
高座町㈲カワイ建築

定員3組　材料費800円

工務店による暮らしが豊かになるお手伝い

11月3日（木）・23日（水）
13：30～15：00

☎0568-51-0538

講師：河合忠

営業時間／9：00～18：00
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！

38
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3日（祝・木）・5日（土）
10：00～11：30

講師：小出　大介

営業時間／9：00～19：00
定休日／日・祝

住所／高山町4-6-25

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をしま
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。初心者の方でも丁寧にお
教えますので、一緒に楽しく塗っ
てみましょう‼

39
ライフ

0120-14-7716

不二ガ丘㈱後藤壮建築事務所

定員3名

設計士が伝える冬を快適に過ごす住まいの工夫

11月8日（火）・22日（火）
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

温熱環境設計実績豊富な設計士
が考えた現在のお住まいででき
る断熱効果アップの工夫をお伝え
します。

41
ライフ

鳥居松町髙木仏壇店

定員4名

仏壇・仏具お手入れワンポイント講座！

11月8日（火）・16日（水）
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！

42
ライフ

若草通三上税理士法人

定員6名

今さら聞けない、相続の基本の「き」

11月15日（火）・17日（木）
10：00～11：00

☎0568-44-2022

講師：福島理恵

営業時間／9：00～17：30
定休日／日・祝

住所／若草通4-92

実際相続が発生したら何をしない
といけないの？から生前対策まで
相続の基礎知識を分かりやすく解
説します。

44
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12日（土）・19日（土）・22日（火）
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！

45
ライフ

松新町勝川ランドリー　駅前店

定員4人

プロが教えるアイロンのかけ方

11月10日（木）
10：00～11：30

☎0568-82-6748

講師：金山

営業時間／平日9：00～19：00・日祝10：00～18：00
定休日／水・木

住所／松新町1-28

ワイシャツのアイロンがけをした
くても正しいかけかたがわからな
い。老舗クリーニング店の職人が
家庭でもできるアイロンのかけ方
教えます。

47
ライフ

高山町ジンバルワークス　一級建築士事務所

定員約５名

リノベーションのすすめ

11月19日（土）・23日（水）
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

生活スタイルをガラっと変えるリ
ノベーションの可能性や注意する
ポイントなどを実例をもとにお話
します。現在住まわれているお住
まい（マンション、戸建て等）に対
する具体的な相談も受付けます。

48
ライフ

高根町合同会社 natural earth field

定員６名　材料費1000円　16才以上　食物アレルギーのある方は事前に連絡が必要です。

無肥料無農薬自然栽培の野菜を五感で味わう

11月12日（土）・20日（日）
9：30～12：00

☎090-9179-3912

講師：土田典子

営業時間／9:30～17:30
定休日／水

住所／小牧市高根2-55-1

安心安全自然栽培の野菜をプチ
講座を加えながら調理し、味を楽
しむ。
自然栽培の価値を知って頂く。

51
ライフ

高根町合同会社 natural earth field

計２４名　材料費1000円　大人

多肉植物寄せ植え体験♪

11月12日（土）・20日（日）13：00～14：00
11月26日（土）①10：00～②11:00～③13:00～④14:00～⑤15:00～⑥16:00～

☎090-6573-9020

講師：中谷美月

営業時間／9:30～17:30
定休日／水

住所／小牧市高根2-55-1

秋は多肉植物も美しく紅葉する季
節。お好きな多肉植物とお好きな
器を選んで寄せ植え体験をして
みませんか？

50
ライフ

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 7 日（月）14：00～15：00
11月24日（木）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。

53
ライフ

高蔵寺町はんの伯山堂

定員３名　材料費500円　高校生以上

初めて彫ってみよう。石で自分の落かん印。

11月19日 (土)
14：30～16：30

☎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

初めての自分の石の落かん印を
2時間で作成します。
(お子様連れでの参加は出来ませ
ん)
難易度　１.２.３.④.５

52
ライフ

弥生町春日井シティ不動産㈱

定員４名

プロが教える春日井の空地空家売却のコツ

11月2日（水）・9日（水）・16日（水）・23日（水）
10：00～11：00

☎070-4098-3464

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

空家を相続したけど活用法がわ
からない⁉空地空家のお困りごと
をアドバイス。失敗しない貸す売
るノウハウを経験豊富な専門家か
ら学べます。

49
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　12歳以上

包丁研いだら 舞いあがってちむどんどん！

11月12日（土）・14日（月）・17日（木）・23日（水）
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）
仕上がり具合にワクワク ！
試し切りで超感動 ！
汚れても良い服装で、いつもの包
丁とタオルをご持参ください。

