
まちゼミリスト

29 白山町

☎0568-51-1734
白山町8-9-17

営業時間／9：00～20：00
定休日／無休

【11/8】初心者でも簡単
ハーバリウム体験（1000円）
【11/14】今年も大人気
多肉寄せ植え（500円）
【11/28】お気に入り
のリメ缶多肉を作って
みよう！（1000円）
備考／全講座2部制と
　　　なっております

定員10名　材料費500～1,000円

お花を楽しもう！お花屋さんと仲良くなろう！

11/8（水）、14（火）、28（火）
①11：00～12：30②13：30～15：00

講師：松本　洋一郎、松本ともこ

花の松本ナーセリー

43 松河戸町

☎0568-87-3344
松河戸町3-12-6

営業時間／9：00～17：30
定休日／土・日曜、祝日

SNS？コミュニティ？
ネチケット？安心して
ネット交流できるよう
実際に体験しながら
楽しく学びましょう！
備考／PC・スマホ・タブレット
　　  がある方は持参
※Wi-fiあり、機器の貸出あり（事前予約）

定員5名　材料費無

楽しく学ぶ☆イマドキのネット交流術

11/1（水）、14（火）
10：00～11：30

講師：鶴沢　久美

（株）ユースエンジニアリング
［まいぷれ春日井市編集室］

30 大泉寺

☎0568-82-7770
大泉寺町108-9

営業時間／9：00～17：30
定休日／日曜、祝日

簡単な事例に基づ
いて相続税の計算
方法を学びましょう。

定員2～3名　材料費無

実践！相続税試算セミナー

11/8（水）、15（水）
14：00～16：00

講師：税理士 原田　博史

三上税理士法人  春日井インター店32 鳥居松町

☎0568-81-5711
鳥居松町3-96

営業時間／8：00～19：00
定休日／無休

普段人に聞きにく
いお仏壇、お仏具
のお手入れ方法を
アドバイス。また皆
様からのご質問に
もお答えします。

備考／サビたおりん等あればご持参ください

定員5名　材料費無

初心者のための仏壇仏具お手入れワンポイント講座

11/14（火）、22（水）
10：00～11：00

講師：髙木　成実

髙木佛壇店 31 鳥居松町

☎0568-44-0803
鳥居松町2-259　和ビストロ ボン・ティグレ内

営業時間／11：00～19：00
　　　　　（時間外相談も可）
定休日／不定休

カップルもこれからカッ
プルになりたい人も！
男と女、お互い何を考
えているのだろう？そう
思う方 ！々男性脳の考
え方、そして女性脳の
考え方をフリートークを
交えてお教えします！対象／独身の男性・女性

定員8名　材料費無

男性脳＆女性脳のフリートークとお茶会

11/5(日)
14：00～15：00

講師：武田　妙子

coiki-ya-　こいきや

グルメ ビューティー＆ヘルス アート ライフ

48 気噴町北

「終活入門」エンディングノートの書き方

11/6（月） 、22（水）
9：30～10：30

☎0568-51-4440
気噴町北1-164

営業時間／9：00～17：00
定休日／無休

エンディングノートを
使って「終活」につ
いて、終活カウンセ
ラーが分かりやすく
ご説明いたします。
備考／ご参加いただいた方に
　　　「エンディングノート」
　　　プレゼント

定員8名（または4組）　材料費無

講師：渡邊　一哉

シオン高蔵寺会館

28

かわいい羊毛のマスコットを作りませんか？

11/17（金）、27（月）
10：00～11：00

☎0568-51-5167
高蔵寺町4-14-6

営業時間／8：30～19：30
定休日／日曜（夏期・正月5日間）

初心者さんでも大丈
夫！かわいいヒヨコを
羊毛フェルトで作りま
しょう。コツを教えます！
対象／小学校高学年以上
　　　見学自由
備考／ニードル針も
　　　教材に含む

