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●定員になり次第締め切らせていただきます。 ●申し込みは各店の受付時間内にお願いします（受付初日は電話回線の混雑が
予想されます）。●受講者対象者が限定されている講座があります。お子様連れの方は電話受付時に同伴可能かご確認ください。
●各講座ともに、お申込みの際に受講時の持ち物をご確認ください。●講座内容によっては材料費がかかります。（講座当日に
会場で徴収）。材料費の詳細は、お申込みの際に各店舗にてご確認ください。 ●講座会場で他の受講者に対する営業活動や勧
誘はご遠慮ください。●小学生以下の方は保護者同伴でご参加をお願いいたします。

※オンライン講座はチラシ記載のQRコードからお申し込みください。

Google マイマップにアク
セスします。リストから受講
したい講座を開いている店
舗名を選べば、詳しい地
図がご覧いただけます。

新型コロナウイルス感染症予防対策

受講者の
皆様へのお願い

安心・安全

講師店の
予防対策

感染対策をとっての開催となります。感染状況によっては開催を中止・延期にする店舗があります。まずは、気になるお店にお電話をおかけください。

2.1   → 2.282021開催期間 月 日

第12回

受 講 無 料
販売・勧誘もありません

ゼミを選ぶ1
STEP

チラシを見て受講したい
講座を選ぶ。

申し込む2
STEP

「まちゼミの申込です。」
とお店に直接申し込む。

参加する3
STEP

時間・場所を間違えない
ようご注意ください。

参加店
MAP

「まちゼミ」とは？
お店の方が講師となって、プロならで
はの知識や情報、コツを無料で教えて
くれる少人数制のミニ講座です。

お店が
教室になる

1.25
申込受付
スタート！

月

41
学 ぶ 自宅の網戸を張替えてみよう！

お家の換気は冬でも必要です

窓・サッシなら！ MADOショップ阿南上中店 ヤマザワサッシュサービス

申込み

0884-22-4285
▪上中町南島803-3
▪受付 9:00～17:00
▪㊡日曜

⃝定員／各 3名 ⃝材料費／ 300円 
○準備物／自宅の網戸 1枚（幅 90cm×高さ 150cmまで） 

自宅の網戸を使って実際に
網戸ネットを張り替えても
らいます。作業をしながら
キレイに仕上げるコツをお
教えします。女性の方もお
気軽にどうぞ！
（講師：山澤威史）

2/11㈭・2/13㈯・
2/26㈮

10:00～11:00

42
学 ぶ うつわのお話
（目止めを体験）

五感に心地良い暮らしの道具 雑貨店Bancdoux

申込み

090-7148-8795
▪才見町鴨田50
▪受付 10:00～19:00
▪㊡月曜・金曜

⃝定員／各３名 ◯準備物／目止めしたいうつわ（あれば）

おうちごはんが増えた
今、うつわ好きな方も比
例して多くなっていま
す。うつわの種類や手入
れ法のひとつ「目止め」
のことを実践を交えてお
話します。（講師：坂東愛佳）

2/  1㈪ 14：00～15：00
2/  8㈪ 11：00～12：00
 18：00～19：00
2/19㈮ 19：00～20：00

よる

43
学 ぶ 冬のラブレター for you !
ペーパーフラワーを添えて

いつもいつでも特売価格 肉の杉屋

申込み

090-7572-7834
▪羽ノ浦町春日野1-174
▪受付 10:00～16:00
▪㊡無休

⃝定員／各 6名  ⃝材料費／ 200円ペーパフラワー代
◯準備物／便箋・ペン ○会場／羽ノ浦町商工会館

あなたの大切な人に想
いが届く心に響くラブ
レターを書きましょう。
メールや LINE では表現
できない気持ちがしっか
り伝わるといいですね。
（講師：原田和子）

2/6㈯・2/26㈮
13:30～15:00

44
学 ぶ お肉を学んで「食」の楽しみを

膨らまそう！フードロスとともに

いつもいつでも特売価格 肉の杉屋

申込み

090-7572-7834
▪羽ノ浦町春日野1-174
▪受付 10:00～16:00
▪㊡無休

⃝定員／各 6名 ○会場／羽ノ浦町商工会館

生産から流通、消費、調理
までお肉のことをもっと
知って豊かな食生活を楽し
んでいただけたらと思いま
す。同時にフードロスも
しっかり学びましょう。
（講師：原田 和子〈お肉博士、
フードロスコーディネーター〉）

2/9㈫・2/19㈮
13:30～15:00

45
学 ぶ Sudatch子どもセミナー
「生物多様性ってなぁに？」

マチ、人づくりをサポート すだっち阿南 Sudatch anan

申込み

0884-49-3899
▪富岡町今福寺42-1 
▪受付 9:00～17:00
▪㊡土曜・日曜・祝日

⃝定員／ 5組 (10 名 ) ⃝対象／小学生と保護者 
◯準備物／筆記用具

市内のホットスポットに生
息するオヤニラミやカタツ
ムリなどの希少生物や身近
な生き物の役割など、みん
なの暮らしを支えている生
物多様性について学びま
しょう。(講師：阿南高専准教授・
大田直友、研究員 坂本真理子 )

