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お申込み受付

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。
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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？
得するまちのゼミナール
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「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。

「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。

「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。

「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。

※1月15日（月）が定休日のお店は、
翌日からの受付となります。
※1月15日（月）が定休日のお店は、
翌日からの受付となります。
※1月15日（月）が定休日のお店は、
翌日からの受付となります。
※1月15日（月）が定休日のお店は、
翌日からの受付となります。

1 もみじの天ぷら体験
明治の森箕面国定公園内にあるお土産物屋さんで
自然を見ながらもみじ天ぷらを揚げてみませんか？

2/4（日） 13:00～14:00
●会場 もみじ天ぷら専門店　紅葉
●講師 松井 千代子　
●材料費 900円　　　　　　　　　

（もみじ天ぷら材料、包材）
●定員 2名　
●対象 小学校中学年以上（保護者同伴）
●持ち物 エプロン、タオル

箕面
伝統銘菓

小学校中学年以上

もみじ天ぷら 紅葉
箕面公園1-10／受付：10：00～17：00／定休日：不定休

☎090ー3973ー7030

2 カクテルづくり体験
バーカウンターに立ってカクテルを作ってみよう！！
ノンアルコールもOK！

1/28（日）・2/7（水）・2/17（土）
15:00～16:30

●会場 bar K spir its　
●講師 池田 圭一　
●材料費 500円（カクテル材料代）
●定員 3名　
●対象 成人の方　
●持ち物 特になし

b a r  K  s p i r i t s
箕面1-2-6 箕面駅前ビル204／受付：14：00～23：00／定休日：日・祝

☎072ー722ー5500

3 色んな料理に大活躍！！ 万能ダレ教えます♪
～万能タレでカンタンおかずを作ってみよう！～

yakinikuキッチンあさちゃん
西小路4-4-33／受付：13:00～22:00／定休日：月

☎072ー722ー8551

色々な料理に使える万能ダレを教えます！“しょうが焼き”“鶏の
照り焼き”“親子丼”を万能タレを使って、おいしくカンタンに
　　　　　　　　　　作ってみませんか？

2/1（木）・2/7（水）・2/13（火）
15:00～16:30
●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、食材）
●定員 5名　
●対象 どなたでも　
●持ち物 持ち帰り用の容器
　　　 　 500mlくらい

マカロンの作り方
ワイスタイル
人気の

パティスリー ワイスタイル
桜4-15-40／受付：10:00～20:00／定休日：なし

☎072ー737ー7088

ワイスタイルで人気のマカロンの秘密を教えちゃいます。
お店では売っていないマカロンを作っちゃうかも！？

2/20（火） 14:00～15:30
●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　　　　　　

（マカロン材料、包材）
●定員 6名　
●対象 大人　
●持ち物 エプロン

４ 5

ちまちま工房
桜井2-8-15／受付：10:00～17:00／定休日：金・日

☎072ー735ー7901

新鮮な豆乳とにがりと水でおいしい寄せ豆腐がつくれます！！
お豆腐屋さんのお話とお豆腐作りの1時間！

2/9（金） 13:00～14:00
●会場 ちまちま工房 　
●講師 永田 千砂　
●材料費 300円
　　　　（豆乳500ml220円、
　　　　　　　　  パック80円等）
●定員 6名　
●対象 どなたでも
●持ち物 エプロン、タオル、
　　　　 持ち帰り用保冷バック

豆腐屋さんが伝える
家でも簡単に作れちゃう！おとうふの作り方

6

喫茶セントポーリア
牧落1-19-18／受付：9:00～17:00／定休日：水曜日、第1・3火曜日

☎090ー8205ー8435

天然成分100％のアロマを使って、オリジナルの香りの
ワックスバーを作ります。お部屋のインテリアや芳香剤
としてお使いください。

1/19（金） 10:30～11:30
●会場 喫茶セントポーリア 　
●講師 谷口 美香　
●材料費 1,000円
　　　　 （ドライフラワー、
　　　　　 　　　　  アロマ材料）
●定員 3名　
●対象 どなたでも
　　　 　　　  （お子様連れOK）
●持ち物 特になし

アロマワックスバー作り
香りの
サシェ

おやこOK

7 Word®で簡単ラベルシールづくり体験

合同会社  アヌ
如意谷5-1-1-203／受付：8:00～19:00／定休日：なし

☎090ー8449ー8562

ラッピングシール、ラベルシールが簡単に作れます。バレンタイ
ンにも間に合いますよ！

1/23（火） 10:30～12:00
1/30（火） 13:30～15:00
●会場 （株）モリタ 2F second M
　　　　　　　　　　　　  坊島4-1-1
●講師 森本 華織　
●材料費 500円
　　　　 （シール用紙、プリント代）
●定員 5名　
●対象 パソコン初心者～　
●持ち物 （お持ちの方は）ノートパソコン

8 進級準備！簡単お名前シールづくり

合同会社  アヌ
如意谷5-1-1-203／受付：8:00～19:00／定休日：なし

☎090ー8449ー8562

シールのサイズも枚数も自由自在！Word® を使って楽しくシー
ルを準備しましょう。

2/10（土） 13：30～15：00
●会場 （株）モリタ 2F second M
　　　　　　　　　　　　  坊島4-1-1
●講師 森本 華織　
●材料費 500円
　　　　 （シール用紙、プリント代）
●定員 5名　
●対象 パソコン初心者～　
●持ち物 （お持ちの方は）ノートパソコン

