
キレイの近道 体感講座

健康でキレイでいたい！持続もしたい！知りたい
あなたにキレイのかぎをお伝え+嬉しい体感も
♪
9月1日（水）・13日（月）・22日（水）10:00～11:30

カイロプラクティック内田
岡崎市上地1丁目35-26
080-2637-0999

受付/8:00～20:00

＜会場は別＞

■講師：渡邉江利子 ■定員：各3名
■持ち物：フェイスタオル■会場：市民会館 小会議室A

定休日/不定休

子供の姿勢を守る
親子講座

お子様の姿勢は気になりませんか？親子で楽
しく健康体づくりアドバイス！姿勢チェック調整
も一緒に体験！！
8月11日（水）・27日（金）10:00～11:30

カイロプラクティック内田
岡崎市上地1丁目35-26
080-2637-0999

受付/8:00～20:00

＜会場は別＞

■講師：内田市子 ■定員：各2組
■持ち物：タオル■会場：市民会館 小会議室A

定休日/不定休

今日から
ドローンパイロット！

どうやって飛ばす？どこで飛ばすの？今日から
親子ドローンパイロット！法律や操作を一緒に
学びましょう。
8月9日（月）15:00～16:30

クローバードローン
岡崎市桜形町字八ツ田17番地2
090-4117-6929

受付/11:30～13:00

＜会場は別＞

■材料費：500円（テキスト代）■講師：野澤成裕
■対象：小学生親子

■定員：3組 ■持ち物：筆記用具
■会場：まちなか会議室（旧まざりん）みどりや2階（岡崎市康生通東1-21） 

定休日/不定休

自分の気持ちを整理する
カードコーチング

自分の氣持ちのもやもやする部分をカード
コーチングで思考の整理をして自分で気付く
ことができるセッション。
8月14日（土）10:00～11:30/13:00～14:30
　　　　　 15:00～16:30/20:00～21:30
8月26日(木)・9月5日(日)・6日(月)
10:00～11:30/13:00～14:30/15:00～16:30

ことこデザイン研究所
岡崎市美合新町20番地5 サンシャイン美合501号
080-5101-0395

問合せ/10:00～18:00

■講師：奥村佳央（かお）
■対象：女性限定（SNS起業に向けて考えていきたい方、自分の気持ちを言語化して後押ししてほしい方、情熱の源泉を見つけたい方）

■定員：各4名（グループ可）■持ち物：メモ帳・ペン■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/日 

婚活したいけど
一歩を踏み出せないあなたへ

婚活って何からはじめたらいい？あなたの不安
を教えて下さい。

8月8日（日）・15日（日）・22日（日）
10:00～11:30/ 14:00～15:30

結婚相談所しあわせのランプ
岡崎市伝馬通5-34
080-2628-1345

受付/10:00～19:00

■講師：大川紀子 ■対象：30歳以上の独身男女（親御さん可）■定員：各3名
■会場：メナードフェイシャルサロン伝馬（岡崎市伝馬通5-34）

定休日/不定休

セカンドライフのお金と
パートナーシップ

セカンドライフを楽しく幸せのために、自分の
宝物、財産探しのサポート、カードコーチングを
行います。
8月4日（水）・9月3日（金）13:00～14:30
8月22日（日）・9月12日（日）10:00～11:30

河原社会保険労務士ＦＰ事務所
岡崎市北野町字東河原31-1
0564-79-3640

問合せ/10:00～16:00

■講師：河原優美子 ■定員：各5名
■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/土、日

セカンドライフのお金と
パートナーシップ

年金やセカンドライフに必要な資金、自分自
身のセカンドライフの夢や希望を一緒に考え
ます。
8月3日（火）・12日（木）・9月13日（月）・20日（月）
10:00～12:00

河原社会保険労務士ＦＰ事務所
岡崎市北野町字東河原31-1
0564-79-3640

受付/10:00～16:00

＜会場は別＞

■講師：河原優美子 ■定員：各3名
■会場：①りぶら 会議室102A（8/3）、102B（8/12）、②市民会館 小会議室B（9/13）、小会議室A（9/20）

定休日/土、日

観光協会職員が
岡崎旅便利情報教えます！

家康公生誕地岡崎を観光してみませんか？
岡崎市観光協会職員が、アナタだけの観光
プランのご相談、承ります！
8月4日（水）～6日（金）10:00～11:30

岡崎市観光協会
岡崎市康生通東2丁目47番地

問合せ/9:30～17:00

■講師：大野恭子 ■定員：各5名
■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/なし 
0564-64-1637