2/11 （木・祝）
10:00～11:30

おやこ

46
学 ぶ

「BMX」に乗ってみよう♪

マチ、人づくりをサポート すだっち阿南 Sudatch anan

申込み

0884-49-3899
▪富岡町今福寺42-1 
▪受付 9:00～17:00
▪㊡土曜・日曜・祝日

⃝定員／各（3～ 6歳）2名・（6 ～ 9 歳）1名 ⃝対象／ペダル自
転車に乗れる子どもと保護者 ◯準備物／ヘルメット・あれば防具
（膝・肘）・動きやすい服装 ※ BMXは用意します。

東京オリンピックの正式種目
となった BMX。阿南市に移
住してきた元オーストラリア
チャンピオンと一緒に BMX
の楽しさを体感しませんか！
( 講師：片岡えいじ BMXフラット
ランド部門の元プロライダー )

2/6㈯・2/13㈯
10:00～11:00

おやこ

47
学 ぶ 書を楽しむための
美文字レッスン!

書を楽しむ 賀上書道教室

申込み

090-7572-0085
▪富岡町内町185-1 
▪受付 8:00～14:00
▪㊡月曜・木曜

⃝定員／各 4 名 ⃝材料費／500 円 

初心者から経験者さん！ど
なたでも大歓迎！基本から
お伝えいたします。ペン字・
毛筆何でもOK ！色紙プ
レゼント致します。
( 講師：賀上宏実 )

2/2㈰・2/9㈰
10:00～11:00

48
学 ぶ 美味しいコーヒーとは？
美味しいコーヒーの淹れ方

伝えるをカタチに 太陽高速印刷

申込み

0884-22-0268
▪冨岡町佃町557-1 
▪受付 8:00～14:00
▪㊡土曜・日曜・祝日

⃝定員／各 4 名 ⃝材料費／500 円 

あなたのコーヒーに関する疑問
を解決します！まずは美味しい
コーヒーを一緒に見つけましょ
う。①コーヒーを美味しく飲む
為の基礎知識②コーヒーを飲み
比べて、自分好みのコーヒーを
探そう③簡単な抽出方法
( 講師：岡﨑裕樹 )

2/14㈰・2/21㈰
10:00～

49
学 ぶ アフターコロナに
お祭りの企画しよう!!

コロナをぶっとばせ  セイシン

申込み

0884-22-0268
▪新野町片山142-1
▪受付 10:00～19:00
▪㊡無休

⃝定員／5 名 ⃝材料費／なし ○準備物／筆記用具・メモ帳 

新型コロナの影響で地域の
お祭りやイベントの中止が
相次ぎました。アフターコ
ロナに向けて、今こそ地域
を盛り上げるお祭りやイベ
ントを計画しましょう。
( 講師：西川達也 )

2/22㈪
13:00～14:00

50
グルメ 初めてでも簡単に作れる
パン作り♪

食を通してワクワクと感動を  wuto wurk

申込み

0884-27-3377
▪橘町北新田１-２
▪受付 10:00～17:00 
▪㊡火曜

⃝定員／各４名 ⃝材料費／500 円
○準備物／エプロン・タオル・保冷バッグ

焼きたてのパンの虜に♪家
事の合間に作れる低温発酵
パンをお伝えします。家族
にも喜んでもらえる～復習
のお土産パン付き！
( 講師：桂木 久美子 )

2/8㈪ 10:00～12:00
2/9㈫ 10:00～12:00
2/9㈫ 13:30～15:30

51
グルメ バレンタインデーに手作りの

クッキーを贈りませんか？

食を通して happy に  アナザーリビング

申込み

090-7579-7117
▪畭町新はり107-2
▪受付 10:00～17:00 
▪㊡無休

⃝定員／各４名 ⃝材料費／ 300円
○準備物／筆記用具・エプロン・タオル

小麦粉とバター、砂糖、卵
を使ってベーシックでシン
プルなアイスボックスクッ
キーを作ります。丸くした
り四角くしたり、お好きな
形に挑戦してください。
( 講師：藤崎裕子 )

2/5㈮・2/6㈯・2/7㈰
10:30～12:00

52
グルメ アマビエを作って
疫病退散

お菓子を通じて喜びと満足を提供します。 もみじや

申込み

0884-22-0115
▪富岡町内町244
▪受付 9:00～17:00
▪㊡日曜・第３火曜

⃝定員／各６名 ⃝材料費／ 300円
○準備物／タオル・エプロン・三角巾

練り切りでアマビエを作っ
てもらいます。その他季節
の花なども 2 種類程作る
楽しい和菓子体験教室で
す。( 講師：久保大樹 )

2/10㈬・2/11㈭
14:00～15:30

54
グルメ オリジナルオレンジ
ソースの作り方

真面目が取り得のホテルです ホテル石松

申込み

0884-22-0126

⃝定員／各５名 ⃝材料費／ 500円
○準備物／エプロン・タッパー

当店でも実際に使用してい
るオレンジソースを作っ
て、旬のお魚と一緒にお食
べください。
( 講師：松岡聖馬 )