9

（株）インテリア館リノプラス
西宿3-17-31／受付：10:00～18:00／定休日：水曜日

☎072ー729ー1351

カーテン生地を
楽しもう♪

あなたの好きな形で！
マイクッション作り

『クッション＝正方形』と思っていませんか？好きな形に。柄に
合わせて。使いたい形に。自分だけのクッションを作っちゃい
ましょう！ 1/29（月） 14:00～15:30

2/ 8 （木） 10:00～11:30
●会場 インテリア館ミズタニ　2F
●講師 浦上 知子　
●材料費 500円（生地、中綿等）
●定員 5名　
●対象 インテリアやものづくりに興味が

ある方ならどなたでも
●持ち物 裁縫道具、裁ちバサミ（あれば）

10
食べる素材だけで作るお風呂の入浴剤。ゆずの血行促進作用や保
湿成分、香りも楽しめます。

1/19（金）・1/25（木）・1/26（金）・2/8（木）・2/9（金）
13:00～14:00
●会場 ゆらぎスタイル箕面
●講師 春木、谷口　
●材料費 500円（入浴剤・実生ゆず）
●定員 5名
●対象 どなたでも
●持ち物 容器（紙コップなど作った
　　　　  バスボムを持ち帰るもの）

無病息災！「実生ゆずバスボム」作り

☎072ー702ー1735ゆらぎスタイル箕面
牧落1-19-19／受付：10:00～18:00／定休日：火

11

マドンナ鍼灸整骨院
西小路1-8-11-106／受付：8:30～19:00（水・土のみ14:00まで）

／定休日：日・祝

☎072ー723ー6089

親子で筆文字アート体験
大人＋小人子どもが書いた絵の上に筆ペンで文字を添えて、

一つのアートを作りませんか？

2/3（土）・2/17（土）
15:00～16:00

●会場 マドンナ鍼灸整骨院
●講師 松本 葵　
●材料費 700円（筆ペン、　

　   ポストカード代）
●定員 3組　
●対象 大人＋小人　
●持ち物 特になし

１２「和」に触れよう！
水引細工でアクセサリー作り

（株）ケイ・ジェイ・ワークス
彩都粟生南1-16-29／受付：9:00～18:00／定休日：火曜日

☎072ー728ー5597

ご祝儀袋などに使われる帯紐の水引を使ってピアス（イヤリング）
を作ります。

2/17（土） 10:00～11:00
●会場 彩都くらしの杜内　かぐら
●講師 柳本 里紗
●材料費 500円（水引、金具代）
●定員 5名　
●対象 「和」や「水引」と聞いて
　  　 「おっ！」と思う方
●持ち物 特になし

１３

（株）ケイ・ジェイ・ワークス
彩都粟生南1-16-29／受付：9:00～18:00／定休日：火曜日

☎072ー728ー5597

スケジュール帳を子ども仕様にカスタマイズ。
予定の管理や毎日の習慣の定着に役立ちますよ。

2/4（日） 10:30～11:30
●会場 彩都くらしの杜内　かぐら
●講師 和田 さや子　
●材料費 500円（スケジュール帳 

294円、付箋等 206円）
●定員 4名（低学年は保護者同伴）
●対象 小学生
●持ち物 筆記用具、マイネーム、

カラーペン（任意）

「こども手帳」を作ろう
自立心が
育つ

小学生

14

（株）ケイ・ジェイ・ワークス
彩都粟生南1-16-29／受付：9:00～18:00／定休日：火曜日

☎072ー728ー5597

冬におすすめのアロマで、風邪対策のアロマクリームと冷え性対
策バスソルトを作ります。

1/29（月） 11:00～12:00
●会場 彩都くらしの杜内　かぐら
●講師 大形 智美　
●材料費 1000円（アロマクリーム・

　　　　　　 バスソルト代）
●定員 4名
●対象 どなたでも
●持ち物 特になし

冬のアロマレシピ 15
世界にひとつ　おしゃれな食器を作りましょう。全く初めての方
でも気軽に体験していただけます。

1/23（火）・2/27（火） 10:00～12:00
1/23（火）・2/27（火） 13:00～15:00

●会場 フェイシャルサロン　ウェリアイナ
●講師 薮野 悠加里　
●材料費 1,600円
　　　　  （プレートorマグカップ代）
●定員 4名　
●対象 女性　
●持ち物 ポケットティッシュ

ポーセラーツでマイ食器づくり
初心者
歓迎！

メナードフェイシャルサロン ウェリアイナ
稲1-5-22 グラシアミノオⅡ B101号／受付：10:00～18:00／定休日：日・祝

☎070ー5342ー8078

16
テーブルに置いてもお出かけの時も大人かわいいケースカバーを
作りませんか。

1/26（金）・2/20（火） 13:00～14:00
2/8（木） 10:00～11:00
●会場 フェイシャルサロン　ウェリアイナ
●講師 山川 尚美　
●材料費 1,600円（ウェットティッシュ本体、

