
共催　箕面市商店会連合会　後援　箕面市　池田泉州銀行

●講師：オーナーシェフ　深澤　義人
●内容：誰でも簡単に作れておいしいチョコレート
ケーキをこっそり教えます。その場で作ったものを
お持ち帰りいただけます。
●会場：パティスリー　クリドコック店内
●対象：大人
●定員：４名
●材料費：１,０００円（ケーキ材料）
●持ち物：エプロン、筆記用具

1
パティスリー　クリドコック

TEL 072-729-0285
白島３－７－２

ショコラティエがこっそり教える
チョコレートケーキ

ショコラティエがこっそり教える
チョコレートケーキ

受付 / 10:00～19:30
定休日 /水曜日

2月2日（火）
13：00 ～ 14：30

●講師：オーナーシェフ　深澤　義人
●内容：バレンタインに向けてチョコレートを自分
で作ってみませんか？その方法を教えます。
できたものをお持ち帰りいただけます。
●会場：パティスリー　クリドコック店内
●対象：大人
●定員：４名
●材料費：１,０００円（ケーキ材料）
●持ち物：エプロン、筆記用具

2
パティスリー　クリドコック

TEL 072-729-0285
白島３－７－２

ショコラティエが教える
チョコレートのテンパリング

ショコラティエが教える
チョコレートのテンパリング

受付 / 10:00～19:30
定休日 /水曜日

1月26日（火）
13：00 ～ 14：30 ●講師：河合　美和（薬膳インストラクター）

●内容：数ある薬膳のなかから、アンチエイジン
グにも嬉しい「くるみ」を使って、美味しい嬉し
い健康スイーツをご紹介。他にもとっておきの簡
単な薬膳レシピを伝授♪家族で健康に！
●会場：インテリア館ミズタニ　３Ｆ
●対象：どなたでも
●定員：６名
●材料費：１,０００円（食材・薬膳茶）
●持ち物：筆記用具、エプロン

3
カーテン＆リフォーム　インテリア館ミズタニ

TEL 072-729-1351
西宿3－17－31　水谷功（株）

家族でほっこり♪簡単おいしい健康おやつ♪家族でほっこり♪簡単おいしい健康おやつ♪

受付 / 10:00～18:00
定休日 /水曜日

2月5日（金） 10：00～11：30／12：30～14：00

●講師：杉本　俊介
●内容：圧力鍋を使ってごはんのおかず、
お酒のおつまみにピッタリなチャーシュー
を作ります。
●会場：店内
●対象：どなたでも
●定員：５名
●材料費：５００円（豚肉、調味料）
●持ち物：エプロン、タッパー

4
Yakiniku キッチン　あさちゃん

TEL 072-722-8551
西小路4－4－33

圧力鍋で簡単チャーシュー作り圧力鍋で簡単チャーシュー作り

受付/ 11:30～15:00､17:00～22:00
定休日 /月曜日

1月27日（水） 15：00 ～16：30
●講師：オーナーシェフ　横山　由樹
●内容：チョコレートのテンパリングをとって、自分
流にトッピングをし、世界でたった一つのオリジナル
チョコ作り
●会場：パティスリー　ワイスタイル
●対象：大人
●定員：６名
●材料費：１,５００円（チョコレート、包材）
●持ち物：エプロン

5
パティスリー　ワイスタイル

TEL 072-737-7088
桜4－15－40

世界にたった一つのオリジナルチョコ作り世界にたった一つのオリジナルチョコ作り

受付 / 10:00～２０:００
定休日 /不定休

2月1日（月）、2月2日（火）
14：00～ 15：00／ 15：30 ～ 16：30

●講師：オーナーシェフ　横山　由樹
●内容：親子で楽しくチョコレートにトッピングを
して世界でたった一つのオリジナルチョコ作り
●会場：パティスリー　ワイスタイル
●対象：親子（大人＋小学生から）
●定員：６組
●材料費：１,５００円（チョコレート、包材）
●持ち物：エプロン

6
パティスリー　ワイスタイル

TEL 072-737-7088
桜4－15－40

親子で作るオリジナルチョコレート親子で作るオリジナルチョコレート

受付 / 10:00～20:00
定休日 /不定休

2月7日（日）
14：00 ～ 15：00

●講師：日本アイシングクッキー協会 認定講師　a r i a y u
●内容：クッキーにアイシングをして、いつもの
バレンタインとは違った、ポップでキュートなバ
レンタインはいかがですか？
●会場：フェイシャルサロン　ウェリアイナ
●対象：小学生以上（保護者同伴）
●定員：５名
●材料費：１,１００円（クッキー、お持ち帰り用箱など)
●持ち物：エプロン、手拭きタオル

7
フェイシャルサロン　ウェリアイナ

アイシングクッキーでハッピーバレンタインアイシングクッキーでハッピーバレンタイン

1 月 26 日（火）、1 月 29 日（金）、2 月 6 日（土）
10：00 ～ 12：00

受付 / 9:00～19:00
定休日 /日・祝

TEL 070-5342-8078
稲１－５－２２　グラシアミノオⅡ　B101号

2月4日（木） 10：00～11：30／12：30～14：00

8

●講師：大内　由紀子（日本アロマ環境協会認定 アロマテラピーアドバイザー）
●内容 ：リビング・玄関・手洗い・お風呂を贅沢に彩る「癒されソープ」を
２つ作ります。精油の選び方もレクチャー♡日頃の感謝の気持ちをこめて
大切な方へのバレンタインプレゼントにも♪からだにもお顔にも安心して
泡立ちよく使えます。
●会場：インテリア館ミズタニ　３Ｆ
●対象：どなたでも
●定員：５名
●材料費：１,８００円
（精油、ドライハーブ、ラッピング材他）
●持ち物：なし

カーテン＆リフォーム　インテリア館ミズタニ

受付 / 10:00～18:00
定休日 /水曜日

世界でたったひとつ♡
天然アロマの癒されソープ

世界でたったひとつ♡
天然アロマの癒されソープ

TEL 072-729-1351
西宿3－17－31　水谷功（株）

●講師：松井　久仁子
●内容：自然豊かな国ラオスで作られた手紡ぎ草
木染手織りの生地を使ってチクチク。
お好きな布でオリジナルハンカチを作ります。
●会場：（株）オファー　ショールーム
●対象：どなたでも
●定員：５名
●材料費：１,０００円（生地代）
●持ち物：なし

