得するまちのゼミナール

モノレール

53
7・32〜34・
56〜58

73〜75

第二中学校口
ファミリー
マート

70

21・22

49

44・62〜67

お申込み受付

37〜39

51・52
43

1月20日（金）から

箕面小学校

31・71

1

学費 無料

55

（クービ

講師 山口 研
材料費 500円

定員 8名
対象 どなたでも
持ち物 エプロン（汚れてもいい動き
やすい服装で来てください）

Cubi di Legno

☎ 072-734-8989

6

親子で作る
オリジナルチョコレート作り

子供でも簡単に出来るオリジナルチョコレートを楽しく教えます

11 ショコラティエが
教える

チョコレートの
テンパリング

バレンタインにかかせない手作りチョコ。作り方やチョコの話
を交えながらわかりやすく教えます。
試食とお持ち帰りございます。

作品制作をおこ
なう授業です。

健康に過ごすた
めの授業です。

料理に挑戦
してみましょう。

美容・キレイを追
及する授業です。

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

圧力鍋で簡単チャーシュー作り

薪ストーブでオリジナルピザをつくろう!!

ピザ生地に具材をのせて、薪ストーブに入れるだけ！できたて
ピザを愉しめます。

（集合場所）

西小路4-4-33／受付：14:00〜22:00／定休日：月曜日

冬に重要とされる「腎を補う」ゴマ。どなたでも楽しめる薬膳
レシピをご家庭で。

かぐら

☎ 072ー728ー5597

彩都粟生南1-16-29／受付：9:00〜18:00／定休日：火曜日

“あなたのお身体に合わせた”
ボディケア 30分

「世界一気持ちが良い」と言われているタイ王宮マッサージに
独自の技術をプラスして、お身体をケアします。
（骨格のゆがみ＆筋肉のチェック付♪）

身体の歪みやこわばりをチェックした後、有名な女優さん達も
愛用の特殊なカッサによるリンパマッサージを行います。血行
が良くなり整う身体を是非体感してください。

1/24（火）・2/14（火）・2/28（火）

21 「美顔はり」で肌の内側から美しく☆
美意識の高い方はもう始めている「美顔はり」でエイジングケ
ア体験しませんか？お肌のハリツヤ再生します。

1/25（水）13:30〜14:15
2/8（水）14:45〜15:30
2/22（水）16:00〜16:45

フェイシャルサロン スイーツ ☎ 072ー730ー7550
石丸2-18-19 リバティハウス箕面110号／受付：9:00〜19:30／
定休日：日曜日

22

1/21（土）
・2/18（土）

もみじ整骨院

1/27（金）
・2/4（土）
・2/9（木）
・
2/13（月）
・2/21（火）
・2/22（水）
9:30〜17:30（所要時間 1時間程度）

会場 マザーリーフ
講師 前田 みゆき
材料費 500円（化粧品代）
定員 1〜2名
対象 女性限定
持ち物 コンタクトレンズの方、保存液、
入れ物等

メナードフェイシャルサロン マザーリーフ ☎ 072ー730ー0880
稲6-10-5 稲ビューハイツ203号／受付：9:30-19:00／定休日：日・祝

☎ 090-3163-3131

箕面6-1-19／受付：9:00〜12:00、15:00〜19:30／
定休日：水（午後）、土（午後）、日祝

27

CMで気になる あのエステ体験

♪フェイシャルサロン月 2 回♪の CM でおなじみのデコルテ
からの本格フェイシャルエステ。1 度でも効果を実感！お肌も
心もうるはりリラクゼーション

1/23（月）
・1/28（土）
・2/1（水）
・
2/7（火）
・2/17（金）
・2/23（木）
9:30〜17:30（所要時間 2時間程度）

会場 マザーリーフ
講師 前田 みゆき
材料費 2,160円（化粧品代）
定員 各回1〜2名
対象 女性限定
持ち物 コンタクトレンズの方は保存液等

メナードフェイシャルサロン マザーリーフ ☎ 072ー730ー0880
稲6-10-5 稲ビューハイツ203号／受付：9:30-19:00／定休日：日・祝

hair salon SORA

パティスリー ワイスタイル ☎ 072ー737ー7088
桜4-15-40／受付：10:00〜20:00／定休日：なし

ショコラティエが
チョコレートケーキ
10 こっそり教える
誰でも簡単に作れるおいしいチョコレートケーキをこっそり教え
ます。焼き立ての試食とお持ち帰りあります。

簡単エステ体験＆ハンドケアを学びませんか？
〜しっとりつるつるに〜お茶・ハンドクリーム付

地元のゆずがあなたの肌を変えます。
①正しい W 洗顔②ゆず水
③ゆずクリーム なぜゆず？でしょう。

1/29（日）11:00〜12:30
2/1（水）13:00〜14:30
・2/16（木）11:00〜12:30
2/5（日）

ゆらぎスタイル

☎ 072-702-1735

牧落1-19-19／受付：11:00〜18:00／定休日：火曜日

20

デコルテからフェイシャルまでの
本格エステ体験♪

デコルテをほぐし、乾燥でダメージをうけているお肌にハリと
うるおいをチャージ♡

1/28（土）
・2/1（水）
・2/13（月）
・
2/23（木）

会場 メナードフェイシャルサロン
ウェリアイナ
講師 山﨑 かおり、岡﨑 由香子
材料費 2,160円（お化粧品代・お茶付）
定員 1〜2名
対象 女性
持ち物 コンタクトレンズの方は、保存液・
めがねをお持ちください。