2/4㈭・2/8㈪
14:00～15:30

▪富岡町トノ町113-3
▪受付 10:00～22:00
▪㊡無休

53
グルメ おうちでフレンチ！フラン

ス料理をつくりましょう！

自然はフレンチ レストラン Loup

申込み

0884-28-9901
▪羽ノ浦町岩脇原平97
▪受付 9:00～11:00
          15:00~17:00
▪㊡火曜・水曜

⃝定員／各６名 ⃝材料費／ 300円 ○準備物／エプロン

フランスの家庭料理を作っ
ていただきます。今回はマ
ヨネーズを手作りして、家
庭でもできるサラダを作り
ます。( 講師：佐竹博規 )

2/16㈫
①10:00～11:00
②13:00～14:00

55
グルメ おばあちゃんの
コロッケ

阿南にもう一つの我が家を 民宿茶夢

申込み

0884-22-0511

⃝定員／４名 ⃝材料費／ 500円 ○準備物／エプロン

みんな大好き揚げたてコ
ロッケ。手順が面倒で敬遠
されがちですが、破れにく
い衣の付け方やコクが増す
隠し味など、ちょっとした
コツをお伝えします。
( 講師：表原千鶴 )

2/21㈰
11:00～13:00

▪富岡町あ石27-5
▪受付 10：00～16：00
▪㊡日曜

56
グルメ 牛岐城で輝くReライト
バーガーに挑戦！

不思議なバーガー お好みはうす樹樹

申込み

0884-22-8591

⃝定員／各３名 ⃝材料費／ 300円
○準備物／エプロン・タオル・マスク

冷蔵庫の食材で一工夫！阿
波フードを使った自分だけ
のオリジナルバーガーを
作ってみませんか？
( 講師：酒井　陽 )

2/ 2㈫ 13:30～15:00
2/13㈯ 12:00～13:30
2/14㈰ 12:00～13:30

▪富岡町内町209-2
▪受付 11:00～14:00
          17:00～21:00
▪㊡水曜・第1第３日曜

57
グルメ 親子で楽しく
キャラクッキー作り

笑顔とお菓子をお届けします バームマエハシ

申込み

0884-44-2139

⃝定員／各６名 ⃝対象／小学３年生以下のお子様とその保護者
⃝材料費／１人 300円 ○準備物／エプロン・三角巾・ハンカチ

アンパンマンの顔型クッ
キーを親子で楽しく作りま
しょう！初めての方限定
( 講師：前橋尚美 )

2/20㈯・2/23㈫
2/27㈯

10:30～11:30

▪羽ノ浦町中庄ハタイ55-6
▪受付 9:00～16:00
▪㊡第１・３・５水曜

おやこ

グルメ

58
もう一人で悩まない！
ひとり親ハートシェア会

内側からあふれ出す健康美、癒しのサロン和み庵 リラクゼーション＆エステティックサロン和み庵

申込み

⃝定員／各４名 ⃝対象／ひとり親
〈オンライン開催〉お持ちのPC又はスマートフォンでご参加ください

ひとり親だからこそ感じる
こと、誰にも相談しにくい
事、子育てあるある等思い
を共感できる仲間を作りま
せんか。子育てひと段落の
方もOKです。(講師：森本奈美)

（女性）2/13㈯
（男性）2/20㈯
20:00～21:00

▪羽ノ浦町宮倉太田15-5
   チェレステ イースト
▪受付 10:30～20:00

よる

上記QRコードよりお申込みくだ
さい。（講師より返信があります）

オンライン

まちゼミ公式 Facebookで最新情報をCHECK!まちゼミ公式 Facebookで最新情報をCHECK!



1
美 容 まゆ毛クッキリ！気分スッキリ！

今日から貴方もまゆ毛美人♡！

目指せ！マイナス10歳の私 美容室キャンディー・スポット

申込み

0120-36-3565 ▪新野町鉛ヶ谷221-2 
▪㊡月曜

◯定員／各２名 ○対象／女性 ◯材料費／300円

まゆ毛が変われば表情も変わ
ります。自分で簡単にできる
方法をお伝えします。（理容
師免許取得）（講師：坂田益美）

2/1  ㈪ 14:30～15:30
2/12㈮ 18:00～19:00
2/19㈮ 18:00～19:00
2/21㈰ 10:30～11:30
2/27㈯ 18:00～19:00

2
美 容 大切な手にも
いたわりのひとときを♡

◯定員／各２名 ○対象／女性 ◯材料費／300円

専用ジェルを使用して、手
のツボを刺激しながらマッ
サージさせて頂きます。体
の様々な不調も緩和されま
す。（講師：坂田益美）

2/1  ㈪ 13:00～14:00
2/12㈮ 16:30～17:30
2/19㈮ 16:30～17:30
2/21㈰  9:00～10:00
2/27㈯ 16:30～17:30

目指せ！マイナス10歳の私 美容室キャンディー・スポット

申込み

0120-36-3565
▪  新野町鉛ヶ谷221-2 
▪㊡月曜

よる

3
美 容 流行りのアートも！セル
フネイル個別レッスン

◯定員／各２名 ○対象／女性 ◯材料費／ 500円
◯準備物／普段お使いのネイル道具

セルフネイルでの疑問を
解消しましょう。お待ち
の道具やサロンの道具を
使ってレッスンします。
（講師：久積真帆）

2/５㈮・2/17㈬・
2/28㈰

①10:00～12:00
②13:00～15:00

自分の爪を今よりもっと好きになるお手伝い プライベートネイルサロン LUnails

申込み

070-2689-2041
▪宝田町今市 
▪受付 10:00～18:00
▪㊡土曜・日曜

4
美 容 美肌の50％は正しい
洗顔で決まる!!