46
ライフ

西本町パナショップ味美

定員５名

なかなか聞けないおうちにまつわるお話

11月11日（金）
10：00～12：00

☎0568-31-8498

講師：西山郁緒（パナソニックホームズ株式会社）

営業時間／10：00～19：00
定休日／日・祝

住所／西本町1-8-4（店内）

相続や増与にかかる税金って？地
震に強い住宅って？などなど、おう
ちに関する事なんでも講座です。
不動産に関するご相談もお気軽
に！

43
ライフ

月見町わんこのナニー

定員２名

わんちゃんの食育

11月 4 日（金）11：00～12：30・18日（金）14：00～15：30
　29日（火）11：00～12：30

☎0568-29-4777

講師：殿村由起子

営業時間／10：00～17：00
定休日／木

住所／月見町205

いつものフードにひと手間かけ
て、愛犬にも楽しい食育。トッピン
グやおやつの手軽な作り方を伝
授します！

40
ライフ

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4日
〔訓練〕平成29年9月4日～令和9年9月3日

町屋町学習塾Rock On

定員６名（３組）　18歳以上（高校生不可）

ココロに残る・ココロを動かすスピーチ講座

11月3日（木）10：00～12：00
11月6日（日）13：00～15：00

☎070-2223-6902

講師：原田 幹也

営業時間／13:00～22:00
定休日／日・月

住所／町屋町3567-4　1F

会議や朝礼の際に人前で話す、結
婚式やパーティでスピーチをする
…。そのような機会で、少しでも印
象に残したい・聞く人のココロを動
かしたい。そう思ったことがある方
は多いはず。この講座で、魅力あふ
れるスピーチのヒントを伝授します！

37
ライフ

坂下町日本sango15

定員5名　子育てファミリー

子ども達の脳が喜ぶ触れあい方教えます♡

11月 4 日（金）10：00～11：00
　24日（木）10：00～11：00

☎090-8189-9515

講師：貞方智子

住所／坂下町

愛情こもった皮膚刺激は安らぎを
与え母子の絆を深めます♡オキ
シトシン分泌促す触れ合いのコツ
を教えます。
※オンライン講座

54
オンライン



旭町御食事処　魚定

定員３名　材料費1,000円

魚の三枚おろし方と刺身の切り方

11月8日（火）・22日（火）
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

魚の頭の取り方やおろし方、また
おろした身を刺身にする方法をお
教えします。

1
グルメ

岩成台ANGLE COFFEE

定員２名　材料費500円　※メールでのお申込み

おいしいドリップコーヒー教室

11月 7 日（月）10：00～11：00・14：00～15：00
11月21日（月）10：00～11：00・14：00～15：00

☎050-3395-5546

講師：角田鼓勇介

営業時間／10:00～19:00
定休日／月・第２日

住所／岩成台1-1-22　　：ANGLE.COFFEE.ROAST@gmail.com

ワンランクおいしいコーヒーを淹
れてみませんか？「おいしさ」は人
それぞれですが、あなた好みのコ
ーヒーを飲むための条件をおさ
え、ご自身でドリップしてみましょ
う。きっとこれからのコーヒーライ
フがもっと楽しくなります！

2
グルメ

松本町松の家道宗

定員１０名　材料費500円

栗きんとん作り

11月14日（月）
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

栗をほじり、栗きんとんをたき上
げ、栗きんとんを形づくる。

3
グルメ

味美町クルル(株式会社エアサポート)

定員3組(保護者・お子様1～2名)　小学生以下のお子様と保護者の方

親子でつくろう！オリジナルフルーツロールサンド

11月19日（土）
11：00～12：00

☎070-3139-2377

講師：蜂谷裕子

営業時間／10:00～15:00
定休日／月・水・金・日

住所／味美町1-11-3

美味しくて食べやすい！クルルで
大人気の【ロールサンド】好きな
具材をサンドして親子でオリジナ
ルのロールサンドを作っちゃおう！

4
グルメ

大和通ダル バァッヴォ

定員10名　材料費1000円　20才以上

初級編イタリアワインとチーズ講座

11月13日（日）
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

イタリアでとても一般的なチーズ
とワインの解説を致します。食べ
方飲み方合わせ方の解説講座で
す。チーズ・ワイン共に各３種類ず
つのご提供です。ご予約お待ちし
ております。