　　　　　　　　 　布、リボン、芯）
●定員 5名　
●対象 女性　
●持ち物 あれば手芸用はさみ

ウェットティッシュケースカバー♪作り

メナードフェイシャルサロン ウェリアイナ
稲1-5-22 グラシアミノオⅡ B101号／受付：10:00～18:00／定休日：日・祝

☎070ー5342ー8078

17

（株）モリタ
坊島4-1-1／受付：9:00～17:00／定休日：土曜午後・日・祝

☎072ー722ー1231

糸のこは、ミシンのような工具で、女性でも扱いやすい工具です。
今回は、ミニプレート作りに挑戦します。

2/6（火） 14:00～16:00
●会場 （株）モリタ
●講師 森田 ちかこ　
●材料費 2,000円（ノコ刃、材木、

　　　   スプレー、のり等）
●定員 3名　
●対象 糸のこを使ってみたい方
●持ち物 軍手

糸のこでプレート作ろう！！Let's
DIY 18

☎072ー730ー7550

キラキラ
グル―デコ アクセサリー作り

フェイシャルサロン スイーツ
石丸2-18-19 リバティハウス箕面110号／受付：9:00～20:00

／定休日：日・祝

初めての方でも本物のスワロフスキーでキラキラ輝くグル―デコ
を体験してみませんか？

1/22（月） 
10:00～11:30、12:00～13:30、13:30～15:00

●会場 フェイシャルサロン スイーツ
●講師 吉村 貴子　
●材料費 ロンデル（2個）1,000円、指輪

1,500円（土台、スワロフスキー）
●定員 4名　
●対象 女性限定　
●持ち物 特になし

19

☎0120ー1414ー17

ホカホカ！
体に大切な温活 温めることの良さについて

健康サポート専門店
船場東2-1-20 ABCビル2F／受付：9:30～18:00／定休日：土、日、祝

体を温める大切さや、簡単に体を温める方法を日常の生活習慣や
道具などを使って解消しましょう。

2/1（木）・2/15（木） 
14:00～15:00

●会場 健康サポート専門店
●講師 加藤 秀幸　
●材料費 0円
●定員 5名　
●対象 風邪をひきやすい方、肩こり

など体の不調が気になる　
●持ち物 特になし

20

☎0120ー1414ー17

健康を勝ち取った方を
取材して分かった 8つの法則！

健康サポート専門店
船場東2-1-20 ABCビル2F／受付：9:30～18:00／定休日：土、日、祝

健康になる為に共通することや、最近の話題の腸内フローラなど
に焦点をあててご説明させて頂きます。

1/24（水）・2/21（水） 
14:00～15:00

●会場 健康サポート専門店
●講師 高島 潤　
●材料費 0円
●定員 5名　
●対象 ご病気やアレルギー、食事内

容や生活習慣についてお困
りの方　

●持ち物 特になし

21

☎0120ー1414ー17

コリ・病気を和らげ、
力が湧き出る体操と向き合い方

健康サポート専門店
船場東2-1-20 ABCビル2F／受付：9:30～18:00／定休日：土、日、祝

肩こり・腰痛・病気を簡単な運動と考え方で変化する方法があれ
ば知りたくないいですか？

1/25（木）・2/8（木） 
14:00～15:00

●会場 健康サポート専門店
●講師 坂井 正典　
●材料費 0円
●定員 5名　
●対象 体に不調がある方や食事療

法や運動をしても病状が変
わらない方　

●持ち物 特になし
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☎0120ー1414ー17

あなたに合う自然食品や健康食品、
流行の商品の徹底解説

健康サポート専門店
船場東2-1-20 ABCビル2F／受付：9:30～18:00／定休日：土、日、祝

初めての方でも 16 年の経験からお勧めの自然食品など試飲や試
食を交えてご説明させて頂きます。（事前にお知らせいただけれ
ば当店取扱商品 8000 点の中から気になる商品があれば試食試
飲も可能！） 1/31（水）・2/7（水） 

14:00～15:00
●会場 健康サポート専門店
●講師 加藤 秀幸　
●材料費 500円（食品代等）
●定員 5名　
●対象 食事や健康に関して興味が

ある方　
●持ち物 特になし

23 訪問看護 なるほど塾

きららリハビリ訪問看護ステーション
西宿３－１６－１ 西宿ファミリーハイツ２０６

／受付：8:45～17:45／定休日：土、日

イザとういうときにあわてないように、在宅医療について一緒に
考えてみませんか？

2/14（水）・2/16（金） 
13:00～14:00

●会場 きららリハビリ訪問看護　　
　　　   　　　　　  ステーション 

●講師 久保田 牧子　
●材料費 0円
●定員 10名　
●対象 どなたでも
●持ち物 特になし

☎072ー730ー2166

24
冷え性やむくみ、足のツリなど改善させる為のお話と体験をして
いただきます。
1/24（水）・2/10（土）・2/21（水）・2/28日（水）
14:00～15:00

