
大和通ダル バァッヴォ

定員30名　食材費1,300円　イタリアワインとチーズの基本的な知識を知りたい方。

初級編イタリアワイン&チーズ講座

11月24日（水）
16：00～17：00

☎0568-32-6026

講師：渕上真砂樹

営業時間／ランチ11：30～14：00（L.O.13：30）
ディナー平日18：00～22：30（L.O.21：30）
土・日・祝17：30～22：30（L.O.21：30）住所／大和通2-10-3　定休日／月

各3種類のチーズとワイン講
座。講座に使用する食材とワ
インを前日～翌日迄に引き取
りにご来店下さい。ご来店時
にオンライン講座参加用の
URLをお伝えします。3日間
アーカイブ配信あり。

01
オンライン

高蔵寺町肌トラブルケア専門店フリータイム

定員1名または1組　化粧品でお悩みの方

今さら聞けない！基礎化粧品の正しい使い方

11月1日（月）・2日（火）・8日（月）・9日（火）・15日（月）・16日（火）・22日（月）・29日（月）・30日（火）
各日Ⓐ10：00～10：40Ⓑ11：00～11：40Ⓒ13：00～13：40

☎0568-52-1237

講師：小池愛

営業時間／9：00～19：00
定休日／月・他不定休あり

住所／高蔵寺町2-14

お使いの化粧品正しく使
っていますか？より効果
の上がる使い方をプロが
伝授！プロの裏
技が聞けるか
も！

02
オンライン

鳥居松町春日井まちゼミ

定員3名

やってみよう！まちゼミ講座実施の極意

11月4日（木）14：00～15：00・16日（火）19：30～20：30

☎0568-81-4141

講師：春日井まちゼミ実行委員会

営業時間／8：30～17：15
定休日／土・日・祝

住所／鳥居松町5-45

まちゼミを実施しようと
思っている方へ、概要か
ら講座の作り方まで、経
験者がわかりやすくお伝
えします！

03
ライフ

高山町ジンバルワークス　一級建築士事務所

定員5名

市内の面白いたてもの・ところ四方山話

11月20日（土）
10：00～11：00

☎090-4167-6413

講師：井村正和

メールでのお申込み
定休日／日

住所／高山町2-11-1　　：imuramasakazu@gmail.com

市内には意外と面白いた
てものやところがあるは
ず？！。春日井銘菓を食べ
ながら、そんなお話を雑
談形式にて。

34
ライフ

高座町㈲カワイ建築

定員3組　材料費500円

工務店による暮らしが豊かになるお手伝い

11月3日（水）・23日（火）
各日13：30～15：00

☎0568-51-0538

講師：河合忠

営業時間／9：00～16：00
定休日／日

住所／高座町1930-184

暮らしを楽しむ一工夫。
DIYでできるアレンジを
ご一緒に。木工で「だんだ
ん」シリーズを作ってみ
よう！

35
ライフ

高蔵寺町北㈱共栄堂

定員3～５名

家電の上手な買い方をお教えします。

11月13日（土）
10：00～11：30

☎0568-51-0161

講師：稲田孝史

営業時間／9：00～19：00
定休日／火・第3月

住所／高蔵寺町北2-132

街の電器店と量販店では
何が違うの？冷蔵庫やエ
アコンはいつ買ったらお
得なの？テレビの違いを
教えて欲しいなど、よろ
ず相談承ります。

36
ライフ

高山町㈱レインボーペイント

定員5名　材料費500円

ミニテーブルを塗装してみよう!!

11月13日（土）
10：00～11：00

0120-14-7716

講師：小出大介

営業時間／9：00～19：00
定休日／日・祝

住所／高山町4-6-10

用意した木製ミニテーブ
ルに木目を生かしたクリ
ヤー塗装します。ペンキ
を塗って、ガラリと変わる
ツヤ・木目を気軽に体験し
て頂けます。

37
ライフ

二子町きもの山喜

定員3名　女性限定

名古屋帯の前結び体験

11月7日（日）・16日（火）・27日（土）
各日14：00～15：00

☎0568-31-7772

講師：杉田美由紀

営業時間／10：00～18：00
定休日／水・木

住所／二子町1-3-3

帯を前で結ぶので、誰で
も「簡単」に結べます！服
の上からでもOK！

38
ライフ

鳥居松町髙木仏壇店

定員4名

仏壇・仏具お手入れのポイント！

11月10日（水）・16日（火）
各日10：00～11：00

☎0568-81-5711

講師：髙木成実

営業時間／8：00～19：00
定休日／なし

住所／鳥居松町3-96

もうすぐ年末。仏壇・仏具
のお手入れしてみません
か？ポイント押さえて仏
具も心もピッカピカで新
年を!