（株）オファー　ショールーム

受付 / 10:00～18:00
定休日 /土・日・祝

TEL 072-728-3922
船場東2－1－20　ABCビル6B

天然綿生地を使って作る
オリジナルハンカチ

天然綿生地を使って作る
オリジナルハンカチ

1月26日（火）、2月5日（金）
10：00 ～ 11：00

9

10

●講師：松井　久仁子
●内容：自然豊かな国ラオスで作られた手紡ぎ草木染
手織りの生地を使ってチクチク。
肌に心地良いマフラーを作ります。
●会場：（株）オファー　ショールーム
●対象：どなたでも
●定員：５名
●材料費：１,５００円（生地代）
●持ち物：なし

（株）オファー　ショールーム

受付 / 10:00～18:00
定休日 /土・日・祝

TEL 072-728-3922
船場東2－1－20　ABCビル6B

天然綿生地を使って作る
手縫いの手ぬぐいマフラー

天然綿生地を使って作る
手縫いの手ぬぐいマフラー

1月29日（金）、2月9日（火）
10：00 ～ 12：00

TEL 072-72９-2626
船場東３－７－５

Yawaragi　船場館

受付 / 10:30～18:00
定休日 /木曜日

●講師：Ciel blue　水津、今村、森岡
●内容：前回ご好評いただいたラインストーンにサテン
コードを編んで作るブレスレットです。
色とチャームを選べます。
●会場：Yawaragi　船場館
●対象：どなたでも
●定員：１０名
●材料費：１,５００円（ラインストーンなど）
●持ち物：ハサミ

11  自分だけのもの作りブレスレット作り　
 自分だけのもの作り

ブレスレット作り　

1月21日（木）、2月22日（月）
10：30 ～ 12：00

TEL 072-72９-2626
船場東３－７－５

Yawaragi　船場館

受付 / 10:30～18:00
定休日 /木曜日

●講師：Ciel blue　水津、今村、森岡
●内容：タッセルを作ったあとに天然石を選んで頂き
Bagチャームを作ります
色とチャームを選べます。
●会場：Yawaragi　船場館
●対象：どなたでも
●定員：１０名
●材料費：１,５００円（タッセル代、チャーム代）
●持ち物：ハサミ

12  自分だけのもの作りBag チャーム作り　
 自分だけのもの作り

Bag チャーム作り　

1月25日（月）、2月18日（木）
10：30 ～ 12：30

TEL 072-727-9545
萱野5-8-1 みのおライフプラザ1F

アートショップ　グリーンるうぷ

受付 / 10:00～16:00
定休日 /土・日・祝

●講師：春田　薫　ＮＰＯ法人そよかぜの家　職員
●内容：障害を持った人たちの作品を販売しているお店です。
店長は、私、車椅子に乗った高田です。今回は、
とてもユニークな陶芸作品を作られている「そよ
かぜの家」さんの作品つくりに挑戦しませんか。
●会場：ライフプラザ１Ｆ　アトリウム
●対象：どなたでも
●定員：８名
●材料費：８００円（焼成代、釉薬代、土代）
●持ち物：エプロン、手拭き

13 ミニミニ陶芸教室
～来年の干支さるをつくっちゃおう！～

ミニミニ陶芸教室
～来年の干支さるをつくっちゃおう！～

1月19日（火） 10：30 ～ 12：00

受付 / 9:00～19:00
定休日 /日・祝

TEL 070-5342-8078
稲１－５－２２  グラシアミノオⅡ  B101号

フェイシャルサロン　ウェリアイナ

●講師：日本グルーデコ協会・プリメイラヒロコプロデュース協会　
認定講師　優月　主宰　米谷　紀子
●内容：ご自身の携帯ケースに、イニシャル、ハートな
どのデザイン＋パーツ２点選んでデコれます♪
●会場：フェイシャルサロン　ウェリアイナ
●対象：大人（女性）
●定員：４名
●材料費：１,６００円　（スワロフスキー　他）
●持ち物：携帯ケース（プラスティックや革など）

14 誰 で も 簡 単 ！
グルーデコで可愛い携帯ケースデコ

誰 で も 簡 単 ！
グルーデコで可愛い携帯ケースデコ

1月20日（水）11:30 ～13:00／13:30 ～15:00
2月12日（金）13:30 ～15:00、2月24日（水）11:30 ～13:00

1 月 22 日（金）、1 月 29 日（金）、2 月 5 日（金）
10：00 ～ 15：00（所要時間　1時間３０分）

フェイシャルサロン　スイーツ

●講師：吉村　貴子　日本グルーデコ協会（JGA）認定講師　
グル―デコスクール　Mimi
●内容：キラキラ輝くグルーデコを体験してみませんか？初めての方でも本物
のスワロフスキーで世界に１つだけのアクセサリー＆キーホルダーが作れます。
●会場：フェイシャルサロン　スイーツ
●対象：女性
●定員：６名
●材料費：アクセサリー１,０００円、キーホルダー
１,５００円（土台、スワロフスキー代）
●持ち物：なし

15 キラキラアクセサリー＆キーホルダー作りキラキラアクセサリー＆キーホルダー作り

受付 / 9:30～19:30
定休日 /日曜日

TEL 072-730-7550
石丸2－18－19　リバティハウス箕面110号

学費 無料

開講期間
お申込み受付

「みのおのまち商学校の申し込みです。」とお電話ください。
受講は事前に予約が必要です。受付日時、方法が異なる授業もあります。各お店にご確認の上、
お申し込みください。
●定員になり次第締め切りさせていただきます。　●申し込みは各お店の受付時間内にお願いします。
●各授業の詳細（持ち物など）はお申し込みの際に各お店にご確認ください。
●安心して受講していただくために、お店からの販売・勧誘はありません。

内容によっては材料費がかかるものもあります。
材料費は原則として授業当日に各お店で徴収します。
お申し込み後の欠席は別途材料費を頂戴する場合があります。ご了承ください。