●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、足のツリに　

困っている方
●持ち物 フェイスタオル
　　　　　　　　（足の出る服装で）

箕面駅前整骨院
箕面6-2-5 みのおサンプラザ2号館２０２

／受付：9:00～12:00、16:00～20:00／定休日：日・祝

冷え性・むくみ・足のツリ 改善体験

☎072ー724ー1161

25 本当に分かっている？
スポーツ活動と体幹について！

よしだ鍼灸整骨院
牧落3-4-23（スーパーライフ前）／受付：月～土9:00～13:00、

月～金15:30～20:00／定休日：土曜午後、日祝

最近話題になっている体幹トレーニング等についての
考え方

1/20（土） 14:00～15:00
●会場 よしだ鍼灸整骨院
●講師 吉田 宗生　
●材料費 0円
●定員 5名　
●対象 体幹が気になる方、
　　　  小学生以上（親同伴）　
●持ち物 特になし

☎072ー720ー5448

小学生以上
親同伴

26

よしだ鍼灸整骨院
牧落3-4-23（スーパーライフ前）／受付：月～土9:00～13:00、

月～金15:30～20:00／定休日：土曜午後、日祝

親子で一緒に姿勢の確認などをします。

1/27（土）・2/10（土）
 14:00～15:00

●会場 よしだ鍼灸整骨院
●講師 吉田 宗生　
●材料費 0円
●定員 8名（4組）　
●対象 親子（小学生以上）　
●持ち物 特になし

☎072ー720ー5448

親子小学生以上

お子様は大丈夫？
姿勢に影響する
3つの要因！ 27 mini ハンドケア講座

～お母さんから子どもさん、ご両親へ～

ゆらぎスタイル箕面
牧落1-19-19／受付：10:00～18:00／定休日：火

「飛び出す大脳」といわれる程、敏感な感覚器官のハンドケアを
少し学んでお家でケアしませんか。

1/19（金）・2/8（木） 14:30～15:30
1/25（木）・1/26（金）・2/10（土） 11:00～12:00

●会場 ゆらぎスタイル箕面　
●講師 春木もしくは谷口　
●材料費 500円（ゆずケア材）　
●定員 4名　
●対象 どなたでも　
●持ち物 フェイスタオル2枚

☎072ー702ー1735

28 新感覚のソフト整体で痛み解消

マドンナ鍼灸整骨院
西小路1-8-11-106／受付：8:30～19:00（水・土のみ14:00まで）

／定休日：日・祝

ゆりかごに揺れるような感覚のマッサージとは異なる整体を是非
体験して下さい。

1/24（水）・2/10（土）・2/21（水） 
15:00～16:00

●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 特になし

☎072ー723ー6089

29

☎072ー723ー6089マドンナ鍼灸整骨院
西小路1-8-11-106／受付：8:30～19:00（水・土のみ14:00まで）

／定休日：日・祝

反り腰のままでは、身体に負担がかかります。骨盤の動かし方で
変わる歩き方を教えます。

1/31（水）・2/14（水）・2/28（水）
 15:00～16:00

●会場 マドンナ鍼灸整骨院
●講師 松本 葵　
●材料費 0円
●定員 4名
●対象 女性
●持ち物 特になし

身体に
負担をかけない美ぼねウォーキング 30 簡単！体幹トレーニングバランスアップで

スムーズな身体に

（株）公益社 終活広場
牧落3-1-4／受付：10:00～18:00／定休日：1月1日

自宅にある椅子等を使った簡単なエクササイズで体幹や下肢筋力
アップを目指しましょう！

2/ 6 （火） 15:00～16:00
２/１９ （月） 10:00～11:00、13:00～14:00

●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）

●講師 中住 哲也　
●材料費 0円
●定員 8名　
●対象 どなたでも　
●持ち物 特になし

☎072ー725ー1077

2018年
1月19日（金）～
　2月28日（水）

1月15日（月）から

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

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。

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

37

（株）モリタ
坊島4-1-1／受付：9:00～17:00／定休日：土曜午後・日・祝

☎072ー722ー1231

包丁のお手入れ、
　研ぎ方お教えします

包丁が切れなくて悩んでいる方集まれ！！MY 包丁持参で研ぎ方
実践

1/25（木）・2/2（金） 
10:30～12:00、13:30～15:00
●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

38 整理収納タイプ診断
　　「わける」体験付！

＋Comfort（プラスコンフォート）
萱野5-13-48／受付：10:00～18:00／定休日：日・祝

☎072ー746ー8542

整理収納は「わける」が大事！
前回の「わけるくん」セミナーをバージョンアップします。

1/24（水）・2/23（金） 
10:30～12:00

●会場 （株）モリタ 2F second M
　　　  　　　　　　　　坊島4-1-1
●講師 高橋 真美子　
●材料費 500円（資料代）
●定員 10名　
●対象 大人　
●持ち物 筆記用具

39 美しく生きるためのメイク
　　　＆お片付けレッスン！

＋Comfort（プラスコンフォート）
萱野5-13-48／受付：10:00～18:00／定休日：日・祝

☎072ー746ー8542

年齢問わず人も家も美しくありたい貴女！
お肌とお家のお悩み解決レッスンです。

1/24（水）・2/23（金） 
13:00～14:30
●会場 （株）モリタ 2F second M
　　　  　　　　　　　   坊島4-1-1
●講師 金山 佳子＆盛尾 浩子　
●材料費 500円（資料代）
●定員 10名　
●対象 大人　
●持ち物 筆記用具