5
グルメ

神明町パティスリーメリメロ

定員４名　材料費800円　女性のみ

チョコレートでバラの花を作ろう

11月7日（月）
9：30～11：00

☎0568-33-8325

講師：塩田　秀樹

営業時間／10：00～19：00
定休日／火・（月曜日不定休）

住所／神明町25-2

製菓用チョコレートを使ってバラ
の花を作ります。お菓子作りのお
悩み質問にもお答えします。

6
グルメ

鳥居松町お箸フレンチ ボンティグレ

定員８名　材料費500円

お家で簡単に薫製を作ろう

11月7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

大好評だった燻製講座が帰ってき
た‼「おうちでも燻製が出来るの
だ」シェフお勧めの素材の燻製　
試食付。

7
グルメ

不二町御菓子司　美乃雀

定員８名

和菓子作りと手洗い教室

11月7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。

8
グルメ

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4日（金）・10日（木）・15日（火）
10：30～11：30

☎0568-34-5520

講師：永遠の青年おやじ　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。
また作業中インテリアに関するこ
とでしたら、なんでもご質問を承
ります。

9
アート

味美白山町フラワーショップ　レトワール

定員５名　材料費1000円

季節の寄せ植え

11月1日（火）・22日（火）
10：00～11：30・13：00～14：30

☎0568-31-7010

講師：若尾

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オシャレ
に寄せ植えする講座です。

10
アート

美濃町フラワースタジオ　マーブル

定員少人数　材料費500円

ボタニカル・アロマストーン

11月10日（木）～12日（土）、17日（木）～19日（土）
Ⓐ10：00～11：00Ⓑ14：00～15：00

☎090-1095-7754

講師：森内きく子

営業時間／10:00～18:00
定休日／火（土日不定休）　予約制

住所／美濃町2-214　エスペラントM102

心ち良いアロマとドライフラワー
で楽しい雑貨作り。女性の為のフ
ランキンセンスや他の香りで①か
②を選んで。

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14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

ベースでリズム感を養おう！

11月 8 日（火）19：00～20：00
11月23日（水）13：00～14：00

☎0568-33-5437

講師：大柳浩中

営業時間／11：00～20：00
定休日／木

住所／旭町2-19

ベースはバンドの中でテンポキー
プの役割として重要なパートで
す。リズムの取り方、奏法などお教
えします。

13
アート

白山町花の松本ナーセリー

定員少人数　材料費1個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（木）～30日（水）
Ⓐ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夜もキレイ☆光るハーバリウム
ボトル②めちゃ可愛透明しおり♡
③香りも楽しめる♪ドライフラワ
ーサシェ④お洒落ミニティーポッ
トネックレス
ご希望の日時と番号をお伝え下
さい。

