し大変だった。でも、楽しかったです。 60代 女性

体について勉強できました。 60代 女性

体を動かした～！ 60代 女性

大切にしたいと思います。ありがとうございました。 60代 女性

大変参考になりました。また参加したいです。 60代 女性

大変役に立ちました。 60代 女性

卓球の基本を知ることが出来て、とてもよかった。 60代 女性

恥ずかしかったですが、とても楽しかったです。一歩前進です。 60代 女性

丁寧でとてもわかりやすかった。 60代 女性

丁寧に教えて頂きありがとうございました。 60代 女性

コーヒーの味は入れ方で本当に違ってくることがわかりました。 60代 女性

丁寧に襲えていただいて良かった。Can　I　やCan You　の使い方もわかりやすかった。 60代 女性

天ぷら焼きそば、おいしかったです。 60代 女性

電動工具を使えたので良かったです 60代 女性

道具を使わずちょっとの時間でできるので、よいことを教えて頂いたと思います 60代 女性

日ごろの疑問がわかりました。美味しい食べ方使い方がわかりとても良かったです。 60代 女性

日常、オリーブオイルを使っていましたが詳しいことがわかってよかっです。 60代 女性



日常よく食べる食べ物でも、プロの味は一段とおいしく、知ることが出来てとてもうれしいです。 60代 女性

筆使いの難しさを思い出しました。大変貴重な経験ができました。ありがとうございました。 60代 女性

不器用なので出来上がりが心配でしたが先生の教え方が良く大満足出来、ありがとうございました。 60代 女性

普段わからない事をたいへんていねいに指導していただき、すごく参考になり楽しかったです。 60代 女性

普段日常声を出していなかったため、大変リフレッシュさせていただきました 60代 女性

片付けや生前整理など具体的なお話が役に立って 60代 女性

面白かった。コーヒーは科学？かな 60代 女性

目からウロコ。ボケない様がんばります！ 60代 女性

目からうろこでした。自分の思い込みが違っているのが実証されました。すごかったです。 60代 女性

油をひかないでいい、というのがわかりました。 60代 女性

良かったです。さっそく帰ったらやってみます。 60代 女性

ＤＩＹ　そばの奥深さを感じました　自分でやってみてgood！ 60代 男性

コンパクトにまとめた講座でVerygoodでした。 60代 男性

たいへん楽しかった。また機会あれば受講したいと思います 60代 男性

ポイントが分かりやすかったです 60代 男性

ワインの初歩を教えて頂きとても良かった。おつまみのレシピと作り方もご教授いただき感謝です。 60代 男性

わかりやすい説明でポイントが良く分かった。 60代 男性

何回かに分けてそば打ちを習いたい。 60代 男性

楽しく受講できました。本日が初級なら、次は中級を受けてみたいです。 60代 男性

自分で実際焼きそばを焼いてみて、作り方のノウハウが分り良かった。 60代 男性

大変良かったです。本格的なコーヒーの入れ方を学べて有意義でした。 60代 男性

適切なアドバイスに感謝いたします。 60代 男性

美味しさの秘訣を聞かせて頂きありがとうございました。参考になりました。 60代 男性

毎日練習します。 60代 男性

お隣の方に助けられました。 70代 女性

お話が大変参考になりました。 70代 女性

これから続けてやってみたいです 70代 女性

しんせつにおしえて下さり有りがとうございました 70代 女性

よかったです。楽しかった。 70代 女性

家で早速やって見たくなりました。 70代 女性

楽しく話を聞きながら出来て、とても良いです。 70代 女性

今まで感じない部分でわかった事が良かった 70代 女性

細かくおしえていただきました 70代 女性

自分だけの印が作れて大満足です。先生はとても親切です。 70代 女性

親切、丁寧に教えて頂き勉強になりました。大変楽しかったです。 70代 女性

大変良かった、体のこと深く感じた 70代 女性

知識ゼロの状態で参加したので、自信が持てませんが次回につなげたいと思います。 70代 女性

店長さんの教え方が、とてもうまかった。明るくとても人柄が良かった。 70代 女性

日頃にない集中力が必要でした。 70代 女性

部分的に参考になりました。良かったです。 70代 女性

油について知らなかった事、大事な事が分かって大変ためになりました。 70代 女性

理解がまだ出来てないので、又機会が有りましたら受講したいです 70代 女性

１．内容に驚き感心した。２．開催時期が集中している。期間を拡げて欲しい。 70代 男性

スマホに変える準備として、参考になった。 70代 男性

骨密度測定と関連の話はとても有効でした。 70代 男性

時間がもう少しあってもいいのでは。 70代 男性



受講内容の実践が難しい。 70代 男性

新知識を得られて良かった。 70代 男性

知識としてのみでも役立った。 70代 男性