うるはり肌の作り方♪お手入れ次第
今さら聞けない
25 正しいお手入れ方法
でお肌は生まれ変わります♡

会場 マザーリーフ
講師 前田 みゆき
材料費 0円
定員 3名
対象 女性限定
持ち物 ご自分でお使いの眉ずみ

耳つぼを刺激して身体の調子を整えたりダイエットのサポート
をしてみませんか？

1/31（火）

10:00〜11:00、11:30〜12:30、13:00〜14:00、14:30〜15:30
会場 マザーリーフ
講師 田中 靖子
材料費 1,000円

土

稲1-5-22-B1F／受付：10:00〜18:0０／定休日：日・祝

毎日のお手入れが楽しくなる！鏡を見るのが楽しくなる！
そんなお手入れ方法教えます♡

1/27（金）10:30〜12:00・ 2/9（木）14:30〜16:00
2/18（土）10:00〜11:30・ 2/22（水）10:30〜12:00

（耳ツボシール代）

定員 4名
対象 女性限定（妊婦さん除く）
持ち物 なし

メナードフェイシャルサロン マザーリーフ ☎ 072ー730ー0880

メナードフェイシャルサロン マザーリーフ ☎ 072ー730ー0880

28

29

30

写真撮影＆手作りフォトフレーム作り♪♪

撮影した写真をフォトフォレームを作っている間に現像し、お
渡しします。素敵な写真を手作りフォトフレームに飾ってみま
せんか？

2/6（月）11:00〜12:30

会場 体質改善・ケアサロン Suay
講師 松本 理恵子
材料費 500 円

（手作りフォトフレーム用布代）

定員 5 名
対象 写真・手作りに興味のある方
持ち物 なし

体質改善・ケアサロン Suay ☎ 090-3828-3098
船場西3-7-39 VILLA VERDY3番館510／受付：10:00〜18:00
／定休日：不定休

稲6-10-5 稲ビューハイツ203号／受付：9:30-19:00／定休日：日・祝

オリジナルオイル作り＆ハンドマッサージ

お好きなアロマを選んでオリジナルのオイルを作りましょう。
作ったオイルでハンドマッサージ♪アロマの香りに癒されまし
ょう♪

空缶にペイントすると、可愛い雑貨に大変身！アンティークな
雰囲気に仕上げます。

2/14（火）10:30〜12:00、13:30〜15:00
2/23（木）10:30〜12:00

1/30（月）
・2/23（木）10:00〜12:00

会場 体質改善・ケアサロン Suay
講師 西田 由紀・久野井 優子
材料費 500 円

（アロマ、
オイル、
オイルケース代）

定員 4 名
対象 女性・アロマやマッサージに興
味のある方
持ち物 なし

体質改善・ケアサロン Suay ☎ 090-3828-3098
船場西3-7-39 VILLA VERDY3番館510／受付：10:00〜18:00
／定休日：不定休

日本人特有の足の裏全体を使って歩くと身体が整うってご存知
ですか？知らない方はご参加下さい。

1/21（土）
・2/4（土）14:00〜15:00
1/29（日）
・2/11（土）10:00〜11:00
2/22（水）14:30〜15:30

マドンナ鍼灸整骨院

※写真はイメージです。
植物は含まれません。

会場（株）モリタ
講師 森田 ちかこ
材料費 1,000 円（塗料、刷毛、マスカーなど）
定員 5 名
対象 DIY してみたい方、ペイントのコツ
を学びたい方
持ち物 空缶 1 個（トマト、コーンなど）、
エプロン、タオル

（株）モリタ

☎ 072ー722ー1231

坊島4-1-1／受付：9:00〜17:00／定休日：土曜午後と日・祝

石丸2-18-19 リバティハウス箕面110号／受付：9:00〜19:30／
定休日：日曜日

47

歩 く こ と は い い こ と だ！？

介護を予防する健康寿命を延ばす「歩き続けること」に関して
知っておきたい意外なお話

52

「木の家のメンテナンスって大変そう」と思われている方に伝
えたい！身体に優しい蜜ロウワックスを使って日頃のメンテナ
ンスをカンタンに！

たった１０分揺らすだけで腰痛が解消する？！
1/25（水）
・2/1（水）
・2/8（水）
・
2/15（水）
・2/25（土）

マドンナ鍼灸整骨院

☎ 072ー728ー5597

61

シクラメンを来年もっと咲かせる育て方講座

冬の室内を彩るシクラメンの鉢花。翌年も美しく咲かせる育て
方のコツをお教えします。

57

（株）ケイ・ジェイ・ワークス

62

67

あなたのお顔に合うメガネ教えます。

15:00〜16:00

メガネのサンクス

72

じっと話しをきくだけではない
たのしい会議のすすめ方

1 人 1 人の意見が大切にされ楽しくすすむ会議を体験しません
か？ちょっとした工夫と姿勢を学ぼう！

1/26（木）
・2/27（月）
17:30〜19:30

会場 ちまちま工房
講師 永田 千砂
材料費 0円
定員 5名
対象 会議の司会やPTA活動、
サ ー クル 活 動 で 会 議 の
進行を担っている方
持ち物 筆記用具

※写真はイメージです

牧落3-1-4／受付：10:00〜18:00／定休日：1月1日

☎ 072ー723ー5432

箕面6-4-24 サンクスみのおビル2F／受付：10:00〜18:00
／定休日：水曜日、第2・3火曜日

ちまちま工房

☎ 072ー735ー7901

桜井2-10-5 桜井市場内／受付：10:00〜17:00／定休日：金・日・祝

☎ 072ー724ー1161

初心者のための
フリマアプリ 「メルカリ講 座 」

フリマアプリ「メルカリ」で着れなくなった子供服出品しませ
んか。初心者にわかりやすく出品のコツ教えます。

☎ 072ー720ー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
土日 10:00〜19:00／定休日：開催期間中無休