14
アート

藤山台合同会社 7days ok Habit

１組１～４名

歯っぴ～に美味しく食べたい！お口の老化を予防しよう

11月7日（月）・8日（火）・28日（月）・29日（火）・30日（水）
11:00～12:00

☎0568-29-7172

講師：白木典代

営業時間／9:00～12:00・14:00～18:00
定休日／木・日・祝

住所／藤山台7-5-10

お口の環境バランスを良く保つた
めの秘訣を簡単な体験を通じて
参加型で行います。

15
ビューティー＆ヘルス

柏井町佐藤音楽教室

定員５名　女性限定

♪元気なシニアのためのお歌の教室♪

11月10日（木）・17日（木）・24日（木）
14：00～15：00

☎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

腹式呼吸で背骨がピン

歌を歌えば表情筋がシャン

歌って楽しくアンチエイジング

16
ビューティー＆ヘルス

六軒屋町studio Beau（ボウ）

定員５名　女性限定

セルフ腸もみで自律神経を整え免疫力UP！

11月11日（金）14：00～15：00
　26日（土）10：00～11：00

☎070-1621-1201

講師：樫山　利江子

営業時間／10:00～21:00
定休日／不定期

住所／六軒屋町6-20

なんと！免疫細胞は腸に７割！腸内
環境を整えて免疫力UP！
簡単セルフ腸もみケアの方法を
お伝えします！

17
ビューティー＆ヘルス

中央通さかいのりこピアノ教室

定員1～3名　4才～大人まで

ピアノ～最強の習い事～脳トレ、豊かな感性

11月7日（月）～26日（土）
①10：00～12：00②13：00～15：00

☎0568-84-1239

講師：酒井紀子

営業時間／10:00～18:00
定休日／不定休

住所／中央通1-84（JR春日井駅前）

～基礎から本格的に学びたい方～
弾いてみたい！気持ちを大切に
丁寧に、やさしくレッスン致します
まずはお試しレッスンから

曜日はお気軽にご相談ください

18
ビューティー＆ヘルス

乙輪町カイロプラクティック幸生堂

定員5名

肩こり、腰痛は骨盤のゆがみが原因だった

11月3日（木）・7日（月）・11日（金）・12日（土）
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！