39
ライフ

西本町就労継続支援B型事業所　あゆみ

定員3名　材料費500円

スマホのガラスコーティング講座

11月10日（水）・17日（水）
各日13：00～14：00

☎0568-27-5862

講師：野中ひとみ

営業時間／10：00～15：00
定休日／日

住所／西本町1-9-3

「スマホを落として傷をつけて
しまう」「ガラスコーティングし
たいけど、お店に頼むと高そ
う」などのお悩みのある方、是
非ご参加ください。ご自分で
出来るスマホのガラスコーテ
ィング方法をお教えします！

40
ライフ

柏原町BOWWOW

定員3名　材料費1,000円　わんちゃんを飼ってみえる方

飼い主さんも癒すクレイ

11月2日（火）・9日（火）
各日10：30～12：00

☎0568-81-5323

講師：三宅敦子

営業時間／10：00～19：00
定休日／月・第3火

住所／柏原町3-259　柏原Uハウス3号

ワンコの元気は飼い主さ
んの元気から。クレイパッ
クで癒されてみません
か？

41
ライフ

高蔵寺町伯山堂

定員2名　材料費500円　高校生以上

初めて彫ってみよう。自分の落かん印。

11月20日（土）
15：00～17：00

☎0568-51-0431

講師：伊藤伯山（嘉彦）

営業時間／9：30～19：00
定休日／日・祝

住所／高蔵寺町2-134

初めての自分の落かん印
を2時間で作成します。
（お子様連れでのご参加
はできません）
難易度1・2・3・④・5

42
ライフ

八事町㈱名古屋ホウコドウ

定員3組　小学生と保護者

長持ちする筆の手入れ講座（学童用）

11月5日（金）
16：00～17：00

☎0568-89-7788

講師：武内・福西

営業時間／10：00～18：00
定休日／日・祝

住所／八事町1-190-3-3

書道用具を少しでも長く
使える手入れの仕方を学
習しましょう。先ずは筆の
手入れの仕方から。

43
ライフ

月見町わんこのナニー．ほいくえん

定員2名

わんこのごはんにトッピング

11月4日（木）・18日（木）・23日（火）
各日11：00～12：00

☎0568-29-4777

講師：殿村由起子

営業時間／10：00～17：00
定休日／木

第一種動物取扱責任者
〔保管〕平成28年1月5日～令和8年1月5日
〔訓練〕平成29年9月4日～平成34年9月3日

住所／月見町205

いつものドッグフードにち
ょっとひと手間。体にも心
にもいいこといっぱい、ト
ッピングのノウハウ。

44
ライフ

味美上ノ町しょくにん.com（㈱岡田商店）

定員2名　材料費500円　当店会員は無料

キレる人は必ずやっている！

11月3日（水）・6日（土）・8日（月）・18日（木）
各日13：30～15：00

☎0568-31-2222

講師：岡田克己

営業時間／7：00～19：00
定休日／日

住所／味美上ノ町2153

包丁研ぎ講座（初級編）
トマトがスパッと切れるよ
うにします。いつもの包
丁とタオルをご持参くだ
さい。なおキレた人は受
講できません。

45
ライフ

中央通㈱トーワ住宅

定員4名　材料費1000円

アロマキャンドル・保湿クリーム

11月20日（土）
Ⓐ10：00～11：00Ⓑ13：00～14：00

☎080-2525-1234

講師：くぅさん他

営業時間／13:00～18:00
定休日／水・日・祝

住所／中央通1-8-1　4Fレンタルルーム

アロマキャンドル・アロマ
保湿クリームのどちらか
お好きな方を作ります。

46
ライフ

神屋町心楽農園

定員5～10名　材料費500円　小学生以上

農業の重要性と簡単に始められるmy farm

11月8日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）
各日14：00～15：00

☎090-2611-9696

講師：倉田昌弘

営業時間／10：00～17：00
定休日／日

住所／神屋町字大酉194-1

今一度見直す農業の重
要性。簡単に始められる
myfarm。（雨天中止とさ
せて頂きます）

48
ライフ

上条町㈱アーバンクリエイト＆ミチズサポーツ㈱

定員４名　18歳以上(動きやすい服装でお越し下さい。)

"住まいの癒し　暮らしの癒し"相談会

11月9日（火）・30日（火）
各日13:30～15:30

0120-93-1517

講師：柴田道子、杏菜(アシスタント)

