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～エリーイベントの 

おしらせ～ 
 

会場はすべて 

大道理新家族村です 

永源山公園から車で約 15 分 

須々万から車で 5 分 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カレンダー ４月                 ※は要予約 詳細は右の内容をご覧ください 

月 火 水 木 金 土 日 

 15 日 

ぺルシャ絨毯展 

10 時～16 時 

16 日 

ペルシャ絨毯展 

10 時～16 時 

 

※健康料理ラジエント

ヒーター実演 

11 時～13 時 

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾗﾝﾁ付、ｺｰﾋｰ付 

1000 円 

17 日 

ペルシャ絨毯展 

10 時～16 時 

18 日 

 
ペルシャ絨毯展 

10 時～16 時 

 

※健康料理ラジエン

トヒーター実演 

11 時～13 時 

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾗﾝﾁ、ｺｰﾋｰ付 

1000 円 

19 日 

 
ペルシャ絨毯展 

10 時～16 時 

 

※健康料理ラジエン

トヒーター実演 

11 時～13 時 

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾗﾝﾁ、ｺｰﾋｰ付 

1000 円 

20 日 

 

21 日 22 日 

 

※洗濯教室 

10 時半～12 時 

参加費 500 円 

 

ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ＆はぎれ市 

11 時～15 時 

 

23 日 

 

※里山フェスタ 

 

※ｷｯﾁﾝﾊｰﾌﾞ寄せ植え 

10 時～ 

13 時半～ 

 

ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ＆はぎれ市 

11 時～15 時 

 

24 日 

25 日 

 
※洗濯教室 

10 時半～12 時 

参加費 500 円 

 

ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ＆はぎれ市 

11 時～15 時 

 

 
春が来た❤ 

新家族村は 

大道理にあるｴﾘｰのﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾗｲﾌｽﾀｲﾙ提案の場所としての里山。  

“農とハーブのある暮らし”を自作・自遊・自慢をテーマに 

本当の豊かな生活とは？こんな暮らしではないかということを 

実践する場所です 

昨年は３万人訪れたという 

大道理芝桜は見事です 

エリーのイベントと合わせて

芝桜を見に来られませんか？ 

 

芝桜祭は 4 月 5 日～GW までです 

新家族村から車で 1 分 

次回ハーブ教室 10：00～14：00 

5/8(日)、6/5 日)、7/3(日) を予定しております 

ご興味のある方はご連絡ください 詳細をお知らせ致します 
 

2016.3 月 
✤ペルシャ絨毯展 

日時 ４月１５日（金）～４月１９日（火）10:00～16:00  

場所 新家族村（新家族村 風の家にて） 

  今年も続々新しいペルシャ絨毯が入荷しました。 

ひとつひとつ手作りで丈夫で実用的そして、美しい。 

唯一踏むことの許される芸術品。見て、触って、踏んでみてください 

 

✤小さな里山の小さなお祭り ４月２３日（土） 

第５回 里山フェスタ 

ｷｯﾁﾝﾊｰﾌﾞ寄せ植え 13：30～15：00 

～ハーブのある暮らし  

目指せベニシアライフスタイル～ 

 

✤健康料理教室   事前申込が必要です（新家族村空の家） 

電磁波の出ない遠赤外線効果のある電気調理器：ラジエントヒーター を使った 

フワフワハンバーグ料理実演 

（千葉ではあまりのおいしさにハンバーグ専門レストランが出来ていま

す） 

日時：4 月 16 日（土）、4 月 18 日（月）、4 月 19 日（火）  11：00～13：00 

参加費：1000 円 （ハンバーグ・ライス・ミニサラダ・コーヒー付） 

 

✤洗濯教室   事前申込が必要です（新家族村空の家） 

冬物セーター・ジャケット 連休に洗ってみませんか？ 

日時：4 月 22 日（金）、4 月 25 日（月）  10：30～12：00 

参加費：500 円 （洗濯物一枚お持ちください） 
 

✤洋服のフリーマーケット＆カーテンはぎれ市 

日時：4 月 22 日（金）、4 月 23 日（土）、4 月 25 日（月）  11：00～15：00 

 フリマ出品者募集!!  （新家族村空の家） 
 

皆様のご希望日に、ご希望の教室を開催するフリースタイルのイベントです。 

４月１５日から２５日までご自分の都合の良い日をご予約下さい。 

 