40 幸せアップ手相講座

＋Comfort（プラスコンフォート）
萱野5-13-48／受付：10:00～18:00／定休日：日・祝

☎072ー746ー8542

手のひらには可能性が沢山！
自己診断の方法と手相を活用した幸せ時間の作り方を伝授

1/24（水）・2/23（金） 
15:00～16:30
●会場 （株）モリタ 2F second M
　　　  　　　　　　　   坊島4-1-1
●講師 土本 晶子　
●材料費 500円（資料代）
●定員 10名　
●対象 大人　
●持ち物 筆記用具

毎日を
ワクワクさせる

41 ねんきん定期便の見方、教えます

夢を叶える保険屋さん
坊島4-1-1（（株）モリタ）／受付：9:00～17:00／定休日：土曜午後・日・祝

☎072ー722ー1231

毎年送られてくる「ねんきん定期便」　ちょっと分かり難くない
ですか？実際自分がいくらもらえるのかお伝えします。

1/27（土）・2/6（火） 
10:30～12:00

●会場 （株）モリタ2F 
　　　 　　　　second M
●講師 竹内 和也　
●材料費 0円
●定員 4名　
●対象 国民年金、　　　　　　

厚生年金保険加入者
●持ち物 ねんきん定期便

42 知って得する、お金の増やし方

夢を叶える保険屋さん
彩都粟生南1-16-29（(株)ケイ・ジェイ・ワークス）／受付：9:00～18:00

／定休日：なし

☎080ー5383ー4588

株・外貨・保険・定期預金・・・お金を増やす方法はたくさんあ
りますが、みなさんはどんな方法を取られていますか？ワイワイ
話をしながら、情報交換しませんか？

1/27（土） 13:00～14:30
●会場 彩都くらしの杜内 かぐら
●講師 竹内 和也　
●材料費 0円
●定員 4名　
●対象 お金の運用をしたことがある方
●持ち物 特になし

43

（株）ケイ・ジェイ・ワークス
彩都粟生南1-16-29／受付：9:00～18:00／定休日：火曜日

☎072ー728ー5597

「お片づけ講座」
新1年生の
ママのための

春から新1年生！ ランドセル置場や学習スペースのお片づけの
悩み、お話しませんか。

2/8（木） 10:30～11:30
●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 新1年生のママ
●持ち物 筆記用具

44

（株）ケイ・ジェイ・ワークス
彩都粟生南1-16-29／受付：9:00～18:00／定休日：火曜日

☎072ー728ー5597

蜜ロウワックスで
木の家のメンテナンスを体験

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

1/31（水） 13:30～14:30
●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 木の床染みや扉の取っ手の　　

手垢が気になる方！
●持ち物 特になし

45 はじめての資産運用

日本アジア証券（株）箕面支店
箕面6-4-46  ミノオメイト２F／受付：9:00～17:00／定休日：土・日・祝

☎072ー724ー5111

NISA（ニーサ）？iDeCo（イデコ）って何？等々、疑問にズバリ
お答えします！

2/6（火）・2/8（木）・2/13（火）・2/15（木・2/20（火）
15:30～16:30

●会場 日本アジア証券 箕面支店　
●講師 間山 哲佳　
●材料費 0円　
●定員 1名～3名程度　
●対象 どなたでも　
●持ち物 特になし

46

マドンナ鍼灸整骨院
西小路1-8-11-106／受付：8:30～19:00（水・土のみ14:00まで）

／定休日：日、祝

☎072ー723ー6089

昨今の婚活事情！
1年以内の結婚も夢じゃない！

婚活中のご本人、独身のお子様を持つ親御様にも必ず役立つ情報
を特別にお教えします。

1/20（土） 15:00～16:00
2/ 4  （日） 10:00～11:00

●会場 マドンナ鍼灸整骨院
●講師 坪井 恵　
●材料費 0円　
●定員 5名　
●対象 どなたでも　
●持ち物 特になし

47

スマイル・ユー
大阪市淀川区西中島6-2-3／受付：9:00～21:00／定休日：なし

☎090ー3623ー1690

今の自分のクセを知る講座
人はその時々に感情が変化します。そんな変化する自分のクセを
「エゴグラム」で知る講座です。

2/10（土） 13:00～14:30
●会場 スマイル・ユー
　　　 如意谷2-1-4-2
●講師 三宅 裕子　
●材料費 400円（資料等）　
●定員 4名　
●対象 どなたでも　
●持ち物 筆記用具

48 困らない「コマッタ！」どうしてますか？
～うちの壁なんとかしたい～

（株）インテリア館リノプラス
西宿3-17-31／受付：10:00～18:00／定休日：水曜日

☎072ー729ー1351

おうちのちょっとした困りごと放置していませんか？知れば安心、
聞けばお悩み解決かも？今回はクロス壁のお悩み事を中心に、
あなたにもできる解決用法を教えます！

1/27（土） 13:00～14:00
●会場 インテリア館ミズタニ 2F　
●講師 吉武 巌 or 蘆田 重喜　
●材料費 100円（クロス専用のり等）
●定員 5名　
●対象 小さな修繕は自分でしたい方
●持ち物 おうちの壁のお悩み、　　　　