49

その肩こり、腰痛、
体の歪みが原因かもしれませんよ？

目と脳の深い…お話。
1/30（月）
・2/11（土）

54

1/23（月）
・1/30（月）
・2/13（月）
・2/27（月）

59

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～

包丁が切れなくて悩んでいる方集まれ！！研ぎ方を実践付きで
お伝えします。

（株）モリタ

☎ 072ー722ー1231

坊島4-1-1／受付：9:00〜17:00／定休日：土曜午後と日・祝

64

あなたの目の疲れ、解決講座

日常生活で目が疲れるなぁーと感じる方。スマホ、パソコン使
用後も。

11:00〜12:00

会場 ほけんチェック箕面店
講師 石原 誠
材料費 0円
定員 3名
対象 どなたでも
持ち物 保険証券等、
内容のわかるもの

ほけんチェック箕面店

☎ 0120ー308ー740

箕面6-3-1-113／受付：10:00〜18:00／定休日：日曜日

コレクトフォーム

50

リビングや和室でも♪
体幹にキクほっこり 10 分ヨガ

冬のお悩みやリラックスタイムのために毎日簡単にできる呼吸
法やポーズをマスター。

2/2（木）10:00〜11:30／12:30〜14:00

会場 インテリア館ミズタニ 3Fサロン
講師 河合 美和
材料費 500円（アロマオイル、薬膳茶他）
定員 8名
対象 冬を快適に過ごしたい女性
持ち物 ヨガマット（お持ちでなければ要
相談）、飲み物

（株）インテリア館リノプラス

55

読み聞かせ会

今読み聞かせが子どもの教育にすごくいいと話題です。
そこで読み聞かせにどんなメリットがあるか説明しながら
読み聞かせをしたいと思います。

2/11（土）13:30〜14:45

会場 デューク書店
講師 中井 孝爾
材料費 0円
定員 10名
対象 0〜5歳児の親子
持ち物 なし

㈱デューク書店

60

冬におこなうバラの剪定の仕方

来春に美しいバラを咲かせるための冬剪定の仕方を、実演と
共にお話します。

2/2（木）
・2/6（月）10:30〜11:30

会場 グリーンノート
講師 曽谷 恵美
材料費 0円
定員 4名
対象 どなたでも
持ち物 筆記用具、あればご自
宅の鉢バラとハサミ

Green note…グリーンノート ☎ 072ー723ー4187
萱野4-11-1／受付：10:00〜18:30／定休日：火曜

65

まぶしくて困っておられる方

眩しい原因もいろいろ考えられます。あなたの原因は何か？

1/28（土）
・2/3（金）

10:30〜11:30

会場 メガネのサンクス
講師 石田 金治郎
材料費 0円
定員 4名
対象 どなたでもOK
持ち物 特になし

☎ 072ー723ー5432

メガネのサンクス

箕面6-4-24 サンクスみのおビル2F／受付：10:00〜18:00
／定休日：水曜日、第2・3火曜日

はじめての保険講座

会場（株）モリタ
講師 竹内 和也
材料費 0円
定員 4名
対象 どなたでも
持ち物 ノート、筆記用具

夢を叶える保険屋さん ☎ 080-5383-4588
坊島4-1-1（（株）モリタ）／受付：9:00〜18:00／定休日：日

74

６０才以上の方限定
老後の生命保険、整理の仕方

定年を迎え、年金生活になり無駄な出費をおさえたい。毎月払
っている生命保険をもう一度考えるチャンスです。

1/26（木）
・2/1（水）

11:00〜12:00、13:00〜14:00
会場 ほけんチェック箕面店
講師 石原 誠
材料費 0円
定員 3名
対象 60才以上の方
持ち物 保険証券等、
内容のわかるもの

ほけんチェック箕面店

☎ 0120ー308ー740

箕面6-3-1-113／受付：10:00〜18:00／定休日：日曜日

☎ 072ー724ー0476

半町4-2-33／受付：9:00〜23:30／定休日：なし

会場 メガネのサンクス
講師 石田 金治郎
材料費 0円
定員 4名
対象 どなたでもOK
持ち物 なし

69

☎ 072-729-1351

西宿3-17-31／受付：10:00〜18:0０／定休日：水曜日

2/5（日）
・2/13（月）

メガネのサンクス

☎ 090-2704-8225

京都市伏見区深草西浦町1-19 北伏見ハイツ106 （有）アドテック内／
受付：9:00〜18:00／定休日：日・祝

10:30〜11:30

2/18（土）11:00〜12:30

1/27（金）
・2/2（木）

会場（株）モリタ 坊島 4-1-1
講師 髙橋 光太郎
材料費 0円
定員 5名
対象 冷えを解消したい方
持ち物 リラックスした服装

会場（株）モリタ
講師 阿南 和春、森田 ちかこ
材料費 0円
定員 5名
対象 包丁が切れなくてお困りの方
持ち物 包丁・タオル・野菜

会場（株）モリタ
講師 竹内 和也
材料費 0円
定員 4名
対象 40才前後の方
持ち物 ノート、筆記用具

かわいい子供たちの為の学資準備。加入前にあまり知られて
いない選び方のポイントを教えます。

1/26（木）14:00〜15:00

10:30〜12:00、13:30〜15:00

1/28（土）11:00〜12:30

学資保険の選び方講座

超カンタン末端運動で発熱できるカラダに！！

手足を動かして「冷え」退治！！お手軽に解消させるコツと意外
な二次効果を教えます

1/25（水）
・2/7（火）

なんでみんな生命保険に入るの？今さら人に聞けない保険の
基礎をお伝えします。

73
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牧落1-19-19／受付：11:00〜20:00／定休日：火曜日・第3月曜日

いやなニュースは多いけど、本当は老後はもっと楽しめるは
ず！！そのために、いくらお金がいるの？？

坊島4-1-1（（株）モリタ）／受付：9:00〜18:00／定休日：日

西宿3-17-31／受付：10:00〜18:0０／定休日：水曜日

☎ 072-722-3019

北 摂 ワ イ ン ズ（株）

☎ 072-729-1351

（株）インテリア館リノプラス

会場 北摂ワインズ
講師 冨鶴 高
材料費 3,000円（ワイン代）
定員 4名
（未成年者を除く）
対象 興味ある方すべて
持ち物 筆記用具

☎ 072ー723ー5432

夢を叶える保険屋さん ☎ 080-5383-4588

裁縫道具）

定員 5名
対象 簡単に手作りを楽しみたい方
持ち物 ご自身の裁縫道具（あれば）

19:00〜20:00

箕面6-4-24 サンクスみのおビル2F／受付：10:00〜18:00
／定休日：水曜日、第2・3火曜日

40 才から知って
おきたい！！ 老後のお金の勉強会

自然派ワイン、家庭料理の相性と
マリアージュ提案について

家庭料理との相性やマリアージュのやり方を、実際に数種類の
ワインを飲みながら紹介していきます。ワインで家庭料理が楽
しくなる提案をお伝えします。

会場 メガネのサンクス
講師 石田 金治郎
材料費 0円
定員 4名
対象 どなたでもOK
持ち物 なし
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会場 インテリア館ミズタニ
2Fショールーム
講師 浦上 知子
材料費 500円（ファブリック各種、