2016年1月19日（火）～2月29日（月）
1月12日（火） ※1月12日（火）が定休日のお店は、

　翌日からの受付となります。

全 66 授業要予約です。お申し込みは各お店へ！

美容・キレイ
を追及する授
業です。

作品制作を
おこなう
授業です。

料理に挑戦
してみましょ
う。

健康に過ごす
ための授業
です。

新しい発見
があります。

http://www.minohcci.or.jp/machiseminar/



●講師：KJWORKS　宮本　京子
●内容：木の家を建てたり、家具を造ったりした時
に出る端材を使って、あなただけの木のお箸を作っ
てみましょう！プレゼントも大変喜ばれますよ！
●会場：「彩都くらしの杜」内かぐら
●対象：小学高学年以上～大人
●定員：５名
●材料費：１００円（お箸一膳分）
●持ち物：使いなれたカッターナイフ（大きい方がよい）

16
（株）ケイ・ジェイ・ワークス　「彩都くらしの杜」内かぐら

初めてのマイ箸づくり初めてのマイ箸づくり

2月7日（日）  　　
               13：00～ 14：30

TEL 072-728-5597
彩都粟生南１－１６－２９

受付 / 9:00～18:00
定休日 /火曜日

1月28日（木）、2月2日（火）
10：00～ 12：00

TEL 072-722-1231
坊島４－１－１

受付 / 9:00～17:00
定休日 /日・祝と土曜午後

15
( 株 ) モリタ

 おうちde木工 カフェシリーズ①
カフェカッティングボードを作ろう

 おうちde木工 カフェシリーズ①
カフェカッティングボードを作ろう

●講師：萬工房　高尾　恵 ＆ （株）モリタ　森田ちかこ
●内容：一枚の板を好きな形にカットしてＭＹカッ
ティングボードを作ります。
仕上がったらケーキやチーズをのせて、おうちカフェ
を楽しめる事まちがいなし♪♪
●会場：（株）モリタ　店内
●対象：カフェカッティングボードを作りたい方　
●定員：６名
●材料費：１,７００円（材木、ペーパー、ミツロウ）
●持ち物：エプロン

17

2月6日（土）10:00～ 12:00／ 13:30～ 15:30

TEL 072-722-1231
坊島４－１－１

受付 / 9:00～17:00
定休日 /日・祝と土曜午後

15
( 株 ) モリタ

 おうちde木工 カフェシリーズ②
親子で作ろう!!カフェトレイ

 おうちde木工 カフェシリーズ②
親子で作ろう!!カフェトレイ

●講師：萬工房　高尾　恵 
●内容：親子で木工・ＤＩＹを楽しみたい方、初心者でもできるカフェ
トレイづくりに挑戦してみませんか。時間内に
お１人１枚ずつ計２枚作ります。完成させて、
親子でほっこりおうちカフェを楽しめますよ !!
●会場：（株）モリタ　店内
●対象：年長さん以上のお子様とそのご家族の方。
２人ペアでお申込み下さい。　
●定員：４組（家族２人で１組です）
●材料費：３,０００円（材木、釘、ヤスリ等）
●持ち物：エプロン、軍手

18

2月13日（土）10:00 ～ 12:00／ 13:30 ～ 15:30

TEL 072-722-1231
坊島４－１－１

受付 / 9:00～17:00
定休日 /日・祝と土曜午後

15
箕面ものづくり隊　寺本石材

サ ンド ブ ラスト 体 験 会サ ンド ブ ラスト 体 験 会

●講師：(有 ) 寺本石材　寺本　寛之
●内容：箕面市内でみかける石の置物ゆずる君の生みの親、寺本さんがど
のようにしてゆずる君を作るのか、サンドブラスト体験（砂で木や石を削っ
ていく手法です）を通じて学べます！
今回は木に模様を彫り、ブラスト体験します !!
●会場：（株）モリタ
●対象：サンドブラストを体験してみたい方、サンドブラ
ストって何？と思っている方　
●定員：６名
●材料費：５００円（材木、カッティングシート等）
●持ち物：笑顔と好奇心

19 20
株式会社榎屋

受付 / 10:00～18:00
定休日/日、祝、第１土曜、第３土曜

TEL 072-727-7791
外院2－7－7

●講師：橋田　隆夫
●内容：アンティークオルゴールや蓄音機の
修復工房のショールームにてその歴史と実際
の演奏をお楽しみ頂けます。
●会場：株式会社榎屋　ショールーム
●対象：どなたでも
●定員：５名
●材料費：０円
●持ち物：なし

1月20日（水）、2月2日（火）
14：00 ～ 15：00

温故知新、
アンティークオルゴールと蓄音機の調べ♪ 21

公益社終活広場（公益社　箕面営業所・仏壇ギャラリーユーアイ箕面店）

受付 / 10:00～18:00
定休日 /無休

TEL 072-725-1077
牧落３－１－４

●講師：箕面太春寺　住職　中村　皓存
●内容：心を無にして、日頃のストレスをリセットしましょ
う。スマホ生活のあなた、この前いつ文字を書きましたか？
●会場：終活広場（公益社　箕面営業所・仏壇ギャラリー
ユーアイ箕面店）
●対象：どなたでも
●定員：5名
●材料費：0円
●持ち物：なし

日常のストレスを写経でリセット

2月5日（金）、2月27日（土）
13：00～ 14：00

北摂ワインズ
自然派ワイン　初心者セミナー自然派ワイン　初心者セミナー

TEL 072-722-3019
牧落１－１９－１９

受付 / 10:00～20:00
定休日/火曜、第3日曜、第3月曜

22

●講師：北摂ワインズ　代表　冨鶴　高
●内容：安全・安心、美味しいワインの知識を習得して、
これからの自然派ワインライフに役立つセミナーを開催。
●会場：北摂ワインズ　店舗
●対象：２０歳以上なら誰でもＯＫ
●定員：６名
●材料費：１,０００円　(使用するワイン代)
●持ち物：筆記用具

1 月 25 日（月）、2 月 8 日（月）、2 月 29 日（月）
19：00 ～ 20：30

23
㈱関西アーバン銀行　箕面支店

受付 / 9:00～ 17:00
定休日 /土・日・祝

相 続 セ ミ ナ ー

TEL 072-721-3051
桜ケ丘4－19－33

●講師：㈱相続ステーション 代表取締役　税理士・
行政書士・ＦＰ　寺西雅行氏
●内容：「相続税改正後の対策・遺言・手続の勘どころ」
相続専門の税理士がリアルに解説いたします。
●会場：㈱関西アーバン銀行　箕面支店
●対象：どなたでも
●定員：１５名
●材料費：0円
●持ち物：なし