　　カッターナイフ（あれば使い
　　なれたもの）、30cm 定規

49 司法書士と学ぶ相続・遺言

箕面司法書士事務所
桜4-17-27　デュンケル・ブラウ201号室／受付：9:00～18:00

／定休日：土・日・祝

☎072ー736ー9995

相続と遺言について基本から学んでみませんか。
一緒に相続関係図を書いてみましょう。

2/2（金）・ 2/3（土） 
14:00～15:00
●会場 箕面司法書士事務所　
●講師 柴田 依久子　
●材料費 0円
●定員 4名　
●対象 どなたでも　
●持ち物 特になし

50 ゴルフスイングお悩み相談室
レッスンを受けているのに上達しない…それは技術だけのせいで
はないかもしれません

1/27（土）・2/24（土）
13:30～14:30
●会場 メガネのサンクス　
　　　 　　　  箕面6-4-24
　　　 　　　  サンクスみのおビル2F
●講師 髙橋 光太郎　
●材料費 0円　
●定員 3名　
●対象 ゴルフの上達を目指す方
●持ち物 練習やラウンドで使用する靴

☎090ー2704ー8225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：土曜午後・日・祝

51 ゴルファーのための
目線と身体バランス講座

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

☎072ー723ー5432

アドレスやスイングを安定させる目線・身体バランスを知って
楽にラウンド、スコアアップ！
1/23（火）・2/1（木）・2/13（火）・2/20（火）

10:30～11:30
●会場 メガネのサンクス　
●講師 石田 金治郎・髙橋 光太郎　
●材料費 0円　
●定員 3名　
●対象 ゴルフの上達を目指す方
●持ち物 練習やラウンドで使用する靴、

　パター

52 全員集合！

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

☎072ー723ー5432

メガネが安定しない訳を説明しながら、原因を探ります。今後の
メガネフレーム選びに活用して下さい。

1/28（日）・2/9（金）・2/15（木） 10:30～11:30
1/28（日）・2/15（木） 18:30～19:30

●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 メガネでお困りの方
●持ち物 お持ちのメガネ

メガネがズレて
　 困っている人、 53 何でも相談室

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

☎072ー723ー5432

メガネの疑問、
　 お悩み、

メガネに関するあらゆる疑問にお答えします。見え方、使い方、
お手入れ方法etc（これから使う方も）

2/3（土）・2/11（日） 10:30～11:30
2/5（月） 10:30～11:30、18:30～19:30
●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
●持ち物 なし orメガネ

54 生前整理をはじめましょう
～生き活「物・心・情報の整理」～

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

☎072ー723ー5432

思い出の物や写真の整理方法など、生前整理の考え方のエキスを
60分でお伝えします。

1/29（月）・2/4（日）・2/8（木）・
2/16（金）・2/19（月）・2/27（火）
10:30～11:30

●会場 メガネのサンクス　
●講師 齋藤 壽美子　
●材料費 0円　
●定員 4名　
●対象 どなたでも
●持ち物 特になし

55「乳がん」について知りましょう

ほけんチェック箕面店
箕面6-3-1-113／受付：10:00～16:00／定休日：日曜日

☎0120ー308ー740

乳がんについて、治療の種類や費用、セルフチェックの方法など
お話しいたします。

1/24（水）・2/1（木） 
11:00～12:00、13:00～14:00
●会場 ほけんチェック箕面店　
●講師 花房 沙良　
●材料費 0円　
●定員 5名　
●対象 どなたでも　
●持ち物 特になし

56 生命保険の新聞広告 徹底解説

ほけんチェック箕面店
箕面6-3-1-113／受付：10:00～16:00／定休日：日曜日

☎0120ー308ー740

新聞やテレビでよく見る保険会社の医療保険。賢く上手な選び方
を徹底解説します。あなたは損をしていませんか？

1/25（木）・1/31（水） 
11:00～12:00、13:00～14:00
●会場 ほけんチェック箕面店　
●講師 門倉 拓弥　
●材料費 0円　
●定員 3名　
●対象 どなたでも　
●持ち物 特になし

57 学資保険の選び方講座

ほけんチェック箕面店
箕面6-3-1-113／受付：10:00～16:00／定休日：日曜日

☎0120ー308ー740

可愛い子ども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。

2/7（水）・2/15（木） 
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 どなたでも　
●持ち物 保険証券等、
　　　　  内容のわかるもの

58 60 才以上の方限定
老後の生命保険、整理の仕方

ほけんチェック箕面店
箕面6-3-1-113／受付：10:00～16:00／定休日：日曜日

☎0120ー308ー740

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。

2/14（水）・2/22（木） 
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

59

ほけんチェック箕面店
箕面6-3-1-113／受付：10:00～16:00／定休日：日曜日

☎0120ー308ー740

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。

2/8（木）・2/21（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 どなたでも　
●持ち物 保険証券等、　　　　

　内容のわかるもの

最新生命保険の選び方
家計の
　節約 60

（株）公益社 終活広場
牧落3-1-4／受付：10:00～18:00／定休日：1月1日

☎072ー725ー1077

初めての写経心静かに

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にもぜひ

1/31（水） 13:30～14:30
2/ 6（火） 10:00～11:00
●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）
●講師 中村 皓存　
●材料費 500円（写経セット）　
●定員 8名　
●対象 どなたでも　
●持ち物 特になし