ケイ素の力
（サンプル差し上げます）

話題のケイ素は飲用・塗る・混ぜて使用。お肌
美人は使ってる。

8月5日（木）・16日（月）・9月2日（木）・16日（木）
13:30～14:30/ 14:30～15:30

東海サービス
岡崎市吹矢町12番地
080-7941-6311

受付/10:00～16:00

＜会場は別＞

■講師：坂倉良明 ■対象：40歳以上■定員：各5名
■会場：せきれいホール 集会室101号室

定休日/不定休

火災保険申請について

屋根の被災箇所を実費で直すか火災保険を
使って無料で直す、どちらが良いですか。

8月5日（木）・16日（月）・9月2日（木）・16日（木）
15:30～16:30

東海サービス
岡崎市吹矢町12番地
080-7941-6311

受付/10:00～16:00

＜会場は別＞

■講師：坂倉良明 ■対象：40歳以上■定員：各5名
■会場：せきれいホール 101号室

定休日/不定休

写経の体験教室

般若心経の簡単な解説と写経をします。写経
はなぞり書きなので安心です。リラックスして
精神統一をします。
8月2日（月）14:00～16:00
8月9日（月）10:00～12:00
9月6日（月）・13日（月）・20日（月）・27日（月）
19:00～21:00

馬頭観音寺
岡崎市美合町字中新田41番地
090-4162-1409 0564-53-6858

受付/10:00～21:00

＜会場は別＞

■材料費：500円（資料・和紙の写経用紙）■講師：牧ユイ ■定員：各10名
■持ち物：お気に入りの筆記具をお持ちください■会場：りぶら 会議室201（8/2）、会議室102A（その他の日）

定休日/なし 

自分に似合うカラー判定
＆秋メイクレッスン

自分の似合う色が何か！実は分かっていない
人が多いよね。髪色や洋服、ファンデ、メイク
選びも迷わない！
9月11日（土）・12日（日）・14日（火）・22日（水）
10:00～11:30/ 13:00～14:30/15:00～16:30

Ｂeauty studio color
岡崎市稲熊町8-190-1
090-9662-4801

受付/10:00～20:00

＜会場は別＞

■材料費：500円（メイク道具）
■講師：中村忍 ■対象：女性■定員：各4～5名

■持ち物：筆記用具・メイク道具（無くてもOK）■会場：甲山閣 栄の間

定休日/木、第1・3・4日 

お名前の音で紐解く
あなたらしく輝くヒント

名前の音に込められた意味をご存知ですか？
本来の純粋な飾り気のない音の性質はあな
たの天性の才能です。
8月19日（木）・9月6日（月）10:00～11:30
8月28日（土）・9月15日（水）19:30～21:00

ことほぎ
岡崎市桑原町緑陽台8-269
080-4537-3320

問合せ/10:00～18:00

■講師：星の安祐美 ■定員：各3名
■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/日 

オンラインまち歩き
＆お店巡り観光ツアー

100周年を迎えたみどりやをスタートし、岡崎
のまちなかや商店をオンライン観光ツアーとし
て楽しめます！
8月1日（日）・13日（金）　 11:00～12:00

みどりや　本店
岡崎市康生通東1-21
0564-21-0985

問合せ/10:00～18:30

■講師：松井洋一郎とまちゼミ店主 ■定員：20名
■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/水 

お家で「薬膳カレー」
を作ろう！

「薬膳ってなぁに?」「美味しいの？」まずはオンラ
インで薬膳カレーを作って、食べてみませんか？
※材料は各自用意（レシピ参照）
8月20日（金）10:30～13:00

みゃーずキッチンスタジオ
岡崎市明大寺本町2丁目7-2 ㈱MYAビルC
0564-77-2279

問合せ/10:00～17:00

■講師：宮島幸江 ■対象：薬膳や料理に興味のある方（見学可）■定員：8名
■持ち物：筆記用具・調理する方は調理器具・材料・エプロン等■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/月、日、祝

初めてのオンライン
「マスクメイク講座」

オンラインが初めての方でも安心して体験で
きるマスク装着時の「貴女に合ったメイク法」
をアドバイス。
8月15日（日）・9月26日（日）
13:30～14:30/15:30～16:30/18:00～19:00

みどりや　本店
岡崎市康生通東1-21
0564-21-0985

問合せ/10:00～18:30

■講師：みどりやスタッフ ■対象：女性■定員：各2名
■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/水 

初めてのオンライン
「マスクメイク講座」

オンラインが初めての方でも安心して体験で
きるマスク装着時の「貴女に合ったメイク法」
をアドバイス。
8月15日（日）・9月26日（日）
13:30～14:30/15:30～16:30/18:00～19:00

みどりや　本店
岡崎市康生通東1-21
0564-21-0985

問合せ/10:00～18:30

■講師：みどりやスタッフ ■対象：女性■定員：各2名
■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/水 

石屋が語る
「先祖供養」のふか～い話

「お葬式」って何の儀式？「年忌法要」は何故
やるの？分かっているようで分かっていない先
祖供養のお話しです。
9月17日（金）19:00～20:30
9月19日（日）・9月27日（月） 10:00～11:30

お墓のかんのんや
岡崎市門前町68
0564-24-1117

問合せ/10:00～17:00

■講師：小林敬央 ■対象：メール添付のＰＤＦを印刷できる環境をお持ちの方■定員：各3名
■持ち物：郵送またはメールでお送りした講座の資料・筆記用具など■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/月 