箕面5-13-47／受付：14:00〜20:00／定休日：日・月

10:30〜11:30

メガネのサンクス

☎ 072ー724ー0123

しのざき治療院

☎ 072ー728ー5597

私たちは本当は脳で見ています。それを体験する講座。

2/7（火）
・2/16（木）10:30〜12:00

会場 しのざき治療院
講師 篠崎 伸生
材料費 1,000円（オイル代）
定員 1人
対象 肩こり、腰痛でお困りの方
持ち物 しめつけない服装でお越し
ください。

彩都粟生南1-16-29／受付：9:00〜18:00／定休日：火曜
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お好きな生地をセレクトして作る、上質なコサージュ（大きさ約
11センチ）大切なかたへのプレゼントにもどうぞ♡

（500ml〜1ℓ）、着替え

Vivo Bearsi 箕面店

会場 彩都くらしの杜内 かぐら
講師 和田 さや子
材料費 0円
定員 4名
対象 メルカリで子供服を売ってみ
たい人
持ち物 筆記用具、出品したい子供
服、メルカリをインストー
ルしたスマートホン

（株）ケイ・ジェイ・ワークス

はじめてさんでも簡単♪
30 分ｄｅ コサージュ♡

レンタルマット）

2/8（水）10:30〜11:30

会場 メガネのサンクス
講師 石田 金治郎
材料費 0円
定員 4名
対象 どなたでもOK
持ち物 なし

会場 公益社 終活広場
講師 公益社 1級葬祭ディレクター
材料費 0円
定員 4名
対象 20歳以上
持ち物 なし

終活広場 公益社 箕面営業所 ☎ 072ー725ー1077
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2/4（土）
・2/9（木）

☎ 072ー723ー5432

1/29（日）
・2/22（水）

箕面駅前整骨院

稲1-5-22-B1F／受付：10:00〜18:0０／定休日：日・祝

定員 16名
対象 18歳以上女性
持ち物 動きやすい服装、水

会場 箕面駅前整骨院
講師 岸原 一喜
材料費 0円
定員 3名
対象 冷え性、むくみが気になる方
持ち物 フェイスタオル※膝の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。

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 月・木16:00〜22:00 土8:00〜12:00／定休日：日・祝日

メナードフェイシャルサロン ウェリアイナ ☎ 070ー5342ー8078

会場 Vivo Bearsi 箕面店
講師 中本 有美、中島 由佳
材料費 1,080円（レンタルタオル、

14:00〜15:00

10:30〜11:30

箕面6-4-24 サンクスみのおビル2F／受付：10:00〜18:00
／定休日：水曜日、第2・3火曜日

冷え性・むくみ・足のつり 改善体験

1/21（土）
・1/26（木）
・2/7（火）
・2/16（木）
・
2/22（水）
・2/25（土）

☎ 072ー723ー5432

メガネ選びのポイント教えます

2/7（火）
・2/9（木）16:00〜17:00
2/8（水）
・2/10（金）13:00〜14:00

☎ 090-3710-2381

つらい冷え性、むくみ、足のつりを楽にするお話と体験をして
いただきます。

箕面6-4-24 サンクスみのおビル2F／受付：10:00〜18:00
／定休日：水曜日、第2・3火曜日

会場 メガネのサンクス
講師 石田 金治郎
材料費 0円
定員 4名
対象 どなたでもOK
持ち物 使用中のメガネ

意外と知らない聖苑の使い方、もしもの時の流れについて、
あなただけにお話しします。
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会場 メガネのサンクス
講師 髙橋 光太郎、石田 金治郎
材料費 0円
定員 4名
対象 ゴルフが上達したい方
持ち物 練習やラウンドで使用する
靴、パター

1/29（日）
・2/2（木）

聖苑のお葬式！
（初心者向）

北 摂 ワ イ ン ズ（株）

11:00〜12:00

メガネのサンクス

マイナスイオンと遠赤外線効果で、大量発汗しながらアロマやリ
ンパデトックスを取り入れたヨガを体験してみませんか♪

牧落1-19-19／受付：11:00〜18:00／定休日：火曜日・第3月曜日

1/26（木）
・2/19（日）
・2/23（木）

10:30〜11:30

71

ゴルファーの
目線と身体バランス講座
ための

アドレスやスイングを安定させる大切な要素、目線・身体バラ
ンスについてお話します。

萱野4-11-1／受付：10:00〜18:30／定休日：火曜

メガネのサンクス

☎ 072ー728ー5597

彩都粟生南1-16-29／受付：9:00〜18:00／定休日：火曜

冷え性知らず♥岩盤浴ヨガ体験

1/28（土）10:00〜11:00、11:00〜12:00、15:00〜16:00

会場 彩都くらしの杜内 かぐら
講師 和田 さや子
材料費 0円
定員 4名
対象 4月に新1年生になるお子様
がいるママ
持ち物 なし

Green note…グリーンノート ☎ 072ー723ー4187

現在お使いのメガネを調整しながら掛けやすい条件を説明し
ます。メガネ難民の方、どうぞ！

ママのためのお片づけ講座
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1/25（水）
・2/9（木）13:30〜14:10