1月19日（火） 
14：00 ～ 16：00

24
（株）デューク書店

受付 / 10:00～ 21:00
定休日 /なし

TEL 072-724-0476
半町４－２－３３　

●講師：中井　孝爾
●内容：読み聞かせの大切さ素晴らしさ
楽しさをお伝えしたいです
●会場：２F　喫茶スペース
●対象：特になし
●定員：１０名
●材料費：０円
●持ち物：なし

2月11日（木）15：00～ 16：00

真冬の読み聞かせ会

1月25日（月）、2月7日（日）
10：30 ～ 11：30

受付 / 10:00～18:30
定休日 /火曜日

●講師：園芸相談員　川崎　貞雄
●内容：冬の室内を飾るシクラメンの鉢花。毎年枯
らしていませんか？翌年も美しく咲かせる育て方の
コツをお教えします。
●会場：グリーンノート
●対象：どなたでも
●定員：４名
●材料費：０円
●持ち物：筆記用具

Green note…グリーンノート
シクラメンを来年もっと咲かす育て方講座シクラメンを来年もっと咲かす育て方講座

TEL 072-723-4187
萱野４－１１－１

25

2月15日（月）、2月18日（木）
10：30 ～ 11：30

受付 / 10:00～18:30
定休日 /火曜日

●講師：店長　曽谷　恵美
●内容：バラは難しいと思っていませんか？
冬にこそおこなう剪定や植え替えと育て方の基本に
ついてお話しします。
●会場：グリーンノート
●対象：どなたでも
●定員：４名
●材料費：０円
●持ち物：筆記用具

Green note…グリーンノート
冬だからこそできるバラの手入れ冬だからこそできるバラの手入れ

TEL 072-723-4187
萱野４－１１－１

26

1月25日（月）、2月7日（日）
14：00～ 15：00

受付 / 10:00～18:30
定休日 /火曜日

●講師：園芸相談員　川崎　貞雄
●内容：室内で過ごす時間が長い冬は、お部屋にグ
リーンを。
観葉植物の基本的な育て方をご説明します。
●会場：グリーンノート
●対象：どなたでも
●定員：４名
●材料費：０円
●持ち物：筆記用具

Green note…グリーンノート
観葉あれこれ相談会観葉あれこれ相談会

TEL 072-723-4187
萱野４－１１－１

27

2月2日（火）、2月19日（金）
10：00～ 11：00

受付 / 10:00～18:00
定休日 /土日祝日

●講師：松井　久仁子
●内容：東南アジア最後の楽園といわれるラオス。
自然豊かなラオスの文化や見どころをラオコーヒーや
ラオ茶を飲みながらたくさんの写真でご紹介します。
●会場：（株）オファー　ショールーム
●対象：どなたでも
●定員：８名
●材料費：２００円（飲み物、資料代）
●持ち物：なし

（株）オファー　ショールーム
自然豊かな楽園　ラオスってどんな国？自然豊かな楽園　ラオスってどんな国？

TEL 072-728-3922
船場東2－1－20　ABCビル6B

28 29
日本アジア証券（株）　箕面支店

受付 / 9:00～17:00
定休日 /土日祝

TEL 072-724-5111
箕面6－4－46

ＮＩＳＡとマイナンバー制度の基礎

●講師：中村、堀内、内田、島崎、村原
●内容：来年から始まるジュニアＮＩＳＡとマイ
ナンバーを含めた金融税制をお伝えします。
●会場：日本アジア証券（株）　箕面支店
●対象：どなたでも
●定員：５名程度
●材料費：０円
●持ち物：なし

1月22日（金）、1月29日（金）、
2月 9日（火）、2月17日（水）

16：00～ 17：00

30
日本アジア証券（株）　箕面支店

受付 / 9:00～17:00
定休日 /土日祝

TEL 072-724-5111
箕面6－4－46

はじめての株式投資

●講師：中村、堀内、内田、島崎、村原
●内容：株をはじめ、金融商品全般の投資に対す
る疑問にお答えしていきます。
●会場：日本アジア証券（株）　箕面支店内
●対象：初心者が中心ですが、どなたでも
●定員：５名程度
●材料費：０円
●持ち物：なし

2 月 5 日（金）、2 月12 日（金）、
2 月 22 日（月）、2 月 25 日（木）

16：00～ 17：00

31
（株）Ｉ・ＢＯＲＮ

受付 / 9:00～18:00
定休日 /なし

TEL 072-737-9380
外院３－４－２５

来る高齢者社会
実際にかかる介護負担金について

●講師：（株）I・BORN　代表　木村　時丸
●内容：実際のモデルケースで１ヶ月当りの介護負担
金を詳しく説明。在宅看護と施設への入所した場合の
違い、介護の質と料金対価など詳しく説明致します。
●会場：（株）Ｉ・ＢＯＲＮ　樹楽（きらく）箕面外院・
保険フリーダム
●対象：特になし
●定員：７名
●材料費：０円
●持ち物：なし

1月28日（木）、2月2日（月）、2月18日（木）、2月22日（月）
15：00～ 16：30

32
（株）Ｉ・ＢＯＲＮ

受付 / 9:00～18:00
定休日 /なし

TEL 072-737-9380
外院３－４－２５

iPad（アイパッド）を使った
「脳若トレーニング」・iPad 教育

●講師：（株）I・BORN　代表　木村　時丸
●内容：iPadを使った「みつおか式脳若トレーニング」iPadを持ってい
るけど使えない方、新しい仲間と出会いたい方、認知症トレーニングで
認知症予防をしたい方、是非参加下さい。
●会場：（株）Ｉ・ＢＯＲＮ　樹楽（きらく）箕面外院・
保険フリーダム
●対象：特になし
●定員：７名
●材料費：０円
●持ち物：iPad貸出無料

