
20165だより 月号

5月のカフェ出店者紹介

名無し
自家製酵母を使ったパンや焼菓子で滋味を感じても
らえたら…。

出店日：5/6・11 

humming　bird
5月のhummingbird、いつものようにベトナム屋台ふ
うランチ、ハンドドリップコーヒー、チャイなどをご
用意してお待ちしております。

出店日：5/26

はぁもにい
旬の野菜を使って体にやさしく元気にになる旬菜ブ
レートを作ります。
「益子のビルマ汁」をたっぷりつけて！ナポリタン。
スイーツもお楽しみに　

出店日：4/30・5/1・2・6/4・5

あをあお
自家培養天然酵母のパン、混ぜご飯おにぎり、スー
プと季節のタルトを召し上がれ。パンのお持ち帰り
できます。

Calcio bar（カルーチョバール）
ながらの喫茶店カルーチョバールです。パスタランチ
はスープ、パスタ、デザートで ¥800。ランチ、おや
つ注文でドリンク ¥100 引です。
遅れてインフルエンザが流行していますね。ビタミン
C補給にホットレモネードはいかが？

出店日：5/7・12・19・27・31

お好み焼き　温情
日記　　　○月〇日 (○)
益子にあるヒジノワカフェへ行ってきた！
カフェでお好み焼き。
しかもトマトお好み焼きという。。。
トロトロで新食感。
トマトお好み焼き…彼に教えよう♪

出店日：
5/13・14・15
16・23・24・25

Space  Infomation

手毬
季節のおまかせ松花お弁当を作ります。安心してお
召し上がりできるように、またご満足していただけ
るよう頑張っています。お待ちしています。

出店日：5/3・5・8・28・29

coffee tobizo
ランチはチリコンカンライス。ビーンズとたまねぎと
トマトソースにチリパウダーでちょっぴりぴりっと味
をととのえたニューオーリンズ料理です。スペシャル
ティーコーヒー数種と東京スコーンのスコーンを
ティータイムにお楽しみください。

出店日：4/29

出店日：5/30

《春陶器市のヒジノワマーケット》
4月29日（金）～5月8日(日)（営業時間 9:00～17:00 (最終日は15:00まで)

クラフトから食まで、ヒジノワの作り手たちのマーケットです。

－ 出品者 －

ウリソロ
陶器市の５月ですね。陶器市期間中は、特別メ
ニューをご提供いたします。陶器市以降は定番の参
鶏湯プレート、季節を感じるランチをご用意して、
皆様をお待ちしてます。

出店日：5/4・6・7・21・22

※順不同
※陶器市のお知らせ→ 開催期間は2016年4月29日(金)～5
月8日(日)です。 陶器市期間中の営業時間は9時から17
時となっております。

陶器市のヒジノワスペシャル！そしてスペース企画もいろいろあります！

どうぞお楽しみください。

《 - Hello, my sister - 石塚明由子 フォークソング＆スィングミュージック 》
5月28日(土)・17:00開場・18:00ライブスタート

 《YOGA∞Willow～しなやかなヨーガ～中庸＋ランチ@益子》
5月29日(日) YOGA 10:30～12:00・定員8名・ランチ12:30～

調和の心　氣を巡らし　ゆるりと身体を整え　深い長～い呼吸
自分と向き合い（瞑想）心を掃除（浄化）

そして、本来のご自分（真我）の声を聞く・・・
直感 感覚的～お話しを交えて～アーサナ（体位法）・プラナヤマ（呼吸法）・ディヤーナ（瞑想法）

～みんなでマントラ～ギターでマントラ～美味しいランチ食～シェア～

● iipan ( 天然酵母パンと焼き菓子 )
● 泉’ s Bakery ( 焼き菓子
● Haruka's Oven (グラノーラ、焼き菓子)
● chronicle coffee lab.( コーヒー豆 )
● 雨余花   ( 瓶詰め )
● 山崎農園　（野菜）

● 谷島　潤　（陶器）
● 鈴木　稔　（陶器）
● vibgyor a` table （カトラリー )
● studio Hoomano ( アクセサリー )
● ウリソロ ( アクセサリー、布小物 )
● 真太陽屋 ( アクセサリー )

● 鶫 tsugumi 銀小物製作所 (4/29～5/3)
● 三浦泉 ( ガラス )
● ハンドメイドまぁぶる ( 手芸品 )

チャージ ご予約2500円
当日3000円（別途オーダーをお願いします）
Food & Drink : Kitchen CRIU 

■ご予約・お問い合わせ■
TEL：090-2909-6593
E-mail：rinmokunen@yahoo.co.jp (鈴木)

■ 石塚明由子プロフィール ■

ジャズ＆ブラジル系ポップスユニット「vice versa（ヴァイス
ヴァーサ）のボーカルとして13年間活動。数々のコンピレー
ションCDへの楽曲提供やカバーアルバム「くらしのうた」の
リリースで静かなブームを呼ぶ。
家族の介護や病気をきっかけに自身の音楽を見つめ直し、
2013年よりソロ活動をスタート、2015年末に1st.ソロアルバム
「Hello, my sister」をリリース。

【参加費】 2500円（ランチ代別途）
【持ち物】動きやすい服 喉を潤すための水 ヨガマッ

ト(レンタル有200円）
※ヨガマットレンタルは事前にお伝えください。
～キャンセル料金について～
前々日50％・前日当日100％
※少人数での開催になりますのでご理解ください。

【ご予約＆お問合せ】
yogawillow.ul@gmail.com
【講師名】
ヨーガティーチャー Katsuei（柳克英）
Willow ＆ universal love ～YOGA∞Willow～
Katsuei yanagi
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｜営業時間｜
カフェ   11:00 > 17:00（日曜10:00～）　陶器市期間中　9:00＞17:00
ランチ   11:00 ～無くなり次第終了　　　　　　　 4/29(金)＞5/8(日)

｜アクセス｜
〒321- 4217　栃木県益子町大字益子1665
真岡鉄道・益子駅から徒歩７分。　※専用駐車場あり（18台）

※出店者調整中のお知らせ→出店者が決まりましたらホームページのヒジノワカレンダーにてお知らせします。
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｜お問い合わせ｜Tel：0285-81-7380
またはHP内の問い合わせフォームからお願いいたします。
http://hijinowa.net
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※ライブのため、

14:00 終了

珈琲講習会
参加者募集中
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