会場 北摂ワインズ
講師 山本 あやこ
材料費 100円（資料代）
定員 5名
対象 どなたでも（お子様は、保護者
同伴）
持ち物 なし

コットンパール・天然石・お茶付）

定員 4名
対象 大人（女性）
持ち物 お持ちの方は、平ヤットコ、丸ヤット
コ、ニッパー（なければお貸しします）

箕面6-5-2／受付：10:00〜19:00／定休日：なし

肩こり、腰痛でお困りの方。原因は体の歪みからきているかも
しれません。

2/23（木）10:30〜11:30

会場 グリーンノート
講師 川崎 貞雄
材料費 0円
定員 5名
対象 どなたでも
持ち物 筆記用具

メガネがズレて困っている方

新小学
1 年生の

もうすぐ新生活が始まる春。スムーズに小学校生活がスタート
できるよう、お子さんに合ったお片づけをライフオーガナイザ
ーがアドバイスします。

1/22（日）
・2/5（日）10:30〜11:30
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☎ 072ー723ー6089

西小路1-8-11-106／受付：月・火・木・金 8:30〜19:00
水・土 8:30〜14:00／定休日：日、祝

色彩心理ワークショップ
～色の力で心の声を聞いてみませんか？～

☎ 072ー721ー7093

みのおガーデン

紙に書いた色が表す、自分自身の心に気づく為のはじめの第一
歩となるワークショップです。

会場 マドンナ鍼灸整骨院
講師 松本 葵
材料費 0円
定員 2名
対象 女性
持ち物 なし

会場 彩都くらしの杜内 かぐら
講師 宮本 京子
材料費 200円（蜜ロウワックス代）
定員 4名
対象 どなたでも
持ち物 なし

彩都粟生南1-16-29／受付：9:00〜18:00／定休日：火曜
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14:00〜15:00、15:30〜16:30

2/9（木）13:30〜14:30

（株）ケイ・ジェイ・ワークス

☎ 090-2704-8225

なぜ、身体が固くなるのか。その理由は○○です。実際に筋肉が
柔らかくなる施術を体験してみて下さい。

☎ 072ー723ー6089

蜜ロウ
ワックスで 木の家のメンテナンスを体験

桜2-6-12／受付：8:30〜17:30／定休日：日曜

会場（株）モリタ 坊島 4-1-1
講師 髙橋 光太郎
材料費 0円
定員 5名
対象 ウォーキングや運動を続けたい
方
持ち物 ウォーキング・運動時の靴、
ふだん履いている靴

コレクトフォーム

☎ 072ー721ー7093

箕面桜デイサービス （株）小山北大阪 ☎ 072-724-7700

会場 メナードフェイシャルサロン ウェリアイナ
講師 髙橋 佳子
材料費 1,200円（ピアス・イヤリング金具・

会場 みのおガーデン
講師 佐々木 美豊
材料費 3,000円（花代）
定員 5名
対象 どなたでも
持ち物 特になし

会場 箕面桜デイサービス
講師 高澤 淳行、西村 美香
材料費 300円（おやつ代）
定員 20名
対象 どなたでも
持ち物 運動しやすい靴

1/31（火）14:00〜15:00

京都市伏見区深草西浦町1-19 北伏見ハイツ106 （有）アドテック内／
受付：9:00〜18:00／定休日：日・祝

2/22（水）14:00〜15:00

運 動 不 足 を 解 消 し よ う！！

2/13（月）10:00〜12:00
2/27（月）10:00〜12:00、13:00〜15:00
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2/21（火）14:00〜15:00

2/19（日）13:30〜15:00

スワロフスキー）

素敵なプリザ♡
プリザーブドフラワーで世界でたった
ひとつのアレンジメントをつくろう

心と体の疲れがスーッと消える健康体操です。体の痛みから解
放されましょう。

定員 4名 1日8名様まで
対象 女性
持ち物 なし

西小路1-8-11-106／受付：月・火・木・金 8:30〜19:00
水・土 8:30〜14:00／定休日：日、祝
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会場 フェイシャルサロン スイーツ
講師 吉村 貴子
材料費 リング or ニコちゃん→2000 円、
ロンデル（2 個）→1500 円（土台、

フェイシャルサロン スイーツ ☎ 072ー730ー7550
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箕面6-5-2／受付：10:00〜19:00／定休日：なし

10:00〜12:00、13:00〜15:00

会場 マドンナ鍼灸整骨院
講師 松本 葵
材料費 0円
定員 5名
対象 女性
持ち物 なし

稲6-10-5 稲ビューハイツ203号／受付：9:30-19:00／定休日：日・祝

リメイク缶づくり de ペイント体験

☎ 090-2704-8225

歩くほど身体が整う美ぼねウォーキング

会場 マザーリーフ
講師 藤村 佐知子
材料費 500円（化粧品代）
定員 3名
対象 女性限定
持ち物 現在お使いの化粧品お持ちくださ
い。無ければこちらでご用意させて
頂けます。

メナードフェイシャルサロン マザーリーフ ☎ 072ー730ー0880
稲6-10-5 稲ビューハイツ203号／受付：9:30-19:00／定休日：日・祝
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10:00〜17:00（所要時間1時間半）
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1/27（金）
・2/22（木）13:30〜15:00
2/9（木）10:30〜12:00

コレクトフォーム

京都市伏見区深草西浦町1-19 北伏見ハイツ106 （有）アドテック内／
受付：9:00〜18:00／定休日：日・祝

会場 ゆらぎスタイル
講師 春木 智恵子
材料費 0円
定員 6名
対象 どなたでもOK
メイク落としOK
持ち物 フェイスタオル1枚、
の方はヘアバンド、
ビニール袋1枚
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今更きけない上手な眉の描き方、眉の整え方をアドバイス