1月25日（月）、2月4日（木）、2月15日（月）、2月25日（木）
15：00～ 16：30

( 株 ) モリタ

包丁のお手入れ・研ぎ方お教えします
～簡単なお手入れで毎日楽しくクッキング～
包丁のお手入れ・研ぎ方お教えします
～簡単なお手入れで毎日楽しくクッキング～

TEL 072-722-1231
坊島４－１－１

受付 / 9:00～17:00
定休日 /日・祝と土曜午後

33

●講師：阿南和春、森田ちかこ　
●内容：包丁のメンテナンス方法（普段のお手入れ・研ぎ方）をお教えします。
研ぎ上がった包丁で≪切れる≫を実感・感動しますよ～!!
●会場：（株）モリタ　店内
●対象：包丁が切れなくてお困りの方、研いでみたい方
●定員：５名
●材料費：０円
●持ち物：包丁・タオル・大根などの野菜

1 月 26 日（火）、2 月 12 日（金）、2 月 25 日（木）
10：30～ 12：00／ 13：30～ 15：00

1月22日（金）、2月19日（金）
14：00～ 16：00

( 株 ) モリタ

TEL 072-722-1231
坊島４－１－１

受付 / 9:00～17:00
定休日 /日・祝と土曜午後

●講師：萬工房　高尾　恵  ＆  （株）モリタ　森田ちかこ
●内容：物作り以外でも使いこなせたら便利な充電ドライ
バーやジグソーの使い方を体験を交えて学びます。初心者の
方もＤＩＹ経験者も是非♪
●会場：( 株 ) モリタ　店内
●対象：充電ドライバーを使ってみたい方、DIYに興味をおもちの方
●定員：６名
●材料費：１,０００円（木材、ビス等）
●持ち物：軍手、エプロン

34 充電ドライバー＆ジグソー体験
～プロに学んで DIY 力をＵＰ!! ～
充電ドライバー＆ジグソー体験

～プロに学んで DIY 力をＵＰ!! ～ 35
( 株 ) モリタ

今から考えておきたい！サードライフについて

●講師：ライフプランナー　竹内　和也
●内容：サードライフとは「１人になった時の老後の
生活」のことです。日本人の寿命がのびる中、老後必
要になるお金について学べます!!
●会場：（株）モリタ
●対象：どなたでも　
●定員：８名
●材料費：０円
●持ち物：なし

2月11日（木）、2月21日（日）
10：30 ～ 12：00

TEL 080-5383-4588（竹内）
坊島４－１－１

受付 / 8:30～21:00
定休日 /日・祝と土曜午後

36
メガネのサンクス

スマホ老眼知っていますか？

●講師：店主　石田　金治郎
●内容：「文字がぼやける」「焦点が合わな
い」スマートホンを使い過ぎることで起る症
状の説明。若い人にも同じ症状が出ています。
●会場：自店
●対象：どなたでも
●定員：４名
●材料費：０円
●持ち物：なし

TEL 072-723-5432
箕面６－４－２４　サンクスみのおビル２F

受付 / 10:00～18:30
定休日/水曜日、第２・３火曜日

1月23日（土） 、1月24日（日） 、1月25日（月） 、
1月26日（火） 、2月11日（木・祝）

10：30～ 11：30



38
メガネのサンクス

あなたの老眼度を判定！

●講師：店主　石田　金治郎
●内容：最近近くが見えづらいと感じてこ
られた方にあなたの老眼度を判定します。
●会場：自店
●対象：どなたでもＯＫ
●定員：４名
●材料費：０円
●持ち物：なし
TEL 072-723-5432
箕面６－４－２４　サンクスみのおビル２F

受付 / 10:00～18:30
定休日/水曜日、第２・３火曜日

1月30日（土）、2月 1日（月）、
2月 5日（金）、2月12日（金）

10：30～ 11：30

41
（株）ケイ・ジェイ・ワークス「彩都くらしの杜」内かぐら
自分でやってみるライフプランニング

受付 / 8:30～21:00
定休日 /火曜日

TEL 080-5383-4588（竹内）
彩都粟生南1－16－29

2月11日（木）、2月21日（日）
13：00～ 14：30

●講師：ライフプランナー　竹内　和也　
●内容：保険に入っているけど、本当に保険金がこれだけ
で大丈夫？夫に万が一があった時、いくら位あれば良い
のか自分でも計算してみたいという方にオススメです。
●会場：「彩都くらしの杜」内かぐら
●対象：どなたでも　
●定員：８名
●材料費：０円
●持ち物：なし

42
（株）ケイ・ジェイ・ワークス「彩都くらしの杜」内かぐら
蜜ロウワックスで木の家のメンテナンスを体験！

TEL 072-728-5597
彩都粟生南１－１６－２９

受付 / 9:00～18:00
定休日 /火曜日

2月5日（金）、2月6日（土）
13：00 ～ 14：30

●講師：KJworks 宮本　京子　
●内容：「木の家のメンテナンスって大変そう～」と思
っている方！そんな方にお伝えしたい！身体に優しい蜜
ロウワックスを使って日頃のカンタンメンテナンスをモ
デルハウスで体験しましょう！
●会場：「彩都くらしの杜」内かぐら
●対象：どなたでも　
●定員：４名
●材料費：２００円　(蜜ロウワックス代）
●持ち物：なし

40
（株）ケイ・ジェイ・ワークス「彩都くらしの杜」内かぐら

「杜のおはなし会」＆
キッズマイアロマップ ® 体験♪

TEL 072-728-5597
彩都粟生南１－１６－２９

受付 / 9:00～18:00
定休日 /火曜日

1月25日（月）10：30～ 11：15
●講師：大形　智美　キッズマイアロマップ®インストラクター　
●内容：薪ストーブの炎が揺れるウッディな癒しの空間で、
絵本の読み聞かせを楽しむひと時をお届けします。また、
素敵な親子コミュニケーションにおすすめのキッズマイ
アロマップ®を体験する時間もありますよ♪
●会場：「彩都くらしの杜」内かぐら
●対象：０歳から未就学児（保護者も）
※大人だけの参加もＯＫです
●定員：６名
●材料費：３００円（香りのチャーム代）
●持ち物：なし