定員3名　材料費500円

講師：平尾　綾

伊藤生花店 高蔵寺町

33

資産運用セミナー（初心者編）

11/9（木）、21（火）
①10：00～11：30②14：00～15：30

☎0568-56-3001
鳥居松町4-68

営業時間／8：40～17：10
定休日／土・日曜、祝日

NISA、iDecoの活
用方法等、資産運
用の基本を分かり
やすく説明いたしま
す。お気軽にお越
しください。

定員15名　材料費無

講師：矢澤　里帆

野村證券（株） 春日井支店 鳥居松町

7 ●通41 若草通

☎0568-29-6405
若草通3-57 メインビル3F

営業時間／10：00～18：30
定休日／土・日曜

ホームページの制
作や活用など、専
門家に相談できま
す。お気軽にご相
談ください。

定員3名　材料費無

WEB活用　なんでも相談会

11/14（火）
11：00～12：00

講師：近藤　二郎

（株）アールデザイン 40 柏原町

☎0568-82-6953
柏原町3-196

営業時間／9：00～18：00
定休日／土・日曜、祝日

お片付けは、学校で
も教えてくれない。親
にも習っていない。
この際、自分が勉強
して、共に実践して
みませんか。

定員10名（または5組）　材料費無

あー片付かない。解決！お片付けセミナー

11/2（木）、22（水）
10：30～11：30

講師：上田　伸美

イサ和住宅（株） 39

本物の塗装の先生による塗り替え相談会

11/4（土）、11（土）、18（土）、25（土）
9：00～18：00の間（60分）

国家資格の技能
検定の運営に携わ
る、プロを教える本
物の塗装の先生が
塗り替え相談に応
えます。

定員1名（または1組）　材料費無

講師：荒井　隆亨

（株）TOM創屋 前並町

☎0568-34-0190
前並町1-8-12

営業時間／9：00～18：00
定休日／不定休

備考／ショールームで開催

42

プロが教えるワイシャツのアイロン仕上げ

☎0568-82-6748
松新町1-28

営業時間／9：00～19：00
定休日／水曜

ご家庭用のアイロン
できれいに仕上がる
ワイシャツ仕上げを、
この道45年のプロ
がお教えします。

定員5名　材料費無

11/15（水）
10：00～11：30

講師：熊倉　行男

(株)勝川ランドリー 松新町

38

プロが教えます！失敗しない外壁塗装

☎0568-87-7211
下市場町4-17-3

営業時間／9:00～19:00
定休日／無休（正月・お盆は休み）

築十年が過ぎると、住
まいの外観メンテナン
スについて考える時期
です。専門知識をつけ
て失敗しない塗装工事
を行ってもらえるよう、ポ
イント解説いたします。

対象／建てて10年以上の方、雨漏りしている方

定員10名（または5組）　材料費無

11/7（火）、18（土）、21（火）
①10：00～②13：00～

講師：武村　健久

（株）麻布 下市場町 35 鳥居松町

☎0568-81-2417
鳥居松町8-43

営業時間／7：00～20：00
定休日／日曜

スペアキー、錠前の
取り換え方など鍵
の相談、また水回り
のお困りごとも伺い
ます。気軽にどうぞ
ご来店ください。

定員1名ずつ　材料費無

鍵の事ならなんでも相談会

まちゼミ開催期間中ならいつでも伺います
店主：竹内　保平

（資）かじ兼金物店 34 鳥居松町

☎0568-81-2633
鳥居松町7-115

営業時間／9：00～19：00
定休日／日曜

春日井を通る古道「下
街道」を歴史や不思
議？を探しながらのんび
り歩きます。馬頭観音
～郷土館～常夜灯他。
小雨決行、雨が強い場
合は予備日に変更。

定員8名　材料費無

ブラ鳥居松～歴史の道「下街道」を歩く

11/3（金）10：00～12：00
※予備日11/23（木）

講師：市原　和久

（株）市原商店

備考／歩きやすい服装、飲み物等持参

馬頭観音
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0から始める相続対策・資産承継

11/11（土）
10：00～11：30

☎0568-87-6311
篠木町6-1643-17 伊藤忠ビル2B

営業時間／9：00～18：00
定休日／土・日曜、祝日

相続前や認知症に
なる前の対策につ
いて司法書士・法
学博士（資産承継
法）が分かりやすく
解説いたします。

定員4名　材料費無

講師：石田　健悟

石田司法書士合同事務所 篠木町 36

水廻りに関する衛生器具の知識～トラブルの対処法～

☎0568-81-3116
篠木町1-43

営業時間／8：00～18：00
定休日／第2・4土曜、日曜

衛生器具（混合水
栓、流し、洗面、浴
室）便器、給湯器、
新築、リフォームの
水廻りの材料の知
識、合併浄化槽（補
助金について）。

定員4名　材料費無

11/11（土）
9：30～10：30

講師：青山　公美

（資）青山建材店 篠木町

25 大和通

☎0568-34-5520
大和通1-88

営業時間／10：00～18：00
定休日／水曜

絵を飾るように布を
飾ってみませんか。
布の張り替えも簡
単です。材料はこち
らで用意します。

定員5名　材料費500円

講師：森　貴司

手作りファブリックパネルの簡単な作り方！

11/7（火）、16（木）
10：30～11：30

（株）インテリアモリソン 24 旭町

☎0568-33-5437
旭町2-19

営業時間／平日11：00～20：00
日曜、祝日10：00～20：00
定休日／木曜 

音楽を楽しむ上で
絶対必要なリズム
感。ドラムを使って
楽しく叩きながら基
礎を学んでみません
か？初心者も歓迎。

定員2組　材料費無

リズム感を養おう！ドラム体験講座

11/11（土）、25（土）
15：00～16：30

講師：鈴木　暢人、吉田　健治

（株）ドゥーミュージック27 高蔵寺町

☎0568-51-0431
高蔵寺町2-134

営業時間／9：30～19：00
定休日／日曜、祝日

はじめての人を対象
に自分の落かん印
（石のはん）1本を作
成、完成する体験。 
対象／中学生以上
備考／子ども連れ不可

定員4名　材料費500円

はんの伯山堂

はじめての篆刻教室

11/18（土）
15：00～16：30

講師：伊藤　嘉彦

てんこく

26

「花育」ってなに??
はないく

11/14（火）、21（火）
10：00～11：00

☎0568-31-7010
味美白山町2-6-8

営業時間／8：00～19：00
定休日／不定休

お花や植物を通
じ、「花育」とは何
かを説明いたしま
す。小さなお子様
がいらっしゃる方
は、ぜひ！花育を!!