健康長寿は血管から

生活習慣病は血管がつまったり、流れが滞っ
たりして生じます。微小循環観察器で毛細血
管を見てみませんか？
8月5日（木）13:00～18:00

くすりの小林
岡崎市柱六丁目3-3
0564-51-1355

受付/10:00～18:30

■講師：冨田宏美 ■定員：お一人さま20分～30分
■会場：自分のお店 

定休日/水、日

NISAとiDeCoを
活用した資産形成講座

得する！と聞いたことのあるNISAやiDeCo。
一体どう違ってどれがいいの？という方、まずは
ここから。
8月7日（土）・28日（土）・9月25日（土）10:00～ 11:30

じゅうmado岡崎
岡崎市戸崎元町4-1 ﾘﾋﾞﾝｸﾞｽﾀｲﾙﾊｳｽﾞ北館内
0564-64-7005

受付/9：00～17：00

■講師：じゅうmado認定ファイナンシャルプランナー　久世寿孝
■定員：各4組■持ち物：筆記用具■会場：自分のお店 

定休日/火

退職金の管理法

退職金の使い方によって老後の暮らしは大き
く変わります。しっかりと管理し楽しい老後を目
指しましょう。
8月25日（水）・9月4日（土）・24日（金）10:00～11:30

じゅうmado岡崎
岡崎市戸崎元町4-1 ﾘﾋﾞﾝｸﾞｽﾀｲﾙﾊｳｽﾞ北館内
0564-64-7005

受付/9：00～17：00

■講師：じゅうmado認定ファイナンシャルプランナー　三桝義典
■定員：各4組■持ち物：筆記用具■会場：自分のお店 

定休日/火

不動産相続セミナー

相続でトラブルになり易いのは不動産です。こ
の講座ではそうならないための対策を分かり
やすくご説明します。
8月4日（水）・9月1日（水）10:00～11:30

じゅうmado岡崎
岡崎市戸崎元町4-1 ﾘﾋﾞﾝｸﾞｽﾀｲﾙﾊｳｽﾞ北館内
0564-64-7005

受付/9：00～17：00

■講師：じゅうmado認定ファイナンシャルプランナー　久世寿孝
■定員：各4組■持ち物：筆記用具■会場：自分のお店 

定休日/火

プロカメラマンによる
カメラ講座

アジアNo.1に輝くララシャンスフォトチームに
よる、素敵な写真を残す秘訣をお伝えします。

8月19日（木）11:00～ 12:00

ララシャンスＯＫＡＺＡＫＩ迎賓館
岡崎市柱町字下荒子17-1
0564-57-8331

受付/平日11：00～20：00・土日祝9：00～20：00

■講師：ララシャンスフォトチーム ■定員：10名
■持ち物：カメラ（スマートフォン可）■会場：自分のお店 

定休日/火（不定で火・水）

ベビーマッサージ

直接お子様と肌を触れ合うベビーマッサージ。
お子様との絆をより深める事が出来ます。ス
ナップ写真付！
8月6日（金）10:00～11:30/13:00～14:30

※岡崎創寫舘併設のスタジオVIVIANで開催となり
ます。受付は岡崎創寫舘へお越しくださいませ。

岡崎創寫舘
岡崎市柱曙1丁目11-4
0564-57-1325

受付/10:00～19:00

■講師：古橋優子 ■対象：1ヶ月～5ヶ月の赤ちゃんとママ■定員：午前午後各3組
■持ち物：授乳ケープ・バスタオル1枚・ミルク等■会場：自分のお店

定休日/火、水 

体の不調は姿勢が原因？
自分の体を知ろう！

体の不調が発生する仕組みと自ら出来る姿
勢チェック方法と予防法を伝授します。
（骨盤調整体験有り）
8月7日（土）・9月4日（土）
10:00～11:30/14:00～15:30

馨和整体院
岡崎市柱4丁目10-3　大鉄ビル1-B
080-5294-1241

受付/9:00～20:00

■講師：鈴木利夫 ■対象：小学生以上■定員：各2名または2組
■持ち物：運動のできる服装・タオル■会場：自分のお店 

定休日/不定休

今どきの相続・
これからの相続

２度の相続法改正で相続・遺言・贈与はこう
なっている！

8月29日（日）13:00～14:30/15:00～16:30

池田千恵司法書士事務所
岡崎市羽根町字池脇6番地１ KNビル202号　
0564-54-6330

受付/9：00～18：00 ※7/26（月）から受付開始

■講師：池田千恵 ■定員：各4名
■会場：自分のお店 

定休日/土、日、祝

親子でまなぶスクラッチ
プログラミング講座

プログラミングを学びたい。スクラッチは遊び
感覚で始められます。プログラミングの仕組み
や考え方も解説。
8月20日（金）・9月12日（日）・26日（日）15:00～16:30