 素肌美容専門店　モイスティーヌ 阿南サロン

申込み

0884-49-4065
▪富岡町西新町66-4 
▪受付 10：00～19：00
▪㊡日曜・祝日

⃝定員／各３名 ⃝対象／女性
◯準備物／お手持ちの化粧水・乳液

みなさんは、いつもどのように
お顔を洗っていますか？お肌ト
ラブルを解消する第一歩、正し
い洗顔方法を学んでみません
か？（講師：藤井茜、宮本真希）

2/3  ㈬ 14:30～15:30
2/11(木・祝) 10:00～11:00
2/14㈰ 10:00～11:00
2/18㈭ 14:30～15:30
2/23(火・祝) 13:30～14:30

21
つくる 多肉植物の
寄せ植え挑戦

大切な人に食べて欲しい M's パンダ工房

申込み

090-5912-3294
▪羽ノ浦町古庄中川原25-14 
▪受付 9:00～18:00
▪㊡水曜・土曜・日曜・祝日

⃝定員／各５名 ⃝材料費／ 400円
⃝材料費／作業しやすい服装

お部屋のインテイアに最適
な寄せ植えです。多肉植物
は水やりの回数も少なく、
お世話が簡単で育てやすい
です。気軽に参加して下さ
いね。
（講師：フィオーレ 葛原 益美）

2/9 ㈫・2/19 ㈮
13:30 ～14:30

22
つくる 麻の紐でプラントハン
ガーを作ってみよう!!

大切な人に食べて欲しい M's パンダ工房

申込み

090-5912-3294
▪羽ノ浦町古庄中川原25-14 
▪受付 9:00～18:00
▪㊡水曜・土曜・日曜・祝日

⃝定員／各５名 ⃝準備物／作業しやすい服装

お洒落にグリーンが飾れる
プラントハンガー。麻の紐
だけで簡単に作れるので一
緒に作ってみませんか。
（講師：佐野 美代子）

2/2 ㈫・2/12 ㈮
・2/26 ㈮

13:30 ～15:00

23
つくる 入園入学応援！コップ入

れきんちゃく袋の作り方

手作りの楽しさを伝えたい キルトステッチ手芸教室

申込み

090-9778-0066
▪下大野町太平83　 
▪受付 10:00～18:00
▪㊡金曜・祝日

⃝定員／各４名 ⃝材料費／ 500円
⃝準備物／定規・裁縫道具 (あれば )

お子様が使う布小物を手作
りしてみませんか？初心者
の方もハンドメイド好きな
方もお待ちしてます。
（講師：清原奈緒美）

2/7㈰・2/8㈪
2/21㈰

10:30～12:00

24
つくる オシャレでナチュラルな
プチスワッグ作り

住まいづくりのお手伝い ウッディーワン

申込み

0120-061-771
▪長生町西方464-4 
▪受付 10:00～17:00
▪㊡日曜

◯定員／各４名 ◯対象／女性 ◯材料費／ 1,000 円

形やバランスを考えなが
ら、オリジナルの作品に仕
上げます。お花を飾ってお
家時間を楽しみませんか？
（講師：ウッディーワン スタッフ）

2/7㈰
①11:00～12:00
②14:00～15:00

5
美 容 いつものスカーフで
オシャレ度アップを！

ベーシックなおしゃれで自分らしさを パンチュール

申込み

090-7509-7064
▪羽ノ浦町岩脇上平104 
▪受付 10：00～17：00

⃝定員／各３名 ◯対象／女性 ◯準備物／お手持ちのスカーフ

シーンに合わせて巻き方を
変えるだけでオシャレ度は
急にアップします！身だし
なみを整える方法に悩みを
お持ちの方にお勧めです！
（講師：多田とも子）

2/13 ㈯・2/21㈰
10：00～11：00

6
美 容 くせ毛の悩み！クセ毛に
適したヘアスタイル「講座」

クセ毛・ハリコシ 専門サロン ビューティー＆ヘルスCOWA（コーワ）

申込み

0884-22-2680
▪中林町大切72-1 
▪受付 10:00～18:00
▪㊡月曜・火曜

くせ毛と仲良くする為の
★目から鱗の３原則と貴
女の意志★知らない間に
クセ毛の大敵「髪の傷み」
を生み出す裏事情など、
心から悩んでいる人に是
非！（講師：粟飯原日出雄）