44
お豆腐工房　ちまちま

受付 / 10:00～17:00
定休日 /金曜・日曜

TEL 072-735-7901
桜井２－１０－５　桜井市場内

おとうふ工場見学♪
おとうふができるまで

●進行：永田　千砂
●内容：豆腐工場見学とカンタンな体験
●会場：お豆腐工房　ちまちま
●対象：どなたでも
●定員：７名　（小学生高学年）
●材料費：0円
●持ち物：エプロン、長靴

（足元濡れてもOKなお履き物で）

2月11日（木） 
10：30～ 12：00

45
ちまちま工房

受付 / 10:00～17:00
定休日 /金曜・日曜

TEL 072-735-7901
桜井２－１０－５　桜井市場内

アンニョンハセヨ 韓国語講座 入口編

●講師：大野　由起子
●内容：韓国語のあいさつ、自己紹介を学びます。
韓国語の世界にふれてみませんか？
●会場：ちまちま工房
●対象：どなたでも
●定員：5名
●材料費：0円
●持ち物：筆記用具

2月13日（土） 
15：00～ 16：30

アン ニョン

ハ セ ヨ

TEL 072-720-5448
牧落３－４－２３（スーパーライフ前）

受付/月～土 9:00～13:00、

定休日/日、祝、土曜午後
月～金 15:30～20:00

●講師：吉田　正美
（ヘッドセラピスト・アロマテラピーアドバイザー・食生活アドバイザー）
●内容：ヘッドマッサージは目の疲れ・頭痛・自律神経の調整などにとて
も効果的だと言われています。気になる症状別にワン
ポイントヘッドマッサージを実際に受けて頂けます。
●会場：よしだ鍼灸整骨院
●対象：ヘッドマッサージに興味がある方
●定員：３名程度
●材料費：０円
●持ち物：スポーツタオル（フェイスタオル）

47
よしだ鍼灸整骨院

ワンポイント　ヘッドマッサージ体験会ワンポイント　ヘッドマッサージ体験会

2月10日（水）、2月23日（火）
13：30～ 14：00

TEL 072-720-5448
牧落３－４－２３（スーパーライフ前）

受付/月～土 9:00～13:00、

定休日/日、祝、土曜午後
月～金 15:30～20:00

1月21日（木）、2月10日（水）、2月16日（火）
13：30～ 14：10

●講師：吉田　宗生
（柔道整復師・鍼灸師・あんまマッサージ指圧師）
●内容：骨格矯正専門の（トムソンベッド）を使用
し、実際にワンポイント矯正を体験して頂けます。
●会場：よしだ鍼灸整骨院
●対象：背骨や骨盤のゆがみが気になる方
●定員：５名程度
●材料費：０円
●持ち物：タオル

48
よしだ鍼灸整骨院

本格的カイロベッドで骨盤のゆがみ矯正体験会本格的カイロベッドで骨盤のゆがみ矯正体験会

受付 / 9:30～19:00
定休日 /不定休

TEL 072-730-0880
稲6－10－5　稲ビューハイツ203号

1月28日（木）、2月6日（土）10：30～ 12：00
2月16日（火）14：00～ 15：30
●講師：オーナー　前田　みゆき
●内容：免疫力を高めながらのハンドマッサージ。
紅茶の香りが疲れを癒してくれます!!
●会場：フェイシャルサロン　マザーリーフ
●対象：女性限定
●定員：６名
●材料費：５００円　（化粧品代）
●持ち物：なし

49
フェイシャルサロン　マザーリーフ

自分でできる健康ハンドマッサージ自分でできる健康ハンドマッサージ

1月20日（水）・25日（月）・28日（木）14:00～15:00
2月3日（水）・10日（水）・15日（月）・22日（月）・29日（月）13:30～14:30
●講師：院長　岸原　一喜
●内容：つらい冷え性、むくみを楽にするお話と体験をしていただきます。
●会場：箕面駅前整骨院
●対象：冷え性、むくみが気になる方
●定員：３名
●材料費：０円
●持ち物：フェイスタオル ※ヒザ上まで上がる
ズボンで、ストッキング・タイツはさけて下さい。

50
箕面駅前整骨院

冷え性・むくみ改善体験冷え性・むくみ改善体験

TEL 072-724-1161
箕面6－2－5  みのおサンプラザ2号館2階

受付 / 月～金 9:00～12:00、16:00～20:00

定休日 /日・祝日
月・木 16:00～22:00　土 8:00～12:00

1月21日（木）10:00～ 11:30／ 12:30～ 14:00
●講師：河合　美和（ヨガインストラクター）
●内容：１日１０分で出来る呼吸法やポーズをマスター
して冬の冷え性にバイバイ★リラックス作用のあるア
ロマの香りに包まれて身体が変わる驚きの体験をして
みませんか？
●会場：インテリア館ミズタニ　３Ｆ
●対象：女性
●定員：７名
●材料費：５００円（冷え性改善茶・アロマオイル等）
●持ち物：マットor大きめのバスタオル、細長いタオ
ル、ドリンク、動きやすい服装
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カーテン＆リフォーム　インテリア館ミズタニ

これならできる！！
冷え性体質改善おうちで１０分ヨガ
これならできる！！
冷え性体質改善おうちで１０分ヨガ

TEL 072-729-1351
西宿3－17－31　水谷功（株）

受付 / 10:00～ 18:00
定休日 /水曜日

●講師：院長　松本　葵
●内容：日頃誰もが感じている「○○」がストレ
スとなり老化や身体の歪みを悪化させます。答え
が気になる方は是非施術を体験してみて下さい。
●会場：マドンナ鍼灸整骨院
●対象：女性
●定員：３名
●材料費：０円
●持ち物：なし
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マドンナ鍼灸整骨院

身体の歪みと老化、原因は実は同じだった？！身体の歪みと老化、原因は実は同じだった？！

TEL 072-723-6089
西小路1－8－11－106

受付 / 月・火・木・金 8:30～19:00

定休日 /日、祝
水・土 8:30～14:00

1月23日（土）、1月30日（土）、2月 6日（土）、
2月13日（土）、2月27日（土）

14：00～ 15：00／ 15：30～ 16：30
●講師：院長　松本　葵
●内容：腰が痛くなった時に、自分もしくは誰かに押してもらったりしていま
せんか？実はそれが筋肉を硬くしてしまうんです！実際に
揺らすだけで柔らかくなる施術を体験してみて下さい。
●会場：マドンナ鍼灸整骨院
●対象：女性
●定員：２名
●材料費：０円
●持ち物：なし
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マドンナ鍼灸整骨院