株式会社ハルプレス
岡崎市明大寺本町4-15 松坂第三ビル4F
090-7860-6152

問合せ/9:00～18:00

■講師：太田晴信 ■定員：各2～5名
■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/金、日、祝

小顔整体でほうれい線、
たるみ、シワを解決

小顔効果、美容効果、リフトアップ効果でプチ
整形と同じ様に顔が引き締まって若返る！

8月26日（木） 14:00～15:30
9月2日（木）・3日（金）・7日（火） 10:00～11:30

髙宮治療整体
岡崎市西大友町字蓮花寺35-3
0564-31-0986

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■講師：髙宮文治
■対象：18歳以上の女性

■定員：各4名 ■持ち物：タオル・動き易い服装
■会場：りぶら 会議室102A（8/26、9/3、9/7）、会議室102B（9/2）

定休日/水 

60日でつるんと
便通講座

便秘・下痢など常にお腹に不安な方、常に元
気なお腹を作ってみませんか？神秘の酵素パ
ワーでビックリ改善！！
8月23日（月）・9月9日（木）・22日（水）13:00～15:00 

漢方相談　タカキ薬局
岡崎市松本町42-8

受付/9:00～20:00

■講師：高木太輔 ■定員：各5名
■会場：自分のお店 

定休日/日祝
0564-26-1717

目元バッチリメイク

マスク着用時は「目元」の印象が重要になり
ます！「目元バッチリメイク」でハツラツとした
印象に！
9月4日（土）・18日（土） 10:00～11:30

ハートフレンド
岡崎市上里3-15-1 102
090-4855-2723

受付/10:00～20:00

＜会場は別＞

■材料費：500円（メイク道具お貸しします）■講師：石橋友子 ■対象：20歳以上■定員：各3名
■持ち物：卓上鏡・髪の毛止めるもの■会場：市民会館 控室2号室（9/4）・リハーサル室3号室（9/18）

定休日/日 

化粧のプロが教える
まゆ毛整え講座

あなたにぴったりな眉スタイリング！プロが教え
る『３つのコツ』覚えれば自由自在に描けるよ
うなりますよ
8月30日（月）10:00～11:30

漢方相談　タカキ薬局
岡崎市松本町42-8

受付/9:00～20:00

■講師：山口ますみ ■定員：5名
■会場：自分のお店 

定休日/日、祝
0564-26-1717

SNS運用
サポート相談

SNSの運用に困っている事業者様へ運用サ
ポートのご相談をお受けいたします。

8月4日（水）・12（木）・18日（水）・ 25日（水）
13：00～14：30

まま♡ふぁぼり
岡崎市緑丘２丁目6-4
080-4212-0805

問合せ/10:00～15:00

■講師：皆倉美沙 ■定員：各20名
■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/日・祝日

001 002 003 004

005

010

006 007 008 009

011 012 012 013

014 015 016 017

まちゼミ参加店
クーポン

まちゼミを受講すると、お店から「まちゼミクーポン」を
プレゼント中！ 中心市街地周辺や“まちゼミ参加店”
のお得情報が掲載されています。まちゼミに参加し
たら、クーポンを使ってお買い物を楽しんでいきませ
んか? 利用できる店舗や、サービス内容はクーポン
をご覧ください。

ご利用ください！

中心市街地でまちゼミを実施する店舗を募集していま
す。次回の39回まちゼミは2月頃に実施予定です。詳
しくは下記までお問い合わせください。

岡崎まちゼミの会 TEL 0564-21-0985
ホームページは まちゼミ　岡崎

貴店も“まちゼミ”に参加しませんか？

美容資格を
取得しませんか？

当日はご自身でフェイシャルトリートメントを体
感します。メイクの技術や美容の資格を習得
したい方必見！
8月23日（月）・29日（日）・9月7日（火）
10:00～11:30/13:00～14:30/ 15:00～16:30

Beauty studio color
岡崎市稲熊町8丁目190-1 第一三興ビル401
090-4219-9002

受付/10:00～20:00

＜会場は別＞

■材料費：500円（スキンケアアイテム） ■講師：竹田紗生 ■対象：女性■定員：各3名
■持ち物：筆記用具・フェイシャルタオル１枚・メイク道具（貸出可能）■会場：甲山閣 栄の間

定休日/木　第1・3・4日 

きれいきれい
美容・キレイを
追究する
講座です。

NEW
今回初参加の
講座です。

NEW

38

安心して受講して頂くた
めに、お店からの販売・勧
誘はありません。

116

8/1 9/30 7/24日 木2021
主催／岡崎まちゼミの会　後援／岡崎商工会議所・岡崎市　岡崎まちゼミ公式FBページ https://www.facebook.com/gannsomachizemi/　ホームページ http://machizemi.org