2/23 （火・祝）
①10：30～11：30
②14：00～15：00

ヘアスタイル
選びが重 要！
ヘアスタイル
選びが重 要！

⃝定員／各２名 ◯対象／女性

7
美 容 幸せホルモン放出！今日から

できるハンドマッサージ講座

内側から溢れ出す健康美、癒やしのサロン リラクゼーション&エステティックサロン和み庵

申込み

080-6395-0207
▪  羽ノ浦町宮倉太田15-5
チェレステ イースト 
▪受付 10:00～20:00
▪㊡日曜

⃝定員／各４名 ⃝対象／どなたでも （男性の場合ペア参加可）
⃝材料費／ 500円 ○準備物／タオル・袖が肘上迄まくれる服装

人は触れられることによって
幸せホルモンが発せられま
す。誰かを幸せに、あなたを
幸せにするハンドマッサージ
のポイントをプロが伝授いた
します。(講師：森本奈美 )

2/2  ㈫ 10:30～11:30
2/3  ㈬ 10:30～11:30
2/13㈯ 14:00～15:00
 16:00～17:00

8
美 容 貴方に合った眉描き&
アイメイクレッスン

美しい素肌のお手伝い サチ化粧品店

申込み

0884-22-1158
▪富岡町今福寺49-2 
▪受付 10:00～16:00
▪㊡2/13㈯

⃝定員／各１名 ○対象／女性

貴方に合った眉の描き方
を、基本からアドバイスさ
せていただきます。今、流
行のアイカラーの付け方を
習って、「あっ！」とビッ
クリ！（講師：和田娟子）

2/10 ㈬
　　11:00 ～12:00
2/15 ㈪
　　14:00 ～15:00

25
つくる 竹紙・和紙に書いた軸作
品を作ってみましょう！

心静かに書に親しむ 令琴書道教室

申込み

090-2826-9167
▪羽ノ浦町中庄やたけ11-5 
▪受付 9:00～18:00
▪㊡土曜・日曜

⃝定員／各３名　⃝材料費／ 1,500 円（掛け軸代）
⃝準備物／習字道具（なければこちらでご用意します）

阿波竹紙・和紙葉書に書い
た文字を、和モダンな掛軸
に入れて、貴方だけの作品
を作ります。（初心者歓迎）
（講師：谷　令子）

2/14㈰ 14:00～15:30
2/22㈪ 10:00～11:30
 19:30～21:00

よる

26
つくる いっしょに
ペインティング

壁にお好きな絵を書きましょう！ モリデザイン工房

申込み

0884-44-6507
▪羽ノ浦町古庄古野神４-37 
▪受付 いつでも可
▪㊡土曜・日曜・祝日

⃝定員／各１名（又は１家族）⃝準備物／汚れてもいい服装

おうちの壁面にお好きな絵
を書いてみましょう！
（講師：森　博美）

2/6㈯・2/13㈯
13:00～15:00

27
つくる 自分好みのマスク
スプレー作り

五感に心地良い暮らしの道具 雑貨店Bancdoux

申込み

090-7148-8795
▪才見町鴨田50 
▪受付 10:00～19:00
▪㊡月曜・金曜

⃝定員／各３名 ⃝材料費／ 500円 ⃝準備物／ハンカチ

お好きなアロマオイルをブ
レンドして、マスクや手指
消毒に使えるアロマスプ
レーを作ります。
（講師：坂東愛佳）

2/ 1㈪ 11:00～12:00
 18:00～19:00
2/ 8㈪ 14:00～15:00
2/12㈮ 15:00～16:00
 19:00～20:00

よる

28
つくる わくわく、オリジナル
マグカップ作り

印刷の相談窓口 米崎印刷

申込み

0884-22-2247
▪日開野町九反ヶ坪111-3 
▪受付 8:30～17:00
▪㊡日曜・祝日

⃝定員／ 1組（親子の場合は 3名まで） ⃝材料費／ 500円
⃝準備物／写真データ又はイラスト原稿 1枚

世界にひとつだけのオリジ
ナルマグカップを作りませ
んか。ご家族、ご友人への
プレゼントや卒業、お祝い
の記念品としても喜ばれま
す。（講師：坂部友美・竹田泰士）

2/13㈯
11:00～12:00

9
美 容 自分でやっても気持ちいい、ヘッ

ドマッサージのコツ教えます！

あなたをハッピーに、笑顔いっぱいに パール美容室

申込み

0884-22-2840
▪富岡町内町189 
▪受付 11:00～16:00
▪㊡月曜・第1日曜

自分でヘッドマッサージを
して、頭皮・地肌もスッキ
リ♪お顔のリフトアップ効
果も…。自宅時間を楽しく
しましょう！（講師：木村紀子）

2/25 ㈭・2/26 ㈮
14：00～15：00

⃝定員／各２名 ⃝対象／女性  ○準備物／ブラシ・くし

10
健 康 ロコモティブシンドローム解

消で、健康寿命を伸ばそう！

元気を届ける 森永牛乳 下大野販売所

申込み

080-3162-0350
▪下大野町松ノ本1-15 
▪受付 12:00～15:00

⃝定員／各５名 ○準備物／動きやすい服装
○会場／大野公民館 

ロコモティブシンドローム
とは、運動機能障害です。
これらにならない為の生活
習慣を学び、ロコモ測定・
骨密度測定をします。あな
たも元気な老後を手に入れ
ましょう。（講師：古山亮治）