たった１０分揺らすだけで腰痛が解消する？！たった１０分揺らすだけで腰痛が解消する？！

TEL 072-723-6089
西小路1－8－11－106

受付 / 月・火・木・金 8:30～19:00

定休日 /日、祝
水・土 8:30～14:00

1月27日（水）、2月 3日（水）、2月10日（水）、
2月17日（水）、2月24日（水）

14：00～ 15：00／ 15：30～ 16：30
●講師：鍼灸師　坂手　敏彦
●内容：自宅でも安心で安全なお灸をするための教室で
す。
●会場：自店
●対象：どなたでも
●定員：４名
●材料費：５００円（小冊子、プリント、お灸）
●持ち物：特になし
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ヒーリングサロンクインテット（鍼灸院）
はじめてのセルフお灸はじめてのセルフお灸

TEL 072-721-4440
箕面4－2－23

1月26日（火）、2月 2日（火）、
2月 9日（火）、2月16日（火）

12：00～13：00

受付 / 10:00～ 20:00
定休日 /月・木・日・祝

北摂ワインズ

受付/10:00～20:00
定休日/火曜日､第3日曜､第3月曜

TEL 072-722-3019
牧落1－19－19

バレンタインに贈るミニフラワーアレンジ

●講師：hanagokoro 鳥羽　紋子
●内容：お子様も大人の方も大切なあの方に手づくり
のフラワーアレンジで想いを伝えてみませんか？
（多少お色など異なる場合有）
●会場：北摂ワインズ　店舗 
●対象：どなたでも
●定員：６名
●材料費：２０００円（プリザーブドフワラワー）
●持ち物：ハサミ
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2月6日（土）
2月8日（月）

10:00～11:30 ／14:00～15:30
10:00～11:30

フェイシャルサロン　マザーリーフ

受付 / 9:30～ 19:00
定休日 /日・祝

TEL 072-730-0880
稲6－10－5　稲ビューハイツ203号

いまさら聞けないお肌の基本
プロが教える簡単スキンケア

●講師：オーナー　前田　みゆき
●内容：貴女のお肌、冬の乾燥でかさついてま
せんか？正しいスキンケア方法でしっとりもち
肌に生まれ変わりましょう♪
●会場：フェイシャルサロン　マザーリーフ
●対象：女性限定
●定員：５名
●材料費：５００円（資材費）
●持ち物：なし

1月22日（金）、2月16日（火）10：30～12：00
1月28日（木）、2月18日（木）14：00～15：30
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1月29日（金）、2月4日（木）14：00～15：30
2月20日（土）11：00～12：30
●講師：田中　彰子（ヨガインストラクター）
●内容：延べ1万5千人に指導してきた講師が担当！初めての方、運動が
苦手な方向けのヨガポーズをお楽しみいただいた
後、溶岩浴へ。基礎体温を上げ免疫力ＵＰ
●会場：Vivo Bearsi　箕面店
●対象：１８歳以上女性
●定員：１０名
●材料費：５４０円（タオル、スムージー材料費）
●持ち物：動きやすい服
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Vivo Bearsi　箕面店

たった3ポーズで太りにくい体に！
ヨガ＋溶岩浴＋ドリンクで温活♡
たった3ポーズで太りにくい体に！
ヨガ＋溶岩浴＋ドリンクで温活♡

TEL 072-720-2255
箕面6-4-28　サンクスみのお2番館2F

受付 / 月～金　10:00～22:00

月始もしくは月末　その他保守点検日
土日　10:00～19:00

37
メガネのサンクス

今お使いのメガネ、なぜスッキリ見えないのかな～？

●講師：店主　石田　金治郎
●内容：度数を測って作ったにもかかわらずスッキリ見えない掛け具合が
悪いなど、メガネのギモンにお答えします。
●会場：自店
●対象：どなたでもＯＫ
●定員：４名
●材料費：０円
●持ち物：使用中のメガネ

TEL 072-723-5432
箕面６－４－２４　サンクスみのおビル２F

受付 / 10:00～18:30
定休日/水曜日、第２・３火曜日

1月22日（金）、2月2日（火）、2月6日（土）
10：30 ～ 11：30

39
メガネのサンクス

メガネがズレて困っている方、全員集合！

●講師：店主　石田　金治郎
●内容：現在お使いのメガネ調整させて頂きなが
ら掛けやすい条件について説明させて頂きます。
●会場：自店
●対象：どなたでもＯＫ
●定員：４名
●材料費：０円
●持ち物：使用中のメガネ
TEL 072-723-5432
箕面６－４－２４　サンクスみのおビル２F

受付 / 10:00～18:30
定休日/水曜日、第２・３火曜日

1月31日（日）、2月4日（木）、2月7日（日）
10：30 ～ 11：30

ほけんチェック　箕面店
保険の見直し家計節約講座

●講師：石原　誠
●内容：「月々の保険料」負担を軽くしたい。
加入している保険の内容がわからない方へ
短時間でプロがポイントを伝授します。
●会場：ほけんチェック　箕面店
●対象：どなたでも
●定員：3名　
●材料費：０円
●持ち物：保険証券等

1月26日（火）、1月28日（木）、2月2日（火）、
2月4日（木）11：00～ 12：00
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受付 / 10:00～17:00
定休日 /不定休

TEL 0120-308-740
箕面6－3－1－113

フェイシャルサロン　マザーリーフ

受付 / 9:30～ 19:00
定休日 /日・祝

TEL 072-730-0880
稲6－10－5　稲ビューハイツ203号

今さら聞けないお肌の基本
簡単ピーリング体験　くすみのメカニズム

●講師：オーナー　前田　みゆき
●内容：冬の寒さ乾燥でお肌がくすんでいませんか？
古い角質を除去し簡単に透明感のあるお肌を実感でき
ます。お肌の働きとともにコツをお伝えします。
●会場：フェイシャルサロン　マザーリーフ
●対象：女性限定
●定員：６名
●材料費：５００円（化粧品代）
●持ち物：なし

1月22日（木）、2月6日（土）14：00～15：30
2月18日（木）10：30～12：00
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フェイシャルサロン　マザーリーフ