グーグルマイマップで
参加店の検索ができます

QRコードを読み込んでください。

018

103 104 105 106 107

108 109 110 111

112 113 114 115 116

受講者の
皆様へのお願い

新型コロナウイルス感染予防対策

講師店の
予防対策

安心・安全

NEW 親子 オンライン 駅前きれい 健康 つくる まなぶ グルメ

講座は9つのカテゴリーに
色分けしています各講座の色に注目！

親子でも参加
できる講座です

ナイトまちゼミ
夜間開催の講座です

耳の聴こえの不自由な方も
受講して頂けます（FAX申込可）

視察・同業者
NGの講座

岡崎市民限定の講座
（市内在学・在勤含む）

2つ以上の店が協力して
講座を企画しています

コラ
ボ♥

50歳以上の方に
オススメの講座です

オンライン
まちゼミ

お申し込みの手順 各講座の詳細はチラシをご覧ください

① ゼミを選ぶ
チラシを見て受講したい
講座をお選びください。

② お店へ直接申し込む
受けたい講座のお店へ「まちゼミの
申し込みです」とお電話ください。

③ 参加する
時間、場所をお間違えのない
ようにご参加ください。

「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のミニ講座です！

ホームページ

オンラインまちゼミについての注意点
●チラシのQRコードよりお申込みください。
●申込時には、お名前・ご希望日時・人数・連絡先など
を記載の上、送信してください。
●講師より返信がありましたら、申し込み完了です。
（先着順の為、定員に達した講座は、受講できないこともあります。
ご了承ください。）

このアイコンのある講座がオンライン講座です。

緊急事態宣言等により、講座が延期または中止となる
場合があります。各講座にて対応が異なりますので、
ご注意ください。
※お問い合わせは各講座の開催店へお願いします。

●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）。 ●ファクスでの受付は聴覚、言語が不自由な方専用とさせて頂きます。 ●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どうかを確認してくだ
さい。 ●各講座ともに、お申し込みの際に受講時の持ち物をご確認ください。 ●小学生以下のかたは保護者同伴
でご参加をお願いします。 ●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、
お申し込みの際に各店舗にてご確認ください。 ●講座会場にて、他の受講者に対する営業活動や勧誘はご遠慮く
ださい。

全国で開催されているオンラ
インまちゼミに参加できます。

地域の元気を取り戻そう！
全国一斉まちゼミを開催します。150地域以上のお店
が全国で同時期に「まちゼミ」を開催します。

◀ 動画をご覧ください

公式サイト

康生エリア(交番横空き地、商店街店舗軒下) ・元気の出る占い講座
・体の施術体験
・熱中症対策講座
・SNS運用サポート

・元気の出る占い講座
・体の施術体験
・熱中症対策講座
・SNS運用サポート

10店舗以上のまちゼミ参加店が2日間に渡り、
様々な無料体験イベントを開催します！参加店舗の
出店時間などはホームページをご確認ください。

「まちゼミマルシェ」7/31（土）～8/1（日）各11：00頃～17：00頃
・簡単メイク体験
・カイロプラクティック体験
・指ヨガ体験
・タクティールケアの体験
　などなど

・簡単メイク体験
・カイロプラクティック体験
・指ヨガ体験
・タクティールケアの体験
　などなど

合同開催！

おかざき
駅前ゼミ
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申込は各店へ！

「まちゼミの申込です」とお電話ください。

各講座が色分けで分類されています。
8月・9月 まちゼミカレンダー NEW 親子 オンライン 駅前きれい 健康 つくる まなぶ グルメ

全国一斉まちゼミ

NEW 親子 オンライン 駅前きれい 健康 つくる まなぶ グルメ



自分でできる
眉描きレッスン会

お客様に合った眉スタイルのアドバイス、アイ
メイクレッスンを実施します(^^♪

8月1日（日）・23日（月）・9月6日（月）
10：30～11：30/13：30～14：30/15：00～16：00 

みどりや　本店
岡崎市康生通東1-21
0564-21-0985 0564-25-2496

受付/10:00～18:30

■講師：みどりやスタッフ ■対象：女性■定員：各3名
■会場：自分のお店 

定休日/水 

そうだ！こんな時こそ
エステ体験しよう！

コロナ対策万全のメナードフェイシャルサロン
でうるツヤリラクゼーションエステ体験を満喫
しませんか？
8月2日（月）・7日（土）・10日（火）・19日（木）・25日（水）
9月7日（火）・11日（土）
10:00～19:00　※2時間程度

メナードフェイシャルサロンピュアクオリティ伝馬
岡崎市伝馬通5-34
0564-21-4376

受付/10:00～19:00

■材料費：2,200円（化粧品代）
■講師：杉浦雅子&スタッフ ■対象：女性（20歳以上）■定員：各1名もしくはペア2名

■持ち物：コンタクトの方はコンタクトケース・洗浄液■会場：自分のお店 

定休日/日 

5歳若く!
セルフエステ体験

最新の美容機器を使い、リフトアップが体験
できる美容マスクを使った自分でできるセルフ
エステです。
8月6日（金）・21日（土）・9月4日（土）・20日（月）
10:30～11:30/13:30～14:30/15:00～16:00/
16:30～17:30 