定員4名　材料費500円　

講師：若尾　孝

フラワーショップ レトワール 味美
白山町

45 西本町

☎0568-31-8498
西本町1-8-4

営業時間／10：00～19：00
定休日／日曜、祝日

シニア世代の4人
に1人は難聴と言わ
れる現代。聞こえの
仕組みや生活の中
での補聴器の役割
等をお話しします。

定員10名　材料費無

お耳と聴こえについて

11/9（木）
10：00～11：50

講師：山田　卓磨

パナショップ味美 44 勝川町

☎0568-36-2022
勝川町4-170 パークサイドハイツ1F

営業時間／9：00～19：30
定休日／日曜、祝日

簡単な事例に基づ
いて相続税の計算
方法を学びましょう。

定員2～3名　材料費無

実践！相続税試算セミナー

11/8（水）、15（水）
14：00～16：00

講師：税理士 原田　博史

三上税理士法人  勝川店46 不二ガ丘

☎0568-51-2711
不二ガ丘1-2

営業時間／8：30～17：30
定休日／第2・4土曜、日曜

土地には、新しいも
のから古いものま
でいろんな資料が
あります。その調べ
方や見方をお伝え
します。

定員2名　材料費無

土地の歴史の調べ方講座

11/10（金）10：00～11：30
　   18（土）14：00～15：30

講師：小松　尚文、小松　隆義

（有）小松測量設計事務所

49 高蔵寺町北

☎0568-51-0161
高蔵寺町北2-132

営業時間／9：00～19：00
定休日／火曜

実物の電化製品か
らどのくらい電磁波
がでているか知って
使用すれば安心。
電磁波テスターで
測定します。

定員5名　材料費無

電化製品から発生する電磁波って何！

11/18（土）10：00～11：00
　　 19（日）14：00～15：00

講師：稲田　浩之、稲田　孝史

ハウジングスタジオ キョウエイドウ

あんなこと、
　　こんなこと、

困ったな～
どうしよう…

50 高蔵寺町北

☎0568-51-7705
高蔵寺町北4-1-12 マツモト第一ビル102

営業時間／9：00～
定休日／年中無休

家庭内のお困り事を
何処に頼めば良いの
か分からない、どうした
ら良いのか分からな
い…。そんなとき、どう
したら良いのか、どの
ように対処したらいい
のかをお教えします。

定員1講座あたり2名（または2組）　材料費無

家庭のお困り事解決

11/4（土）、11（土）、18（土）
11：00～12：00

講師：豊泉　仁

（株）リンクアップ51 白山町

☎0568-52-2882
白山町1-30-1

営業時間／9：00～17：00
　　　　  （通夜・葬儀時は変更）
定休日／年中無休

お葬式って
・まず何をしたらいいの？
・いくらかかるの？
・家族葬って？　　
なんでもお話しいた
します！

定員10名　材料費無

お葬式勉強会

11/22（水）、28（火）
11：00～12：00

講師：上島　一哲

イズモ葬祭　高蔵寺52 味美
上ノ町

☎0568-31-2222
味美上ノ町2153

営業時間／7：00～19：00
定休日／日曜

トマトがスパッと切れ
る包丁にします。い
つもお使いの包丁と
タオルをご持参くださ
い。驚きの切れ味に
変わります。
対象／12歳以上
備考／「春日井 包丁研ぎ」
　　　で検索！

研いで使おう包丁（初心者編）

11/11（土）、13（月）、15（水）、23（木・祝）
13：30～15：00

講師：岡田　克己

しょくにん.com
［（株）岡田商店］

定員3名　材料費500円
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工務店による暮らしが豊かになるお手伝い

11/18（土）
13：00～15：00

☎0568-51-0538
高座町1930-184

営業時間／8：00～18：00
定休日／日曜

暮らしが豊かにな
るちょっとした工夫
を紹介、DIYででき
るアレンジで食卓
の空間が豊かにな
ります。

定員4名　材料費500円

講師：河合　忠

（有）カワイ建築 高座町

53

☎052-856-7410
（受付担当/三浦・森下）

営業時間／9：00～17：30
定休日／土・日曜、祝日

FPの資格を持つ保
険のプロが、社会保
険制度（年金、健康
保険、介護保険）や
相続について分かり
やすくご説明します。
きちんと知って、しっ
かり備えましょう。

定員5名　材料費無

将来に備える 社会保険や相続のこと

11/7（火）、22（水）
10：00～11：30

講師：三浦　一孝（ライフプランナー）

プルデンシャル生命保険（株）名古屋第二支社

備考／春日井商工会議所会議室で開催