1/24（火）
・1/31（火）
・2/14（火）

会場（株）モリタ 坊島 4-1-1
講師 髙橋 光太郎
材料費 0円
定員 5名
対象 身体のゆがみが気になる方、
健康になりたい方
持ち物 特になし

白島3-7-2／受付：10:00〜19:30／定休日：水曜日

メナードフェイシャルサロン ウェリアイナ ☎ 070ー5342ー8078

パワーピアス（耳つぼ）で
元気・キレイのお手伝い

ニコちゃんバッグチャームとアクセサリーをグルーデコで作って
みませんか？（どちらかを選んでいただけます）

2/23（木）14:00〜15:00

パティスリー クリドコック ☎ 072ー729ー0285

メナードフェイシャルサロン ウェリアイナ ☎ 070ー5342ー8078

貴女にあった眉描きアイメイクレッスン

ゆがみは「遺伝」です。ゆがみ診断で
ゆがみを知って、簡単ゆがみケアで快
適生活！！

会場 パティスリー クリドコック
講師 深澤 義人
材料費 1,000円（チョコレート、包材）
定員 4名
対象 大人
持ち物 エプロン、手ふきタオル、筆記
用具

会場 メナードフェイシャルサロン
ウェリアイナ
講師 山﨑 かおり
材料費 0円
定員 4名
対象 女性
持ち物 なし

稲1-5-22-B1F／受付：10:00〜18:00／定休日：日・祝

ちゃんと立ってますか？
家族に教えたくなる姿勢のお話

10:30〜12:00、13:00〜14:30

メナードフェイシャルサロン ウェリアイナ ☎ 070ー5342ー8078
稲1-5-22-B1F／受付：10:00〜18:00／定休日：日・祝
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1/26（木）

超乾燥、ビンカン肌へ
15 「実生ゆず」
で正しい肌ケア教室

☎ 072-729-1351

西宿3-17-31／受付：10:00〜18:0０／定休日：水曜日

会場 パティスリー ワイスタイル
講師 横山 由樹
材料費 1,500円
（トリュフ材料、包材）
定員 6名
対象 大人
持ち物 エプロン

☎ 072-728-0078

エステセラピスト
お仕事体験＆ハンドケア

（株）インテリア館リノプラス

2/6（月）14:00 〜15:00

船場西1-8-9-3F／受付：9:30〜18:30／定休日：月曜、第3火曜

19 あなたにも
チャンス♪

定員 6名
対象 リビングや玄関などさらに華やかに
されたい方
持ち物 エプロン

プロが教える本当に美味しいトリュフの作り方を丁寧に教えます。

会場 h a i r s a l o n S O R A
講師 吉光 愛智
材料費 1,000円（まつ毛エクステ代）
定員 2〜3名
対象 女性
持ち物 なし

（つけまつげキット・お茶付）

講師 﨑 忠司・梶川 千鶴
材料費 0円
定員 2名
対象 より美しくなりたい女性
持ち物 動きやすい服装で

☎ 090-3163-3131

なめらかトリュフの作り方

2/13（月）14:00〜15:30

定員 4名
対象 女性
持ち物 鏡

（もみじ整骨院内）

箕面6-1-19／受付：9:00〜12:00、15:00〜19:30／
定休日：水（午後）、土（午後）、日祝

5

10:00〜12:00

会場 メナードフェイシャルサロン
ウェリアイナ
講師 山﨑 かおり
材料費 1,620円

会場 美容鍼灸サロン彩

しお化粧が取れることがあります）

エステには興味があるけど、ちょっと気おくれしちゃう。そん
な方に簡単フェイシャルエステ体験

2/1（水）13:00〜14:30
2/23（木）10:00〜11:30

14:30〜15:30、16:00〜17:00

講師 梶川 千鶴
材料費 0円
定員 2名
対象 より美しくなりたい女性
持ち物 お化粧直しできる物（消毒で少

プチエステ体験

EMS体験～体型と姿勢を美しく～

ダイエットや姿勢改善など見た目が美しくなるには筋力を上げ
ることが不可欠です。今、話題の最新型 EMS（パッドを貼っ
て寝るだけ）を体験してみませんか？

（もみじ整骨院内）
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ナチュラルで美しい目元を手に入れることができます。
つけまつげは、お持ち帰りいただけます。

会場 フェイシャルサロン スイーツ
講師 田中 由美子
材料費 2,160円（化粧品代）
定員 4名
対象 女性限定
持ち物 なし

会場 美容鍼灸サロン彩

もみじ整骨院

船場西3-7-39 VILLA VERDY3番館510／受付：10:00〜18:00
／定休日：不定休

＊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。

1/26（木）・2/15（水）・2/21（火）

使用）、化粧品代）

大人の付けまつげレッスン♪
18 もうギャルに
ならない！

船場西2-7-5 シーモア千里ビル306／受付：10:00〜18:00
／定休日：日・祝

エクステに興味はあるけど不安…
そこでつけ方、仕組みを見てもらい、実際に少しだけつけさせ
ていただきます。

定員 1名
対象 女性
持ち物 なし

るおいに
本来の美しさが実感できる本格エステ
17 う満ちた

妊娠中、授乳中の方はご遠慮お
願いいたします）

あなたもスッピン知らずに！！
初心者のためのまつ毛エクステ体験！！

会場 体質改善・ケアサロン S u a y
講師 西田 由紀
材料費 1,500円（水素水（美顔器に

冷却美容も
フェイシャルトリートメント体験
16 兼ね備えた

10:00〜16:00（所要時間 2時間）

稲1-5-22―B1／受付：10:00〜18:00／定休日：日・祝

キラキラグルーデコ
（アクセサリーｏｒバッグチャーム）

精油、
カーテン生地、
持帰用箱）

（クッキー、デコパーツ、お茶付）

10:00〜11:30、13:00〜14:30

色・香り・型を選んで世界でたったひとつの石膏のオブジェを作
ります。お部屋を上品で華やかに♪
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☎ 072ー728ー5597