61 10 名前後のお葬式（聖苑）

（株）公益社 終活広場
牧落3-1-4／受付：10:00～18:00／定休日：1月1日

☎072ー725ー1077

10人前後のお葬式をお考えの方に、実例を交えてお話します！

1/31（水） 15:00～16:00
2/ 6（火） 13:30～14:30
●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）
●講師 松崎 泰久　
●材料費 0円　
●定員 8名　
●対象 どなたでも
●持ち物 特になし

62 簡単！誰でも書ける人生の地図

（株）公益社 終活広場
牧落3-1-4／受付：10:00～18:00／定休日：1月1日

☎072ー725ー1077

質問に答えるだけで書けるエンディングノート。誰しも持ってい
る大切にしたい想い。あなたの手で、自ら望む人生地図を書こう！

1/31（水） 11:00～12:00
●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）
●講師 川尻・清川　
●材料費 500円
　　　　（エンディングノート代）
●定員 8名　
●対象 どなたでも
●持ち物 特になし

63

☎072ー730ー0880

あなたがよりいっそう
いきいきと健康的に輝くパーソナルカラー診断

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

似合う色を身につけて魅力アップしてみませんか？似合う色を
見つけましょう。

1/29（月）・2/21（水） 
10:00～11:00、13:00～14:00、14:00～15:00、15:00～16:00

●会場 マザーリーフ　
●講師 田中 靖子　
●材料費 500円（資料代）　
●定員 2名　
●対象 女性
●持ち物 カラーコンタクトの方は　

　 コンタクトケース持参

68 わたし歴最幸のモチモチ肌体験

マドンナ鍼灸整骨院
西小路1-8-11-106／受付：8:30～19:00（水・土のみ 14:00まで）

／定休日：日、祝

☎072ー723ー6089

毎朝、鏡の前で悩んでいるあなただから、是非体験していただき
たい美顔鍼

1/27（土）・2/7（水）・2/24（土） 
15:00～16:00

●会場 マドンナ鍼灸整骨院
●講師 釜中 崇充　
●材料費 500円（鍼代）　
●定員 3名　
●対象 女性　
●持ち物 特になし

69 柔らかスベスベ明るい肌へ♪

☎070ー5342ー8078

寒い日が続くせいか、肌がくすんでゴワつく。そんなお悩み肌に
さよならしましょう♪

1/26（金） 13:00～14:30
2/ 8（木） 11:00～12:30
2/20（火） 12:00～13:30
●会場 フェイシャルサロン　　　　

　　　　　　ウェリアイナ
●講師 岡﨑 由香子　
●材料費 500円（化粧品代）
●定員 4名　
●対象 女性　
●持ち物 フェイスタオル1枚

メナードフェイシャルサロン ウェリアイナ
稲1-5-22 グラシアミノオⅡ B101号／受付：10:00～18:00／定休日：日・祝

71

みのおガーデン
箕面6-5-2／受付：10:00～19:00／定休日：なし

☎072ー721ー7093

プリザーブドフラワーでかわいいアレン
ジをつくろう。

1/23（火） 14:30～15:30
●会場 みのおガーデン　
●講師 佐々木 美豊　
●材料費 3,000円（花材代）
●定員 5名　
●対象 どなたでも　
●持ち物 持帰り用袋

素敵なプリザ♡ 72

みのおガーデン
箕面6-5-2／受付：10:00～19:00／定休日：なし

☎072ー721ー7093

お花とグリーンと使って、かわいい
ブーケを作ります。

1/24（水） 14:30～15:30
●会場 みのおガーデン　
●講師 平井 和美　
●材料費 3,000円（花材代）
●定員 5名　
●対象 どなたでも　
●持ち物 花切バサミ

ブーケ作り 73

みのおガーデン
箕面6-5-2／受付：10:00～19:00／定休日：なし

☎072ー721ー7093

季節のお花を使ってアレンジメント
を作ります。

2/28（水） 14:30～15:30
●会場 みのおガーデン　
●講師 平井 和美　
●材料費 3,000円（花材代）
●定員 5名　
●対象 どなたでも　
●持ち物 花切バサミ

春のかおりのアレンジメント

☎072ー730ー7550

乾燥に
負けない 美肌の育て方レッスン

フェイシャルサロン スイーツ
石丸2-18-19 リバティハウス箕面110号／受付：9:00～20:00

／定休日：日・祝

乾燥が気になる季節、ご自分にあったお手入れでツルピカなお肌
に。お気軽にご参加下さい。

1/19（金）・1/23（火）・2/3（土） 
10:00～12:00
●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 0円
●定員 4名　
●対象 女性　
●持ち物 特になし

70 私だけの“絶対美人眉”教えます♪

☎070ー5342ー8078メナードフェイシャルサロン ウェリアイナ
稲1-5-22 グラシアミノオⅡ B101号／受付：10:00～18:00／定休日：日・祝

眉の書き方をわかりやすく教えます。アイメイクの仕方も一緒に
やってみましょう♪
1/26（金）10:00～11:30　2/ 5（月）13:30～15:00
2/14（水）12:00～13:30　2/23（金）13:00～14:30
2/26（月）14:00～15:30