営業時間／10:00～17:00
定休日／水

住所／上条町2-184-1

ほっと落ち着く住まいや
暮らしの秘訣は？瞑想と
骨盤底筋肉トレーニング
でリラックスした後、相談
会を開催。不動産の相談
も大丈夫！

47
ライフ

：lomilomisisters96@gmail.com

[主催]
春日井市商店街連合会 0568-84-8848
春日井商工会議所     0568-81-4141
[後援] 春日井市（QRコードを読み込んで下さい）



鳥居松町お箸フレンチ ボンティグレ

定員18名　500円

ティグレオリジナル Xmasローストチキンの作り方

11月22日（月）
13：00～14：00

☎0568-44-0800

講師：石川政道

営業時間／11：00～14：00・18：00～22：30
定休日／月

住所／鳥居松町2-259

お家で簡単に作れる
Xmasローストチキンの
作り方をレクチャーし、お
持ち帰りいただきます。

04
グルメ

旭町カフェ百時

定員4名　材料費500円

お鍋でご飯を炊こう！

11月9日（火）・24日（水）
各日11：00～12：00

☎070-5257-6832

講師：伊佐治素美

営業時間／11:00～17：00
定休日／日・第2・第4月

住所／旭町1-11 TANEYA1階

炊飯器がなくてもふっく
らとした美味しいご飯が
炊けるようになりましょ
う。
（味噌汁・副菜付き）

05
グルメ

松本町松の家道宗

定員5名　材料費500円

栗きんとんづくり

11月16日（火）
14：00～15：30

☎0568-51-0411

講師：松浦泉

営業時間／9：00～18：00
定休日／水・第2火

住所／松本町502　店舗工場内

栗をほじるところからは
じめ、焚き上げから仕上
げまで栗きんとんの作り
方をお教えします。

06
グルメ

旭町㈾魚定商店

定員3名　材料費1,500円

みんなでいっしょに魚の三枚おろし

11月2日（火）・9日（火）
各日15：00～16：00

☎0568-31-3237

講師：入野裕次

営業時間／11：00～14：00
　　　　　17：00～21：00
定休日／水・第3火住所／旭町3-15-1

みんなでいっしょに魚の
三枚おろしを体験しまし
ょう！

07
グルメ

不二町御菓子司　美乃雀

定員5名

和菓子作りと手洗い教室

11月29日（月）
10：00～11：00

☎0568-51-7957

講師：山口栄三

営業時間／8：30～19：00
定休日／月（祝日の場合営業）

住所／不二町2-1-1

練切を使って和菓子作り
の体験と手洗いマイスタ
ーによる手洗い教室（コ
ロナウイルス感染症拡大
の場合、和菓子体験は樹
脂粘土になります）

08
グルメ

神明町パティスリーメリメロ

定員4名　材料費500円　女性限定

チョコレートでバラの花を作ろう！

11月1日（月）
9：00～10：00

☎0568-33-8325

講師：塩田秀樹

営業時間／10：00～19：00
定休日／火

住所／神明町25-2

チョコレートでバラの花
を作ります。

09
グルメ

味美白山町フラワーショップ　レトワール

定員4名　材料費500円

季節の寄せ植え

11月25日（木）
Ⓐ10：00～11：00　Ⓑ13：00～14：00

☎0568-31-7010

講師：高桑

営業時間／9：00～18：00
定休日／なし（年始のみ）

住所／味美白山町2-6-8

季節の花苗やグリーンを
いつもと違った手法でお
しゃれに寄せ植えする講
座です。

10
アート

大和通㈱インテリアモリソン

定員4名　材料費500円

手作りファブリックパネルの簡単な作り方！

11月2日（火）・11日（木）・18日（木）
各日10：30～11：30

☎0568-34-5520

講師：森貴司

営業時間／10：00～18：00
定休日／水

住所／大和通1-88

絵を飾るように布を飾って
みませんか。こちらで用意
した輸入プリント生地で作
っていただきます。また、イ
ンテリアに関することでし
たら、何でもご質問を承り
ます。

11
アート

小野町サカエ楽器

定員6名

オカリナを吹こう！

11月29日（月）
11：00～12：00

☎0568-31-5035

講師：西本京子

営業時間／10：00～21：00
定休日／日・祝

住所／小野町2-1-1　ライフガーデン勝川2F

身体と脳を使う楽器演奏
は気分のリフレッシュや
健康増進につながります。
癒しの音色の楽器「オカ
リナ」を楽しく吹いてみま
せんか！

12
アート

旭町㈱ドゥーミュージック

定員3名

ギターが弾けるようになりたい！

11月3日（水）13：00～14：30
11月10日（水）17：00～18：30

☎0568-33-5437

講師：古田竜之介

営業時間／11：00～20：00
定休日／木

住所／旭町2-19

ギターはあるけど活用す
る方法が分からない方に
演奏方法からメンテナン
スまで手ほどきします。

13
アート

白山町花の松本ナーセリー

定員少人数　材料費1000円

お花を楽しもう!お花屋さんと仲良くなろう!