彩都粟生南1-16-29／受付：9:00〜18:00／定休日：火曜日

季節のお花を使って素敵なアレンジメン
トを作ります

みのおガーデン

箕面6-5-2／受付：10:00〜19:00／定休日：なし

会場 インテリア館ミズタニ 3Fサロン
講師 大内 由紀子
フレグランスオイル、
材料費 1,300 円（石膏、

定員4名
対象 大人（女性）
持ち物 エプロン、手拭きタオル

14

全身リンパマッサージ体験

インテリアを楽しもう♪
今話題のアロマハイストーン体験

季節のアレンジメント

（株）ケイ・ジェイ・ワークス

会場 みのおガーデン
講師 平井 和美
材料費 3,000円（花代）
定員 5名
対象 どなたでも
持ち物 花切バサミ

☎ 072ー721ー7093

みのおガーデン

10:00〜11:45、13:30〜15:15

会場 メナードフェイシャルサロン
ウェリアイナ
講師 k i y o
材料費 1,500円

13

会場 体質改善・ケアサロン S u a y
講師 久野井 優子
材料費 500円（足湯、ハーブティ付）
定員 1名
対象 女性
持ち物 なし

1/21（土）
・1/26（木）
・2/1（水）
・
2/7（火）
・2/17（金）
・2/20（月）

1/28（土）10:00〜12:00、13:00〜15:00
2/7（火）12:00〜14:00

メナードフェイシャルサロンウェリアイナ ☎ 070ー5342ー8078

西宿3-17-31／受付：10:00〜18:00／定休日：水曜日

10:00〜11:00、12:30〜13:30

お顔からデコルテまでお肌に働きかけ本来の美しさをひき出
します。心と身体に癒しの時間を。

お花のかわいいパーツを使ってクッキーのデコレーションを
楽しんでみませんか？（お茶付）

（株）インテリア館リノプラス ☎ 072-729-1351

1/27（金）・2/9（木）

船場西3-7-39 VILLA VERDY3番館510／受付：10:00〜18:00
／定休日：不定休

初めてでも♪ か わ い く 作 れ る ♡
アイシングクッキー
ウフフ♪

（黒ゴマ、他食材、薬膳茶など）
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1/31（火）
・2/9（木）

ワイスタイル

桜4-15-40／受付：10:00〜20:00／定休日：なし

定員 8名
対象 毎日の献立作りを健康的にひと
工夫したい方。
持ち物 エプロン、筆記用具

定員 4名
対象 小学生以上
持ち物 エプロン、三角巾、ふきん

会場 Total Beauty Salon Suay Suay
講師 金子 真由美
材料費 2500円（化粧品代）
定員 1名
対象 成人の女性（お肌の弱い方、現在

新船場
南橋東詰

（マカロン材料、包材）

会場 インテリア館ミズタニ
3Fキッチンスペース
講師 河合 美和
材料費 1,000円

トマトソース、具材など）

12

新船場
南橋西詰

8・40・41・50

定員 6名
対象 大人
持ち物 エプロン

2/14（火）10:00〜11:30 / 12:30〜14:00

講師 柴田 佳菜
材料費 400円（ピザ生地、

（株）ケイ・ジェイ・ワークス

キッチンを楽しむバレンタイン♪
お手軽薬膳スイーツに挑戦♪

体質改善・ケアサロン Suay ☎ 090-3828-3098

Total Beauty Salon Suay Suay ☎ 072-728-5722

会場 パティスリー
講師 横山 由樹
材料費 1,500円

会場 yakinikuキッチンあさちゃん
講師 杉本 俊介
材料費 500円（豚肉、調味料）
定員 5名
対象 どなたでも
持ち物 エプロン、タッパー

体質改善・ケアサロン Suay ☎ 090-3828-3098

持ち物 素顔で来店して頂き、終了後
お化粧される場合は化粧道具

1/25（水）14:00 〜15:30

15:00〜16:30

パティスリー クリドコック ☎ 072ー729ー0285

13:00〜14:00、
15:00〜16:00
・2/7（火）11:00〜12:00、
1/24（火）
12:30〜13:30、
14:30〜15:30
・2/16（木）10:30〜11:30、
2/2（木）

ワイスタイル人気のマカロンの作り方を詳しく教えます。
めったに食べることが出来ない作りたてマカロンが食べれます。

9

会場 パティスリー クリドコック
講師 深澤 義人
材料費 1,000円（チョコレート、包材）
定員 ４名
対象 大人
持ち物 エプロン、手ふきタオル、
筆記用具

お肌の悩みがある方に… 肌の深部に光を届け肌悩みの原因
に直接働きかけるフォトフェイス

ワイスタイル人気の
マカロンを教えちゃいます

8

1/23（月）10:30〜12:00、13:00〜14:30

白島3-7-2／受付：10:00〜19:30／定休日：水曜日

4

7

会場 彩都くらしの杜内

新船場
北橋東詰

耳の聞こえの不自由な方のお申し込みについて。

パティスリー ワイスタイル ☎ 072ー737ー7088

1/30（月）10:00〜11:00、15:00〜16:00

新船場
北橋西詰

12・13・
28・29

新しい発見が
あります。

yakinikuキッチンあさちゃん ☎ 072-722-8551

西小路4-4-33／受付：14:00〜22:00／定休日：月曜日

会場 パティスリー ワイスタイル
講師 横山 由樹
材料費 1,500円（チョコレート、包材）
定員 4組
対象 大人と子供（5才以上〜12才まで）
持ち物 エプロン

桜4-15-40／受付：10:00〜20:00／定休日：なし

まなぶ

yakinikuキッチンあさちゃん ☎ 072-722-8551

2/5（日）15:00〜16:00

パティスリー ワイスタイル ☎ 072ー737ー7088

きれい

2/15（水）
・2/23（木）

会場 yakinikuキッチンあさちゃん
講師 杉本 俊介
材料費 500円（たれ調味料等）
定員 5名
対象 どなたでも
持ち物 持ち帰り用のペットボトル容器
500mlくらい