受付 / 9:30～ 19:00
定休日 /日・祝

TEL 072-730-0880
稲6－10－5　稲ビューハイツ203号

本格エステ体験

●講師：オーナー　前田　みゆき
●内容：しっかり血液を流すことで疲れもとれて心も
身体もリフレッシュ！肩コリの方にもおすすめです。
●会場：フェイシャルサロン　マザーリーフ
●対象：女性限定
●定員：１～２名
●材料費：２,１６０円(化粧品代)
●持ち物：なし
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1月20日（水）、1月23日（土）、1月26日（火）、
2月 1日（月）、2月12日（金）、2月18日（木）

10：00～ 17：00（所要時間２時間）

フェイシャルサロン　マザーリーフ

受付 / 9:30～ 19:00
定休日 /日・祝

TEL 072-730-0880
稲6－10－5　稲ビューハイツ203号

大人の色育　カラーで輝く私再発見！

●講師：日本色育推進会アドバイザー　田中　靖子
●内容：色には人を元気にしたり、気持ちを落
ちつかせる力があります！カラーカードを使っ
て自分の良さや他人の良さをみつけてあげられ
るワークセミナーをします。興味のある方は、
ご自身のいやしカラーでアイメイク体験。
●会場：自店
●対象：女性限定
●定員：６名
●材料費：０円
●持ち物：色えんぴつ

2月9日（火）10:00～11:00／13:00～14:00／15:00～16:00
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みのおガーデン

受付 / 9:30～ 19:00
定休日 /無休

TEL 072-721-7093
箕面6－5－2

春のかおりのアレンジメント

●講師：平井　和美
●内容：季節のお花を使って、素敵なアレンジメントを
作ります。
●会場：みのおガーデン
●対象：どなたでも
●定員：５名
●材料費：３,０００円（花代）
●持ち物：花切バサミ
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1月27日（水）
14：00～ 15：00

みのおガーデン

受付 / 9:30～ 19:00
定休日 /無休

TEL 072-721-7093
箕面6－5－2

素 敵 な プ リ ザ

●講師：佐々木　美豊
●内容：プリザーブドフラワーでテーブルアレンジを
つくろう。
●会場：みのおガーデン
●対象：どなたでも
●定員：６名
●材料費：３,０００円（花代）
●持ち物：特になし
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2月23日（火）
14：00～ 15：00

みのおガーデン

受付 / 9:30～ 19:00
定休日 /無休

TEL 072-721-7093
箕面6－5－2

ブ ー ケ 作 り

●講師：平井　和美
●内容：お花とグリーンを使って可愛いブーケを
つくります。
●会場：みのおガーデン
●対象：どなたでも
●定員：５名
●材料費：３,０００円（花代）
●持ち物：花切バサミ
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2月24日（水）
14：00～ 15：00

フェイシャルサロン　ウェリアイナ

受付 / 9:00～19:00
定休日 /日・祝

TEL 070-5342-8078
稲１－５－２２　グラシアミノオⅡ　B101号

もうギャルにならない！
大人の付けまつげレッスン♪

●講師：オーナー　山﨑　かおり
●内容：ナチュラルで美しい目元を手に入れることが
出来ます。つけまつげキットはお持ち帰りいただけます。
●会場：フェイシャルサロン　ウェリアイナ
●対象：女性
●定員：５名
●材料費：１,５００円　（つけまつげキット）
●持ち物：なし

1月23日（土）、1月28日（木）13：00～14：30
2月 2日（火）14：00～15：30
2月17日（水）10：00～11：30
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フェイシャルサロン　ウェリアイナ

受付 / 9:00～19:00
定休日 /日・祝

TEL 070-5342-8078
稲１－５－２２　グラシアミノオⅡ　B101号

デコルテからフェイシャルまでの本格エステ体験

●講師：ディプロマセラピスト・オーナー　山﨑かおり
●内容：デコルテ・肩のこりをほぐし、乾燥しているお肌
を艶めくようなハリとうるおいのある肌へ導きます。
●会場：フェイシャルサロン　ウェリアイナ
●対象：女性
●定員：１～２名
●材料費：２,１６０円　（化粧品代）
●持ち物：コンタクトレンズの方は、保存液、
メガネをお持ちください。

1月21日（木）、1月23日（土）、2月 1日（月）
2月 9日（火）、2月24日（水）
10：00～ 17：00（所要時間1時間30分）
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フェイシャルサロン　ウェリアイナ

受付 / 9:00～19:00
定休日 /日・祝

TEL 070-5342-8078
稲１－５－２２　グラシアミノオⅡ　B101号

あなたもできる♡エステセラピスト
～ お 仕 事 体 験 ～

●講師：オーナー　山﨑かおり
●内容：簡単エステ体験して、セルフマッサージを
学びましょう。
●会場：フェイシャルサロン　ウェリアイナ
●対象：女性
●定員：１～４名
●材料費：０円
●持ち物：なし

1月26日（火）、2月6日（土）
11：00～ 12：30
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1月19日（火）、1月23日（土）、1月25日（月）、1月28日（木）
2月 3日（水）、2月12日（金）、2月13日（土）、2月17日（水）

10：00～ 17：00（所要時間2時間）

66
フェイシャルサロン　スイーツ

キレイを実感出来るエステ体験キレイを実感出来るエステ体験

●講師：オーナー　田中　由美子
●内容：ご自分のお肌状態を知るチャンス！
心と身体に癒しの時間。お肌が生まれ変わる
のを実感してください。
●会場：フェイシャルサロン　スイーツ
●対象：女性限定
●定員：４名
●材料費：２,１６０円（化粧品代）
●持ち物：特になし

受付 / 9:30～19:30
定休日 /日曜日

TEL 072-730-7550
石丸2－18－19　リバティハウス箕面110号

耳の聞こえの不自由な方のお申し込みについて。
＊混乱をさけるため FAXでの受付は聴覚、言語が不自由な方専用
とさせていただきます。ご理解、ご協力をお願いします。

事務局：箕面商工会議所
Fax 072-721-1305
E mail: info@minohcci.or.jp

主催：箕面商工会議所
共催：箕面市商店会連合会
後援：箕面市・池田泉州銀行