2/4 ㈭・2/18 ㈭・
2/25 ㈭

13：30～14：30

11
健 康 カイロプラクティックを知って

姿勢チェックしてみませんか？

美の三大アーチ カイロプラクティック 癒

申込み

090-5278-9359
▪  才見町三本松2番地1 
トップス in 三本松207号 
▪受付 10:00～21:00
▪㊡なし

カイロプラクターによる姿
勢チェックパーソナル診断
を受けてゆがみを整える体
験施術を体感してみません
か。（講師：橋本加代子）

2/1  ㈪ 10:00～11:30
2/14㈰ 14:00～15:30
2/19㈮ 17:00～18:30
2/23（火・祝） 14:00～15:30
2/26㈮ 10:00～11:30

⃝定員／各３名 ○準備物／飲物・タオル・動きやすい服装

12
健 康 簡単に歪みを整える
運動方法を伝えます。

美の三大アーチ カイロプラクティック 癒

申込み

090-5278-9359
▪  才見町三本松2番地1 
トップス in 三本松207号 
▪受付 10:00～21:00
▪㊡なし

毎日の生活習慣で身体に歪
みを生じます。簡単な運動
で歪みを整え心も体もリフ
レッシュしませんか？
（講師：橋本加代子）

2/5  ㈮ 10:00～11:00
2/10㈬ 16:00～17:00
2/16㈫ 14:00～15:00
2/22㈪  10:00～11:00
2/27㈯ 15:00～16:00

⃝定員／各３名 ○準備物／飲物・タオル・動きやすい服装

29
つくる 春ファブリックで作る
手縫い小物

窓から始まる幸せ san-ai

申込み

0884-22-1451
▪富岡町今福寺52-10 
▪受付 10:00～18:00
▪㊡日曜・水曜

⃝定員／各 3名  ⃝対象／女性 ⃝材料費／ 500円

春らしいきれい色の生地で
ポケット付きティッシュ
ポーチを作ります。
（講師：吉積晶子〈インテリアコー
ディネーター〉）

2/9 ㈫
　　10:00 ～11:30　
2/12 ㈮
　　19:00 ～ 20:30

よる

30
つくる 輸入壁紙で作る
インテリアパネル

窓から始まる幸せ san-ai

申込み

0884-22-1451
▪富岡町今福寺52-10 
▪受付 10:00～18:00
▪㊡日曜・水曜

⃝定員／各 3名  ⃝材料費／ 1,500 円（パネルはA4サイズ）

美しい海外の壁紙を、掛け
ても置いても素敵なパネル
にします。※カッターを使
います（講師：吉積晶子〈イン
テリアコーディネーター〉）

2/17㈬
①10:00～12:00
②13:30～15:00

31
つくる あななんスタンプとプラ板で

マイあななんグッズを作ろう！

印鑑はいつまでも心伝える贈物  はんの島田印房

申込み

0884-23-2187
▪富岡町玉塚21
▪受付 9:00～18:00
▪㊡土曜・日曜・祝日

◯定員／各親子 1組 (3 名様まで ) 
◯対象／親子 (お一人様でもOK!!)

巨大あななんスタンプを何
にでも押せるスタンプ台で
プラ板に押して、" マイあ
ななんグッズ " を作りませ
んか？親子での参加は勿
論、お一人様でも是非 !
（講師：近藤まり）

2/14㈰・2/21㈰
13:30～14:30

おやこ

32
学 ぶ 知育音楽リトミック体験！ 

音楽と鬼の福笑いで楽しもう

お子さんの豊かな心と生きる力を育みます♪  わぶちピアノ教室

申込み

090-6241-3896
▪内原町長谷27-8
▪受付 18:00～21:00
▪㊡日曜

⃝定員／各 5組程度 ⃝対象／ 2～4歳のお子さんと保護者
⃝材料費／ 300円 ⃝準備物／飲み物 (自由 )
○会場／公文式中野島教室

聴く力を養い、指先を使ってた
くさんの体験をする知育音楽。
脳に良い刺激を与えて成長を
促します。お子さんと一緒に楽
しい時間を過ごしましょう♪
（講師：和渕祐子）

2/ 5㈮  10:00～11:00
2/10㈬ 13:30～14:30
2/19㈮  13:30～14:30

おやこ

14
健 康 心に元気を取り戻す
方法をお伝えします。

自分の人生を生きるお手伝い ヒーリングサロン琉来理（るくり）

申込み

0884-22-0936
▪  見能林町青木389-3
（㈱アベテクノ内） 
▪受付 8：00～17：00
▪㊡土曜・日曜・祝日

⃝定員／各３名 ◯準備物／リラックスできる服装

日常生活、仕事、人間関係
でお悩みの方にいつもポジ
ティブに自分らしくいられ
る方法をお伝えします。
( 講師：安部貴子 )

2/2㈫ 14:00～15:00
2/7㈰ 10:00～11:00
2/11 （木・祝） 
 14：00～15：00

13
健 康 体のことを知ってコロナに
負けない体づくり!!