19
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　18歳以上

自分に似合う秋色アイメークレッスン

11月1日（火）10：30～12：00・6日（日）10：30～12：00、13：30～15：00
       7日（月）・10日（木）10：30～12：00

☎0568-89-1861

講師：長谷川

営業時間／10：00～18：00
定休日／日・祝

住所／六軒屋町1-52　グレースナガナワ1F

あなたはイエベ？ブルベ？
簡単なパーソナルカラー診断で、
あなたをステキにする秋色を知ろ
う♡
プレゼント付

20
ビューティー＆ヘルス

八幡町Mod Kasugai　（株）モア・フーズ

定員3名　女性限定

初心者さん向け・姿勢改善エクササイズ

11月7日（月）・15日（火）
13：00～14：00

☎0568-27-7566

講師：中村 由布・土田 智健

営業時間／10：00～17：00
定休日／不定休

住所／八幡町35-1-102

自宅ですぐ実践できる姿勢改善
エクササイズです。運動不足解消
にも◎　トレーナーのおすすめメ
ニュー、是非体験してみて下さい！

21
ビューティー＆ヘルス

柏井町柏接骨院

定員６人　15歳以上をお勧めします

目からウロコの姿勢の話

11月6日（日）・20日（日）
14：00～14：40

☎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

「胸を張る、背中を伸ばす」など気
を付けてるのに、肩こりや腰痛の
悩みが消えない…など、そんな姿
勢のお悩みにお答え致します。

22
ビューティー＆ヘルス

高蔵寺町肌トラブルケア専門店フリータイム

感染症対策のため1名又は1グループ

プロに聞こう！私に合う化粧品の選び方

11月1日（火）・8日（火）・14日（月）・15日（火）・21日（月）・22日（火）・28日（月）・29日（火）
10：00～11：00

☎0568-52-1237

講師：小池愛　伊藤芳恵

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

本当に私に必要な化粧品はどれ？
いま使っている化粧品は私の肌に
合っている？迷える皆さん！！プロ
の化粧品の選び方を伝授しても
らいませんか

23
ビューティー＆ヘルス

：lomilomisisters96@gmail.com

大和通こどもサークル勝川

定員５名　50歳以上

カラダの衰えチェック～測る、知る、運動する～

11月15日（火）10:30-11:30
　26日（土）14:00-15:00

☎090-9135-6644

講師：平松　裕也

営業時間／10:00～19:00
定休日／日

住所／大和通2-13　ドエル勝川2階サークルワン勝川

・運動評価
・バランスがよくなる為の知識を
知る
・どんな運動をするといいの？

24
ビューティー＆ヘルス

六軒屋町1st☆Stretch

定員3名　当日は動きやすい服装でお越しください。

ストレッチのプロが教える股関節ストレッチ

11月11日（金）10：00～10：45
　14日（月）19：30～20：15

☎0568-37-3999

講師：清水貴文

営業時間／10：00～21：00
定休日／火

住所／六軒屋町1-47J＆Jビル 3A

股関節が超固い人向けのストレッ
チ講座です。股関節の筋肉をひと
つひとつ丁寧に伸ばしていきま
す。

25
ビューティー＆ヘルス

定員5人

けん玉で遊ぼう！（初心者編）

11月12日（土）・19日（土）
9：00～10：00

☎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

集中力UP、体幹トレーニング、健
康増進、認知症予防など自宅で手
軽に出来る運動としてけん玉を体
験して下さい。

旭町カフェ百時26
ビューティー＆ヘルス

大留町（株）神領不動産

定員４名　材料費500円

仏像を語りながら、蓮の仏花を作ろう

11月2日（水）・9日（水）・16日（水）・23日（水・祝）・30日（水）
13：30～16：00（実質45分です）

☎0568-51-0033

講師：高木いおり

営業時間／10:00～18:00
定休日／水

住所／大留町1-16-1

国宝の仏像をほぼ御拝観させて
いただいているほど仏像が好き
です。仏像のお写真を見ながら、
蓮の仏花を、専用の紙で一緒に作
りましょう。どなたでも参加くださ
い。お待ちしております。

27
ライフ

高山町１toSWIMスイミングスクール

定員１０名

簡単１５分で分かる「AEDはしゃべる」を体験

11月8日（火）
10:30～11:30

☎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）

AED自動体外式除細動器、名前
は難しいがやってみれば超カンタ
ン。AEDはしゃべる一度触ってみ
て下さい。

29
ライフ

中新町株式会社ケベック

定員5名　お子様連れも参加可能

愛犬長生き！ペットの食事について知ろう！

11月5日（土）・12日（土）・19日（土）
14：00～15：00

☎0568-32-1000

講師：森裕美・その他スタッフ

営業時間／10:00～18:00
定休日／日・祝

住所／中新町2-24-10

犬や猫の食事、消化吸収の仕組
み、ペットフードの基礎知識、食事
関連のトラブルで悩んでいません
か？上手なペットフードの選び方
や正しい食事の与え方など、ペッ
トの食事について知っておきまし
ょう。

30
ライフ

二子町和室工房　田口商店

定員４名　材料費500円

知ってるようで知らない！？　ミニ畳製作体験

11月 5 日（土）10：00～11：30・13：00～14：30
　19日（土）10：00～11：30・13：00～14：30

☎0568-31-4616

講師：三代目店主　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

一輪挿しや人形などを飾れるミニ
畳の製作体験を通じて、昔ながら
の天然材料から和紙材料など、最
新の畳事情をお話します。

32
ライフ

大和通こどもサークル勝川

定員5名

発達に重要なスキンシップ

11月 3 日（木）11：00～12：00
　11日（金）10：30～11：30

☎090-9135-6644

講師：平松　裕也

営業時間／10:00～19:00
定休日／日

住所／大和通2-13　ドエル勝川2階サークルワン勝川

発達障害って何？
・触れるとなぜ身体に良いのか？
・今日からすぐできる子どもとのス
キンシップ

33
ライフ

柏原町BOWWOW

定員2名（または2組）　材料費500円　犬を飼ってみえる方

飼い主さんとワンコのナチュラルケアー

11月8日（火）
10：30～11：30

☎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　飼い主さんも癒されて
みませんか？

35
ライフ

八事町㈱名古屋ホウコドウ

定員3名　一般の方

長持ちする筆の手入れ講座（一般用）

11月11日（金）
13：30～15：00

☎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。筆、
墨、硯など。

36
ライフ

若草通㈱アールデザイン

定員2名　スマホでメール・ネット等基本操作ができる方

スマホで作れる簡単ネットショップ

11月9日（水）
14：00～15：30

☎0568-29-6405

講師：稲見有加里

営業時間／9：00～18：00
定休日／土・日

住所／若草通3-57　メインビル3F

ネットでお店を開くなら♪ 無料で
使えるBASEの開店方法や商品
写真撮影のコツをお教えします。
BASE以外でもネットショップに
ついてのご相談も。

34
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１回あたり20名

ご高齢者スマホ教室

11月13日（日）13:00～14:30・14:30～16:00

☎0568-51-8354

講師：中部大学人文学部コミュニケーション学科学生

（王研究室）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）

31
ライフ

下市場町㈱麻布

定員10名（または5組）　戸建て住宅にお住まいの方

プロが教える失敗しない住まいの塗替講座

11月3日（木）・5日（土）・6日（日）・10日（木）・12日（土）
10:00～11:00

☎0568-87-7211

講師：村上　直樹

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年を迎えますと外壁塗装の
タイミングをお考えになると思い
ます。どのような塗装があってい
るか。時期など基礎知識をつける
事に役立ちます。

28
ライフ