みどりや　本店
岡崎市康生通東1-21
0564-21-0985 0564-25-2496

受付/10:00～18:30

■材料費：1,000円（エステ材料、美容エステマスク）
■講師：みどりやスタッフ ■対象：女性■定員：各3名
■会場：自分のお店 

定休日/水 

セレブエステ＆
ハンドエステ体験

高級うるおいマスクを取り入れたデトックスエ
ステ体験です。ハンドエステもプラスします。

8月3日（火）・7日（土）・26日（木）・28日（土）・
9月13日（月）・28日（火）
10:30～11:30/13:30～14:30/15:00～16:00

みどりや　本店
岡崎市康生通東1-21
0564-21-0985

受付/10:00～18:30

■材料費：1,000円（エステ材料、最高級エステマスク使用）
■講師：みどりやスタッフ ■対象：女性■定員：各3名
■会場：自分のお店 

定休日/水 

ミネラル豊富な
泥パックエステ

お肌に必要なミネラルをたっぷり含んだ泥パッ
クと磁石による筋肉マッサージにより肌を引き
締めタルミを改善。
8月2日（月）・10日（火）・27日（金）・9月25日（土）
10:30～11:30/13:30～14:30/15:00～16:00

みどりや　本店
岡崎市康生通東1-21
0564-21-0985

受付/10:00～18:30

■材料費：1,000円（エステ材料、美容マスク）
■講師：みどりやスタッフ ■対象：女性■定員：各3名
■会場：自分のお店 

定休日/水 

簡単若返り！
初めてのおしゃれウィッグ

色々なかつらを気軽に試すチャンスです。自然
に見えるかぶり方や、あなたに似合うかつらを
お伝えします。
9月7日（火）・30日（木） 13:30～15:00

美来BEAUTE（みらいボーテ）
岡崎市戸崎町字沢田39
0564-64-6403

受付/10:00～17:00

＜会場は別＞

■講師：太田純子 ■対象：白髪・薄毛が気になる女性■定員：各3名
■持ち物：ブラシ（お直しが必要な方のみ）■会場：りぶら 会議室201（9/7）、会議室102A（9/30）

定休日/不定休

真菰でミニ茅の輪つくり
ワークショップ

真菰は出雲大社のご神事にも使われる植
物。ミニ茅の輪を真菰で作りましょう。真菰の
魅力をお伝えします。
8月7日（土）・9月20日（月） 10:00～12:00

Hug-cafe
岡崎市井ノ口新町3-10 ラフビル101
0564-22-4919

受付/11:00～12:00

■講師：菊池淳哉、米津ナオ ■定員：各3名
■会場：りぶら 会議室103

定休日/日 

■材料費：500円（真菰代等）

＜会場は別＞

韓国の伝統工芸を
体験してみませんか？

韓国のパッチワーク「ポジャギ」の技法でテト
ラ型のサシェ（香り袋）を作ります。

8月4日（水）・25日（水）・27日（金）・29日（日）
9月1日（水）・8日（水）10:00～11:30/13:00～14:30

画廊　是
岡崎市伝馬通2-15
080-6811-9844

受付/10:00～17:00

■材料費：500円（布、糸、紐飾りのキット代）
■講師：鳥居恵子他2名 ■対象：高校生以上■定員：各3名
■会場：自分のお店 

定休日/月、火 

糸かけ曼荼羅を
作りませんか？

童心にかえって身近にある糸や紐を使って
ぐるぐる巻いて見ませんか？

8月3日（火）・10日（火）・17日（火）・24日（火）
9月14日（火）・28日（火） 10:00～12:00
9月23日（木） 13:30～15:30

糸かけ曼荼羅趣味の会
岡崎市欠町字石ケ崎68ｰ1
090-1239-1913

受付/9:00～17:00

＜会場は別＞

■材料費：1,000円（資料、ピンうち済みの板代）
■講師：都築卓子 ■対象：親子、50歳以上■定員：各5名■持ち物：ハサミ

■会場：りぶら 会議室101（8/3、8/10、9/14、9/23）、103（8/17、8/24、9/28）

定休日/土、日、祝

天然白檀、アロマを使った
癒しのお香づくり

①匂袋、金運up財布香②お香、線香③和の
フレグランス塗香④練り香⑤厄除け訶梨勒を
ご体験頂けます。
8月20日（金）・24日（火）・9月5日（日）9:30～11:00 
8月21日（土）・9月16日（木）13:30～15:00/15:00～16:30

石屋のあすか
岡崎市小呂町字新志5-40
090-3455-0684

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■材料費：①～④1,000円、⑤2,000円（お香材料費）■講師：渡辺則子■定員：各8名
■会場：①市民会館 小会議室B（8/20、9/16）、②せきれいホール 集会室202（8/21）、集会室203（8/24、9/5）

定休日/日、祝

自由研究にお薦め！
かやり香&蚊取線香作り

明治時代、蚊除けに使っていたかやり香と
ハーブを配合したオリジナル蚊取線香を作り
ます。詳細は当店HPを！
8月1日（日）・14日（土）・9月4日（土）
13:30～15:00/15:00～16:30
8月7日（土）・15日（日）10：00～11：30