●会場 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 普段お使いのメイク品
　　　　 　　　　（サロンにもあります）
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☎090ー2704ー8225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：土曜午後・日・祝

人生100年時代を生きる
超姿勢講座

姿勢が悪いのは年齢や筋力のせいだけではありません。
ブレない体を手に入れるための姿勢講座です。

1/27（土）・2/24（土） 10:00～11:00
●会場 （株）モリタ 2F secondM
　　　 　　　　　　　  坊島4-1-1
●講師 髙橋 光太郎　
●材料費 500円（資料代）
●定員 5名 
●対象 姿勢やゆがみが気になる方、
　　　 健康を維持したい方
　　   （※親子参加歓迎）
●持ち物 特になし

おやこ参加
歓迎

32

☎090ー2704ー8225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：土曜午後・日・祝

ヒトは動かないとドンドン衰えてしまいます。歩くメリットや身
体のルールに基づいた靴の選び方をご紹介

1/23（火）・2/13（火） 
14:00～15:00
●会場 （株）モリタ 2F secondM
　　　 　　　　　　　　坊島4-1-1
●講師 髙橋 光太郎　
●材料費 500円（資料代）
●定員 5名
●対象 ウォーキングや運動を楽しみたい

方、運動不足を感じている方
●持ち物 ウォーキングや運動時の靴

歩いてハッピーホルモンを出そう！ 33

☎090ー2704ー8225

超カンタン体操で発熱できるカラダに！冷えの豆知識と解消のた
めに知って得するお話

2/1（木）・2/20（火） 14:00～15:00
●会場 （株）モリタ 2F secondM
　　　 　　　　　　　 坊島4-1-1
●講師 髙橋 光太郎　
●材料費 500円（資料代）
●定員 5名
●対象 健康に関心がある方、
　　　 冷えが気になる方
●持ち物 特になし

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：土曜午後・日・祝

5 分の体操で冷え退治 34 おしゃれで長持ちする
寄せ植えの作り方

Green note…グリーンノート
萱野4-11-1／受付：10:00～18:30／定休日：火曜

☎072ー723ー4187

寄せ植え作成のコツや、植物選びのポイント
も伝授。ご自宅の空いた鉢をお持ちくださ
い。(直径25㎝、深さ15㎝程度）

1/25（木）・2/10（土） 
10:30～12:00

●会場 グリーンノート　
●講師 曽谷 恵美　
●材料費 2,000円
　　　　（苗、用土代 ※鉢サイズにより増減有）
●定員 4名　
●対象 どなたでも　
●持ち物 手袋、エプロン、鉢（店での購入可）

35 ランの育て方のお悩みにお答えします

Green note…グリーンノート
萱野4-11-1／受付：10:00～18:30／定休日：火曜

☎072ー723ー4187

花が終わったランの扱いにお困りではないですか？
ご自宅でも再び花咲く育て方をご説明します。

2/18（日） 
10:30～11:30、14:00～15:00

●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
　　　　 （あれば自宅のラン）

36 日陰の庭の植物選び

Green note…グリーンノート
萱野4-11-1／受付：10:00～18:30／定休日：火曜

☎072ー723ー4187

お庭やベランダで、日当たりがあまり
良くない場所におすすめの植物をご提
案します。

2/22（木）・2/24（土） 
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 5名　
●対象 どなたでも　
●持ち物 筆記用具
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☎072ー730ー0880メナードフェイシャルサロン マザーリーフ
稲6-10-5 稲ビューハイツ203号／受付：9:30～19:00／定休日：日・祝

毎日のお手入れ本当に大丈夫？！今さら聞けない正しいお手入
れ方法をお教えしちゃいます♡

2/13（火） 10:00～12:00
2/8（木）・2/24（土） 13:00～15:00

●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 4名　
●対象 女性
●持ち物 特になし

シワ・シミ・毛穴 あきらめないで！！
輝け 素肌美人★ 65

☎072ー730ー0880

あなたも
できる♡

エステセラピスト（メナードレディ）

 「お仕事体験会」

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

みんなでワイワイ楽しく、エステのお仕事プチ体験、エステの舞
台裏のぞいてみませんか？お子様連れでもOKです。

1/27（土） 15:00～17:00
2/9（金）・2/19（月） 10:00～12:00

●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 笑顔がステキな女性限定
●持ち物 特になし

66

☎072ー730ー0880

自分でできるビューティハンドケア

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

カゼをひきやすいこの季節、ハンドケア＆爪もみで免疫力アップ
しましょう。

1/27（土）・2/6（火）・2/28（水） 10:00～11:00
1/30（火）・2/15（木） 14:00～15:00

●会場 マザーリーフ　
●講師 前田 みゆき　
●材料費 0円　
●定員 6名
●対象 女性
●持ち物 タオル

67

☎072ー730ー0880

メイク大好きスズちゃんにおまかせ
メイク苦手意識をまるっと解決

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

メイクの仕方が分からない。苦手と思っている方！！
あなたが楽しいと思えるメイク法をみつけてもっとメイクを楽し
みませんか？ 2/2（金）・2/14（水） 

10:00～12:00、13:00～15:00
●会場 マザーリーフ　
●講師 大石 すず子　
●材料費 500円（化粧品代）　
●定員 2名
●対象 女性
●持ち物 特になし

74