11月24日（水）～30日（火）
各日Ⓐ10：30～12：00Ⓑ13：30～15：00

☎0568-51-1734

講師：松本ともこ

営業時間／9：00～20：00
定休日／なし

住所／白山町8-9-17

①選べる楽しい♪ハーバ
リウム体験　②固まるキラ
キラ電球ハーバリウム☆
③お洒落なドライブーケを
作ろう♡
ご希望の日時と番号をお
伝え下さい。

14
アート

乙輪町カイロプラクティック幸生堂

定員4名

肩こり腰痛は骨盤のゆがみからだった

11月4日(木)・8日(月)・17日(水)
各日10：30～11：30

☎0568-29-8672

講師：西本幸生

営業時間／10：00～20：00
定休日／日

住所／乙輪町2-23

骨盤の歪みが腰を歪め、
背骨を歪め、首を歪めて
いた。骨盤の歪まない生
活習慣を学んで痛み、コ
リを解消！

15
ビューティー＆ヘルス

八幡町Mod Kasugai

定員4名　女性限定

初心者でもできる！簡単自宅エクササイズ！

11月5日（金）・19日（金）
各日10：00～11：00

☎0568-27-7566

講師：今井・松雪・青木

営業時間／10：00～17：00
定休日／不定休

住所／八幡町35-1-102

自宅エクササイズでスタ
イルUP＆運動不足解消！
トレーナーのおすすめメ
ニューを是非体験してみ
て下さい！

16
ビューティー＆ヘルス

柏井町柏接骨院

定員5名　15歳以上

呼吸トレーニングで肺を健康に&免疫力UP

11月１日（月）・１５日（月）・２９日（月）
各日13：30～14：30

☎0568-70-3702

講師：長谷川純

営業時間／8:30～12:00
　　　　15:00～20:00
定休日／不定休住所／柏井町5-207

うつぶせ寝でコロナ重症
者が回復するのは呼吸が
改善するからです。呼吸
トレーニングで体質改善
しましょう！

17
ビューティー＆ヘルス

勝川町仁勇武館　空手教室

定員５名　高校生以上

琉球古武道（棒術）で、自宅で運動不足解消

11月22日（月）
14：30～15：30

☎090-8544-3824

講師：林稔人

営業時間／10：00～15：00・20：30～22：30
定休日／なし

住所／勝川町７-３７ネクシティパレッタ１階　COMEET内

琉球古武道の棒術の基
本的な動きを覚えなが
ら、自宅で簡単に出来る
運動不足解消運動を学び
ます。自宅のほうきのよ
うな棒があれば簡単に出
来ます。 

18
ビューティー＆ヘルス

柏井町佐藤音楽教室

定員1～3名　子供から大人まで

シニアピアノ教室

11月7日（日）～20日（土）ⒶⒷの中でお好きな時間