石屋のあすか
岡崎市小呂町字新志5-40
090-3455-0684

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■材料費：2,000円（かやり香キット、蚊取り線香材料代）■講師：渡辺則子 ■定員：各8名（付き添いの人を含め）
■持ち物：色鉛筆やクレヨンがあればご持参下さい■会場：市民会館 小会議室A

定休日/日、祝 

オリジナル提灯作りで
先祖供養

今年もご先祖様が帰って来られます。ご家族
の温かなおもてなしの１つに手作り提灯をお
供えしませんか？
8月5日（木） 9:30～11:00
8月7日（土）・9月5日（日）13:30～15:00/15:00～16:30
8月10日（火） 14:00～15:30

石屋のあすか
岡崎市小呂町字新志5-40
090-3455-0684

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■材料費：1,000円（LEDライト付き提灯代）■講師：渡辺則子 ■定員：各8名
■会場：①市民会館 小会議室A（8/5、8/7、8/10）、②せきれいホール集会室203（9/5）

定休日/日、祝

まちゼミde
ハスワークⓇ

韓国の専用の紙でハスをひとつ作ります。
お盆・秋のお彼岸に向けていかがでしょうか。

8月10日（火）・9月14日（火）・21日（火） 10:00～11:30

したくや縁／スギウラメガネ
岡崎市美合町小豆坂56-1（したくや縁）／岡崎市康生通東2-15（スギウラメガネ）
0564-21-1072 （スギウラメガネ）

受付/9:30～18:15

■材料費：1,000円（ハス紙代）
■講師：尾崎圭子／杉浦文子 ■定員：各2名または2組
■会場：自分のお店（スギウラメガネ）

定休日/火 、第1・3水

はじめての水引講座

日本の伝統工芸品、水引を使って水引細工を
作りませんか？心を込めて結びましょう。

9月21日（火） 13:00～14:30/15:00～16:30

ペンズアレイタケウチ
岡崎市籠田町36

受付/11:00～19:00

つくる

■材料費：330円（水引代）
■講師：吉田恵 ■対象：中学生以上■定員：各4名
■会場：自分のお店 

定休日/木 
0564-21-0864

一輪に心を込める　
つまみ細工

つまみ細工は江戸時代から伝わる日本伝統
文化です。日本の“かわいい”伝統を自分の手
で形にしませんか？
8月2日（月）・10日（火）・20日（金）・9月6日（月）・13日（月）・
17日（金）10:00～12:00/ 13:00～15:00

葵心
岡崎市八幡町1-33（康生接骨院）
080-4308-7800

受付/10:30～15:00

■材料費：1,500円（ちりめん生地等）
■講師：古田園子 ■対象：18歳以上■定員：各4名

■持ち物：濡れた手拭きタオル■会場：自分のお店 

定休日/不定休

オリジナルの置き時計を
製作しよう。

世界で一つの置き時計をつくろう。

8月23日（月）・9月6日（月）・13日（月） 10:30～12:00

宝金堂
岡崎市康生通東1-18
0564-21-2015

受付/10:00～19:00

■材料費：1,000円（置き時計部材） ■講師：佐谷繁 ■定員：各4名
■持ち物：描くのに必要なもの（色鉛筆など）■会場：自分のお店 

定休日/火 、第3水

オカリナ楽器で
癒しの音楽、健康リハビリ

身体と脳のリハビリ楽器です。皆さんで演奏を
楽しみませんか。ボランティア活動もしていま
す。
8月31日（火）14:00～15:00

大門音楽教室
岡崎市薮田1-12-5
090-7034-4862

受付/10:00～22:00

＜会場は別＞

■材料費：50円（資料コピー代）■講師：西本京子 ■対象：大人■定員：10名
■持ち物：オカリナ（楽器をお持ちの方）■会場：りぶら スタジオ2

定休日/不定休

深層心理がわかる
心理学

3ヶ月で人生が変わる心理学サロン。アット
ホームな環境で、楽しく自分を見つめてみませ
んか？
8月5日（木）・20日（金）・28日（土）・9月7日（火）
10:00～11:30
8月24日（火）・27日（金）・9月10日（金）
10:00～11:30/13:00～14:30

魅RAKU流
岡崎市六名東町8-5
090-7308-0944

受付/8:00～20:30

＜会場は別＞

 

■材料費：800円（画用紙、クレヨン、ペン）■講師：稲垣利香 ■対象：大人■定員：各10名
■会場：りぶら 会議室102B（8/5、8/27AM、9/10AM）、102A（8/20）、101（8/24AM、8/27PM、9/10PM）、201（8/24PM）、103（9/7）、和室（8/28）

定休日/日 

ケガする・しないの差は
何？ズバリ姿勢です

運動してケガをしたり身体を痛めたりしてませ
んか？なぜそうなるのかその仕組みと予防法を
お伝えします。
8月13日（金）10:00～11:30/14:00～15:30/18:00～19:30
8月14日（土）10:00～11:30
8月28日（土）・9月26日（日）10:00～11:30/14:00～15:30 
9月11日（土）14:00～15:30