免疫力アップ！ カイロプラクティックサロン ふじい

申込み

090-9745-3940
▪羽ノ浦町古庄中川原25-13 
▪受付 11:00～19:00
▪㊡土曜

体のゆがみ、生活習慣である
食事・運動・睡眠のことを知っ
ていただき、免疫力をアップ
してコロナに負けない体づく
りを一緒にしませんか？
（講師：藤井 彰）

2/5㈮・2/10㈬
　　①11:00～12:00
　　②14:00～15:00　
2/21㈰・2/25㈭
　　③16:00～17:00
　　④18:00～19:00

⃝定員／各５名 ○準備物／タオル・動きやすい服装

よる

15
健 康 頭も心も肉体も本当のリラックス

を体験する本当の喜びとは！

自分の人生を生きるお手伝い ヒーリングサロン琉来理（るくり）

申込み

0884-22-0936
▪  見能林町青木389-3
（㈱アベテクノ内） 
▪受付 8：00～17：00
▪㊡土曜・日曜・祝日

⃝定員／各３名 ◯準備物／リラックスできる服装

忙しい毎日でリラックスで
きない方に朗報！頭も心も
肉体もスッキリとする方法
をお伝えします。
( 講師：安部貴子 )

2/2㈫ 10:00～11:00
2/7㈰ 14:00～15:00
2/11 （木・祝） 
 10:00～11:00

16
健 康 胃のむくみをとると
健康になる

中医師 今中健二先生直伝 ゆるり

申込み

090-5274-1113
▪富岡町あ石6-8 
▪受付 10:00～15:00
▪㊡不定休

⃝定員／４名 ⃝対象／女性

「水を減らしましょう」不
調に悩む人たちを救い続け
る “ 奇跡のアドバイス ”。
1 日 10 分で効果てきめ
ん！胃のむくみを「とる」
顔のマッサージ。
（講師：川野千代美）

2/13 ㈯
10:00 ～11:30

34
学 ぶ 1971年式ワーゲンバス
に乗ってみよう！

イベント出店メインのお店  ワーゲンバスのクレープ屋 SWEETS WAGEN

申込み

090-1328-2985
▪羽ノ浦町古庄大道の西30-１
▪受付 16:00～20:00
▪㊡不定休

⃝定員／各５組（原則１組２名） ⃝対象／親子

運転席やキッチンに乗って
みたり、写真を撮ってふれ
あってみよう！部活やイベ
ントに呼んでみたいという
方も気楽にご参加くださ
い。（講師：川田孝彦）

2/7㈰ ①10:00～11:00
 ②13:00～14:00
 ③15:00～16:00

おやこ

33
学 ぶ ビジネス講座：移動販売の

ライフスタイルについて

イベント出店メインのお店  ワーゲンバスのクレープ屋 SWEETS WAGEN

申込み

sweetswagen@gmail.com
▪羽ノ浦町古庄大道の西30-１
▪☎090-1328-2985
▪㊡不定休

⃝定員／各３名 ⃝対象／これから起業したい方

これから起業したい方限
定。生活やお金の事につい
てお話します。エントリー
は E メールで。どんな仕
事をしたいのかを書いてご
連絡くださいませ。
（講師：川田孝彦）

2/2㈫・ 2/3㈬
2/4㈭

19:00～20:30
よる

35
学 ぶ 大地の恵みをいただく
農業体験

阿南の農業女子グループです  ana-アグリーヌ

申込み

090-6288-5540
▪福井町長野124番地
▪受付 9：00～16：00
▪㊡無休

⃝定員／各３名 ○準備物／農作業ができる靴

早春に旬を迎える菜の花収
穫体験と美味しいレシピ講
習♪（気候によってブロッ
コリーの種まきに変更の可
能性あり）シフォンケーキ
のお土産付き♪
（講師：野村祐佳）

2/5㈮・2/12㈮
13:30～15:00

36
学 ぶ 阿南市は魚の宝庫です！もっと

魚の事を知ってみませんか？

魚を知ろう！  うみぼうず

申込み

0884-49-4654
▪津乃峰町長浜110-6
▪受付 10:00～17:00 
▪㊡火曜

⃝定員／各４名

魚は新しければ旨いと思っ
ていませんか？魚はなぜ傷
むのか？魚の保存方法・魚
の熟成方法など、知ってい
るようで知らないお話が聞
けます。（講師：久保田　誠）

2/2 ㈫・2/16 ㈫
10:00～11:00

17
健 康 足が教えてくれる
身体の気持ち

WHOが認めた若石健康法 ゆるり

申込み

090-5274-1113
▪富岡町あ石6-8 
▪受付 10:00～15:00
▪㊡不定休

⃝定員／４名 ⃝対象／女性・子供 
○準備物／バスタオル・水分補給・足もみ棒（お持ちの方持参）

「第 2の心臓」足をもむこ
とにより、血行を良くし自
然治療力、自己免疫力を高
め、病気に強い体を作るこ
とで体質改善しませんか？
（講師：川野千代美）

2/6 ㈯
10:00 ～11:30

18
健 康 枕と敷布団は、大切なパートナー。
ぐっすり眠って毎日元気‼

美と健康は良質の眠りから 寝装ランド杉原

申込み

0884-22-0571
▪学原町大栄田19-2 
▪受付 10:00～19:00
▪㊡水曜

⃝定員／各４名 ◯準備物／動きやすい服装で

肩こり、腰痛などでお悩み
の方に枕の合わせ方、敷布
団の選び方をちょっとアド
バイス。ストレッチ枕を
使った簡単な運動でゆがみ
の矯正のお手伝い !
（講師：竹内伸一）