各日Ⓐ10：00～12：00Ⓑ13：00～15：00

☎0568-56-2630

講師：佐藤和子

営業時間／10：00～15：00
定休日／月・木

住所／柏井町7-8-4

初心者の方大歓迎！
ピアノとふれあい心ゆたかに！
指を動かすことで脳も活性！

人生100年時代
お友達と？　お孫さんと？

お待ちしていま～す♪♪

19
ビューティー＆ヘルス

如意申町フェルボールサッカースクール

定員5～10名　未就園児

はじめの一歩教室

11月10日（水）・17日（水）
各日10：30～11：15

☎0568-32-4616

講師：①宮本剛志②今泉颯仁③谷口祥太

営業時間／10：00～
定休日／なし

住所／如意申町1-2-9

サッカーを通じて、未就
園児さんのおともだちを
作りましょう！園に行く前
の慣らしの場として、少な
い人数から始めません
か？

20
ビューティー＆ヘルス

六軒屋町ポーラザビューティ春日井六軒屋店

定員4名

マスクをしたままキレイのレッスン♪

11月3日（水）10：30～11：30、13：00～14：00
5日（金）10：30～11：30・10日（水）10：30～11：30

☎0568-89-1861

講師：村松

営業時間／10：00～20：00
定休日／日・祝

住所／六軒屋町1-52　グレースナガナワ1F

自分で簡単にできるセル
フエステで、小顔・リフト
アップ！！マスク老けを解
消しましょう。プレゼント
あり♡（当日はマスク着
用のままレッスンします）

21
ビューティー＆ヘルス

気噴町北不二自動車㈱

定員4名　自家用車で来店できる方

簡単にできるマイカーの日常点検！

11月9日（火）・11日（木）
各日13：30～14：30

☎0568-51-0214

講師：三浦輝幸（店長）

営業時間／9：00～18：00
定休日／日・祝

住所／気噴町北2-86

参加者の自車を使い、簡
単にできる日常点検のポ
イントを説明します。実際
にエンジンルーム内の確
認をしたり、リフトアップ
しオイル交換なども予定
しています。

22
ライフ

鳥居松町FUSION

定員5名

自転車のルールとマナー講座

11月7日（日）・14日（日）・21日（日）・28日（日）
各日11：00～12：00

☎090-2925-9711

講師：伊坪かずや・鈴木宏幸（元競輪選手）

営業時間／10：00～18：00
定休日／水

住所／鳥居松町1-54

自己流ルールで乗ってい
ませんか？自転車での道
路交通法をわかりやすくご
説明。ルールとマナーを学
び危険を回避。道路を使用
するみんなが気持ちよく
安全に活用できるために。