（セモリナ粉、オリーブ油）

たべる

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。

15:00〜16:30

ディレーニョ）

百楽荘1-2-7-102／受付：15:00〜17:00／定休日：月曜日

3

2/1（水）
・2/9（木）

会場 Cubi di Legno

けんこう

会場 みのおガーデン
講師 平井 和美
材料費 3,000円（花代）
定員 5名
対象 どなたでも
持ち物 花切バサミ

稲1-5-22-B1F／受付：10:00〜18:0０／定休日：日・祝

小野原西6丁目

関西スーパー

2/6（月）
・2/13（月）10:30〜11:30

パチ
ンコ

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

こだわり店主が教える わくわくドキドキを あなたも一緒に学びませんか？

しょうが焼き、照り焼き、親子丼など、色々な料理に使える万
能タレを教えます。

つくる

1/25（水）14:00〜15:00

（バッグ（紺色）
リボン、お茶代）

☎ 072ー728ー5597

世界に一つだけの コットンパールと天然石の
（イヤリング）
オリジナル!!
ピアス
を作ろう

お好きなサイズ・色のコットンパールや天然石を選んで、フー
プピアスが作れます。
（お茶付）

会場 彩都くらしの杜内 かぐら
講師 宮本 京子
材料費 100 円（箸一膳分）
定員 4 名
対象 小学高学年以上
持ち物 使いなれたカッターナイフ

定員 6 名
対象 どなたでも
持ち物 なし

彩都粟生南1-16-29／受付：9:00〜18:00／定休日：火曜日
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2/5（日）13:00〜14:30

50ml お持ち帰り＆ハーブティ付）

（株）ケイ・ジェイ・ワークス

初めてのマイ箸づくり

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！
プレゼントとしても大変喜ばれますよ！

会場 彩都くらしの杜内 かぐら
講師 大形 智美
材料費 1,000 円（アロマスプレー

38

ブーケ作り

34

2/1（水）11:00〜12:00

お花とグリーンを使って可愛いブーケをつくります

メナードフェイシャルサロン ウェリアイナ ☎ 070ー5342ー8078

マダム
シンコ

14

16

37

アロマで彩る空間コーディネート術

お気に入りの絵や、美しい花を飾るように天然 100％のアロ
マを使って、ご自宅のお部屋を空間演出してみませんか？生活
を豊かに彩る香りの使い方のコツをお伝え致します。

彩都粟生南1-16-29／受付：9:00〜18:00／定休日：火曜日

定員 4名
対象 大人（女性）
持ち物 なし

箕面市立病院
みのおライフプラザ

☎ 072ー728ー5597

（株）ケイ・ジェイ・ワークス

会場 メナードフェイシャルサロン
ウェリアイナ
講師 山川 尚美
材料費 1,800円

60・61

33

会場 彩都くらしの杜内 かぐら
講師 柴田 佳菜
材料費 100 円（塗料代）
定員 3 人
対象 小学生以上
持ち物 特になし

1/27（金）10:00〜12:00
2/21（火）13:00〜15:00

関西学院
千里国際高等部

●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。

かんたん♪
カワイイ♡ リボンハンドルバッグ作り

バッグ（縦 16× 横 27.5× まち 8）の持ち手にフリフリリボ
ン♡を作ってつけていただきます。
（お茶付）

ノダヤ

色んな料理に大活躍！！万能ダレ作り

36

洋服の青山

小野原

23〜27

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。

簡単なショートパスタを生地からこねる。
整形まで体験できます。

牧落3-1-4／受付：10:00〜18:00／定休日：1月1日

小倉山荘

「みのおのまち商学校の申し込みです。」とお電話ください。

2

終活広場 公益社 箕面営業所 ☎ 072-725-1077

9・18〜20・35・36

全 75 授 業要予約です 。お申し込みは各お店へ！

イタリアン手打ちパスタ体験

なみ整体院

72

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。

2/10（金）10:00〜11:00、15:00〜16:00

会場 公益社 終活広場
講師 小薬 由紀雄
材料費 0 円
定員 4 名

ライフ

15・48・54

桜井駅

阿蘇小国杉を使い、古材風（エイジング）をほどこし、ウェル
カムボードを作ります。

対象 小学生以上
持ち物 特になし

30・45〜47・59・
68・69

マクド

古材風の
初心者
向け!! ウェルカムボードをつくろう！

（お子様の 保護者も1人と数えます）

市民活動
センター
109
シネマズ

箕面

駅

4〜6

ピーコック

1/29（日）10:30〜11:30、13:30〜14:30
2/22（水）10:30〜11:30、13:30〜14:30

イオン

2・3 市役所

TSUTAYA

牧落

公
園

※1月20日
（金）
が定休日のお店
は、翌日からの受付となります。

ペット
ショップ

サンドラッグ

ローソン

17・42

32

香り袋教室

日本の伝統「香り袋」をお好みのブレンドでお作りいただけま
す。

外院
3 丁目

焼肉
レストラン
アミアミ

聖母被昇天学院

箕面駅

新 御 堂 筋 線︵４２３号 線 ︶

1月20日（金）
〜
2月28日（火）

石丸
2 丁目

白島
東

白島

彩都西駅

開講期間
2017年

１

31

10・11

☎ 072ー723ー5432

箕面6-4-24 サンクスみのおビル2F／受付：10:00〜18:00
／定休日：水曜日、第2・3火曜日

70

新春
アメリカ新大統領の目指す世界と
セミナー 日本の先行き

アメリカの新大統領も決まり、これからの世界情勢と日本の先
行きについて解説します。
（火）
1/24（火）・1/26（木）・1/31
・2/2（木）・
2/7（火）・2/9（木）・2/14（火）・2/16（木）・
（火）
2/21
・2/23（木）

15:00〜16:00

会場 日本アジア証券 箕面支店
講師 寺田 章展
材料費 0円
定員 5名
対象 どなたでも
持ち物 なし

日本アジア証券（株）箕面支店 ☎ 072ー724ー5111
箕面6-4-46／受付：9:00〜17:00／定休日：土日祝

75

家計の節約 最新生命保険の選び方

正しい生命保険の選び方には意外と気づかないポイントがあ
るんです。プロの技を伝授します。

1/27（金）
・2/2（木）
13:00〜14:00

会場 ほけんチェック箕面店
講師 石原 誠
材料費 0円
定員 3名
対象 どなたでも
持ち物 保険証券等、
内容のわかるもの

ほけんチェック箕面店

☎ 0120ー308ー740

箕面6-3-1-113／受付：10:00〜18:00／定休日：日曜日