10：30～タケノコ掘り 

よもぎ摘み 

原木しいたけ採り 

11：30～天ぷら おにぎり 

12：30～ピザ、コーヒー 

参加費：1,500 円：大人 

   500 円：小人 

 

もちろんすべて召し上がって頂けます 

もしかしたら“うど”もあるかも 

自然相手なので何が収穫できるかお楽しみです 

ｷｯﾁﾝﾊｰﾌﾞ寄せ植え 午前の部 

10：00～11：30 10名限定 

 

講師：園芸療法家 熊安悦子先生 

ﾊｰﾌﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 

受講料 2000 円 

（寄せ植えお持ち帰り分含む） 

 

ｷｯﾁﾝﾊｰﾌﾞ寄せ植え 午後の部  

13：30～15：00 10名限定 

協賛 JHS ジャパンハーブソサエティ山口支部 

只今 支部会員 募集中!! 

H28.3.15 

好きな時間にご参加ください 事前申し込みが必要です 



 

 

 

セカンドライフ楽しみましょう 子育て自然の中でいかがですか 

不動産情報   田舎暮らし最適 

 

 

売り土地（古家付） 

周南市大字鹿野下字上の段 

480 万円 
交通 防長交通 鹿野博愛病院前バス停 

徒歩 7 分 

土地面積 991 ㎡（299.77 坪） 

地目 宅地 

都市計画 都市計画区域外 

建物面積 216 ㎡（65.34 坪） 

構造 木造瓦葺き２階建 

築年月日 大正 12 年 

設備 
中国電力 公共上下水 

LP ガス 

駐車場 3～4 台可 

現況 空家 

引渡時期 相談 

学校区 鹿野小学校・鹿野中学校 

備考 山陽本線、新幹線徳山駅から車で 30 分、

中国自動車道鹿野インターより車で 5

分で田舎暮らし 

四季折々の楽しみがそこにあります 

 

 

中古物件 

周南市大字大津島字刈尾 

880 万円 
交通 刈尾港船着場より徒歩 1 分 

土地面積 671.07 ㎡（202.98 坪） 

地目 宅地 

都市計画 市街化調整区域 

道路 東側道路 幅員 6M 接道 

建物面積 144.20 ㎡（43.62 坪）4LDK 

構造 木造瓦葺き平屋建 

築年月日 昭和 59 年 平成 6 年増築 

設備 
中国電力   公営水道 

浄化槽水洗  LP ガス 

駐車場 1 台分有 

現況 空家 

引渡時期 相談 

学校区 大津島小学校・大津島中学校 

備考 刈尾海水浴場前 日当たり良好 

 

 

 

 

仲介物件 

2016.3 月 

 

快適・健康生活商品 

もう今年は取り替えられましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暮らしを楽しむ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６月の梅雨の時期の前にバイオパック S の交換を 

効果は１年 

バチルス菌がカビを食べるので、洗剤はいりません 

とっても安心。安全。環境にも優しい 

とっても小さいのに、みるみるカビ、カビ臭が取れていく 

使い方はとっても簡単。水がかからない所に吊るすだけ 

水素水のお風呂 

美容、健康に家族のために。今 TV でも話題の水素風呂 

買うには少し高価と思っている方、3500 円／月のレンタルがあります 

一度お試しされませんか？ 

もし気に入らなかったら、最低 3 ヶ月でキャンセルできます 

詳しくはお問い合わせください 

 

昨年発足した“ないしょ倶楽部” 今年もスタートします 

 

何をする倶楽部？ “ないしょ” 

誰がくるの？“ないしょ” 

あなたものぞいてみませんか？お互いの知識を出し合って毎回 1 つは何か学んで 

帰れますよ。ちなみに第１回は“簡単な料理”楽しい会は確かです 

 

毎月第 3（土）AM11：00～PM2：00 位 5 月～12 月 

大道理新家族村にて      ※４月のみ第１土曜 4／2 です 

参加資格  1 品持ち寄り 

（4～5 人分 煮しめでもおにぎりでも、味噌汁でも、漬物でも何でも可） 

場所代   500 円 

要事前申込 何人でも可 

詳細はお問い合わせください    当日フリマ＆はぎれ市も致します 

一緒に持ってきて販売しませんか？ 

（申し訳ございませんが、フリマ場所代として売上の２割のご協力お願い致します） 

有限会社 エリー 
代表取締役 古野幸恵 

周南市野上町 2-15 

TEL0834-32-6916 
http://www.ely.co.jp 

お風呂のカビよ さようなら 

1,944 円（税込） 



 