23
ライフ

松本町中部大学人文学部コミュニケーション学科

定員20名

ご高齢者スマホ教室

11月13日（土）・27日（土）
各日13：00～15：00

☎0568-51-7460

講師：中部大学人文学部コミュニケーション学科学生

（柳谷研究室）営業時間／9:00～17:00
定休日／土・日

住所／松本町1200　中部大学人文学部棟（25号館）

スマホに関する何でも相
談（何ができるのか、どん
なアプリがあるのか、操
作、設定等、何でもお悩
み受付）

24
ライフ

高山町１ｔｏＳＷＩＭスイミングスクール

定員10名　材料費1,000円　大人

紐を引くと膨張する救命胴衣体験

11月3日(水)
11:00～12:00

☎0568-33-6126

講師：一田幸男

営業時間／平日11：00～18：00
定休日／日

住所／高山町1-7-2（ストレッチ室）

一度やってみたかった、
ライフジャケットの紐を
引いて、救命胴衣を膨ら
ませる。楽しく貴重な体
験です！

25
ライフ

若草通三上税理士法人

定員6名　賃貸経営に興味のある方

税理士がこそっと教える賃貸経営の裏側

11月24日（水）・26日（金）
各日14：00～15：00

☎090-1830-5990

講師：三上努

営業時間／9：00～17：30
定休日／日・祝

住所／若草通4-92

不動産屋では教えてくれ
ない、地主さんの確定申
告を毎年見ている税理士
だからこそわかる「賃貸
経営の裏側」をこそっと
教えます。

26
ライフ

弥生町春日井シティ不動産㈱

定員4名

プロが教える空家の収益化・土地売却のコツ

11月10日（水）・17日（水）・24日（水）
各日10：00～12：00

☎090-7856-3953

講師：山本直嗣

営業時間／9：00～19：00
定休日／水

住所／弥生町2-175

「土地の売値の決まり方」
「空家を貸すか売るかど
ちらが得か」「春日井の土
地の将来性」などお教え
します。

27
ライフ

西本町パナショップ味美

定員各時間3名（計9名）※定員となり次第締切ります。　参加費無料

おうちエステ体験会

11月11日（木）
Ⓐ10：00～11：30Ⓑ13：30～15：00Ⓒ16：00～17：30

☎0568-31-8498 営業時間／10：00～19：00定休日／日・祝
住所／西本町1-8-4（店内）

人気のエステ家電のお試
し会です。（パーテーショ
ンなどコロナ対策は万全
な状態で行います。）スチ
ーマーナノケア・光エステ
などの最新美容家電をお
試しいただけます。

28
ライフ

講師：松浦（家電アドバイザー）

下市場町㈱麻布

定員5名　住まいの塗装をお考えの方

失敗しない外壁塗装の講座

11月1日（月）・6日（土）・8日（月）・13日（土）・15日（月）・20日（土）・22日（月）・27日（土）・29日（月）
各日10：00～11：00

☎0568-87-7211

講師：武村健久

営業時間／9：00～19：00
定休日／なし(年末年始・お盆は休み）

住所／下市場町4-17-3

築10年経つと訪問販売
が訪ねて来たり、そろそ
ろ家のメンテナンスを考
えなくてはなりません。
住まいの正しいメンテナ
ンス知識をつければ塗装
の際に役立ちます。

29
ライフ

鳥居松町㈱市原商店

定員3名　古いノートPCをお持ちの方

音楽プレーヤーを作ろう！使わないPC再生

11月5日（金）
17:00～19:00

☎0568-81-2633

講師：市原和久

営業時間／10：00～18：00
定休日／日

住所／鳥居松町7-115

重くなってしまったPC、
Windows7以前のPCを
メディアプレー ヤ ー
（Kodi)として再生しま
す。古くなったノートPC
をご持参ください。

30
ライフ

二子町㈲田口商店

定員4名

ミニ畳を作ってみよう！

11月6日（土）・13日（土）
各日10：00～11：00

☎0568-31-4616

講師：田口雄介

営業時間／9：00～17：00
定休日／日・祝

住所／二子町1-1-1

身近にあってもよく知ら
ない事が多い畳。材料の
違いや現在の畳のトレン
ドなど、ミニ畳を作りなが
らお話しします。

31
ライフ

若草通㈱アールデザイン

定員3名

スマホで作れる簡単オンラインショップ

11月12日（金）
14：00～15：30

☎0568-29-6405

講師：稲見有加里

営業時間／10：00～18：00
定休日／土・日

住所／若草通3-57　メインビル3F

初期・月額費用無料のネ
ットショップBASEの開店
方法、商品登録方法など
をレクチャーいたします。
（講座開催1週間前まで
にお申込みください）

32
ライフ

不二ガ丘㈱後藤壮建築事務所

定員4名

居心地良いインテリアコーディネートのコツ

11月2日（火）・16日（火）・30日（火）
各日10：00～11：00

☎0568-52-7878

講師：後藤壮

営業時間／10：00～17：00
定休日／土・日

住所／不二ガ丘2-122-105

講師が住宅設計の現場
で伝えているインテリア
コーディネートのちょっと
したコツをお伝えします。
おうち時間を少し充実さ
せてみませんか？

33
ライフ