2/16㈫
①13:00～14:00
②15:00～16:00

19
健 康 目からウロコの歩き方講座
「にしまる歩行」で生涯現役！

目指そう！生涯現役の元気人‼ 西條接骨院（元気工房）

申込み

0884-22-8858
▪上中町中原125-1 
▪受付 9:00～13:00
▪㊡日曜・祝日
　　（午後）水曜・土曜

⃝定員／各６名 ⃝準備物／動きやすい服装

肩こり、腰痛、膝痛、O脚、
その他様々な体の不調で
お悩みの方。間違った歩き
方が原因かも？歩き方改善
でそのお悩み解消しましょ
う‼（講師：西條誠人）

2/7㈰ 10:00～11:00
2/13㈯ 14:00～15:00
2/17㈬ 14:00～15:00

20
健 康 健康増進マイスター考案

「にしまる体操」であなたも元気人！

目指そう！生涯現役の元気人‼ 西條接骨院（元気工房）

申込み

0884-22-8858

⃝定員／各６名 ⃝準備物／動きやすい服装

筋肉や関節の仕組みをうま
く使って、上手に体を動か
せば、血液、リンパの流れ
もよくなり、代謝もアップ！
ぜひ、ご一緒に身体を動か
してみませんか？
（講師：西條誠人）

2/ 3㈬ 14:00～15:00
2/21㈰ 10:00～11:00
2/27㈯ 14:00～15:00

▪上中町中原125-1 
▪受付 9:00～13:00
▪㊡日曜・祝日
　　（午後）水曜・土曜

37
学 ぶ あなたに体験してほしい
“理科実験”主役は君だ！

 経験豊富な講師が丁寧に指導 エクセル進学ゼミ

申込み

0884-23-2913
▪日開野町谷田487-39
▪受付 16:00～22:00
▪㊡日曜・祝日

⃝定員／各 4名（2組）   ◯対象／小・中学生及び保護者 
⃝材料費／ 700円～ 1,200 円 ◯準備物／筆記用具

①カイロのなぞを探れ！②空
気でポン！（簡単空気鉄砲）
③本格的な望遠鏡の３つの
体験から選んで作成 & 実験。
1人で・親子で・友人同士で、
楽しい “ 理科実験 ”を。
（講師：川野・石田・阿部）

2/9 ㈫・2/16 ㈫
2/26 ㈮

19:15～20:30
よる おやこ

38
学 ぶ 冬だけど、楽しく・キレイに

浴衣の着付けを伝授します。

呉服・制服・洋服のことならお任せください 松屋呉服店

申込み

0884-23-0529
▪富岡町内町216 
▪受付 9:30～18:00
▪㊡日曜

⃝定員／２名 ⃝対象／女性 ○準備物／浴衣又は単衣の着物・
四寸帯（半巾帯）・前板・腰紐２本・伊達締め（コーリンベルト）

冬だけど、浴衣（単衣の着
物）をカンタンに着られる
方法をお教えします。初め
ての方も大歓迎！帯のアレ
ンジも楽しいですよ！
（講師：柴山郁子・山内好子）

2/5㈮
18:00～19:00

よる

39
学 ぶ 見て・聴いて・さわって！初め

ての補聴器体験しませんか？

聴力測定室ができました！  LaLaLu by Yoshida

申込み

0884-23-7011
▪西路見町提外40-3 
   （ショッピングセンター アピカ内）
▪受付 10:00～19:30
▪㊡無休

⃝定員／各 2名

補聴器ってどんな音がする
んだろう？使い方は簡単か
な？実際に補聴器をつけて
感じてください！販売無
し！体験のみ！ご家族の方
もご一緒にどうぞ！
（講師：吉田　勝）

2/2㈫・2/11㈭
2/26㈮

①10:30～11:30
②14:00～15:00

40
学 ぶ 司法書士が伝える！

失敗しない遺言書の書き方!!

あなたの夢の応援団 阿南信用金庫

申込み

0120-122-631
▪富岡町トノ町28-14 
▪受付 9:00～17:00
▪㊡土曜・日曜・祝日

⃝定員／５名

法律のプロの話ってなんだ
か難しそう？！いえいえ、
ちょっとした疑問でも丁寧
にお答えします！大切な家
族にきちんと残す準備をし
ませんか。（講師：チームひと
ざい　おがわ司法書士事務所　司
法書士小川浩司）

2/4㈭
10:00～11:00