カイロプラクティックToshi Toshi
岡崎市六供町字三ッ岩57-19
090-5873-0003

受付/9:00～19:00

＜会場は別＞

 

■講師：鈴木利夫 ■対象：小学生以上■定員：各2名または2組 ■持ち物：運動のできる服装・タオル
■会場：①りぶら 会議室103（8/13、9/26）、会議室101（8/14、9/11）、 ②自分のお店（8/28）

定休日/不定休

あなたはどのタイプ？

コーチングによる診断で自分の個性が分かり
ます。体験型の講座を楽しもう！

8月10日（火）・17日（火）・9月9日（木）・16日（木）
11:30~12:30

サンブリッジ株式会社
岡崎市十王町2-31-1 安藤ビル201
0564-64-7766

受付/9:00～17:00

■講師：三宮りさ ■定員：各3名
■持ち物：筆記用具■会場：自分のお店 

定休日/土、日

家族信託で
親の介護費用を！

親の介護費用は親のお金を使いたい。認知
症による預金凍結等を回避できる家族信託
をご紹介。
9月5日（日）13:30～15:00/15:30～17:00

池田千恵司法書士事務所
岡崎市羽根町字池脇6番地1 ＫＮビル202号
0564-54-6330

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

※7/26（月）から受付開始

■講師：池田千恵 ■定員：各10名
■持ち物：筆記用具■会場：りぶら 会議室103

定休日/土、日、祝

事業者様限定。簡単
ネットショップ作成講座

自分のお店のネットショップを作ってみません
か？作り方はもちろん、お店のスタイルに合っ
たものをご提案。
8月23日（月）・9月13日（月）・27日（月）19:00～21:00

BE@NSWORK
岡崎市伝馬通1丁目26
0564-21-6033

受付/10:00～18:00

■講師：市川敬晃／ゲスト講師小出俊之 ■対象：事業者■定員：各4名
■持ち物：できればノートPC■会場：自分のお店 

定休日/土、日、祝

初めての補聴器体験

補聴器の役割や種類についてご説明致しま
す。試聴体験も出来ますので、お気軽にご参
加ください。
9月16日（木）～18日（土）14:00～15:00

あいち補聴器センター
岡崎市吹矢町69
0564-24-4733 0564-24-4733

受付/10:00～17:00

■講師：天野慎介、稲垣公嶺 ■定員：各2名
■持ち物：筆記用具■会場：自分のお店 

定休日/水 

新たな時を生きる貴方へ
心を見つめる講座

風の時代。波動を高める地球に揺さぶられる
わたしたちに大切な「意識の整え方」一緒に
学びませんか？
8月6日（金）18:30～20:00
8月19日（木）・9月18日（土）
13:30～15:00/15:30～17:00
8月31日（火）10:00～11:30

Sinfoniaシンフォニア
岡崎市八帖北町27-2 江山ビル1階（しずくや内）
0564-64-4570（しずくや内）

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

※7/26（月）から受付開始

■講師：柴田千代 ■定員：各４名
■会場：りぶら 会議室201、和室（9/18のみ）

定休日/土、日、祝

秋の
ガーデンコンサート

秋の装いを増した庭で、自然を感じて聴いたり
歌ったりする参加型の音楽会です。ぜひお出
かけください。
9月25日（土）・26日（日）16:30～18:00
※雨天の場合は一週間延期

中村素子ピアノ教室
岡崎市六供町甲西17-4
090-8548-0712

受付/10:30～20:00

 

■講師：中村素子 ■定員：各15名くらい
■会場：自宅の庭

定休日/不定休

格安SIMって大丈夫？
携帯料金見直し会

携帯料金が高い、そんな方は一度見直しして
みませんか？携帯電話業界のカラクリがわかり
ます。
8月6日（金）・9月4日（土）10:00～11:30
8月16日（月） 10:00～11:30/13:00～14:30
8月31日（火）・9月9日（木）
10:00～11:30/13:00～14:30/19:00～20:30

魅RAKU流
岡崎市六名東町8-5
090-7308-0944

受付/8:00～20:30

＜会場は別＞

 

■講師：谷本晴光 ■対象：大人■定員：各10名 ■持ち物：使っている携帯のギガ数と電気の検針票
■会場：りぶら 会議室102A（8/6）、103（8/16AM）、201（8/16PM）、101（8/31AM、9/4）、和室（8/31夜）、創作室（8/31PM、9/9）

定休日/日 

愛知教育大学附属
岡崎小学校の教育と入試

愛教大附属岡崎小学校ってどんな学校な
の？どんな入試なの？その対策は？そんな疑問
をわかりやすく解決！
9月6日（月）～11日（土）10:30～12:30

チャイルド・アイズ　岡崎康生校
岡崎市康生通東1-21 みどりやビル2F
0564-66-0322

受付/14:00～18:00 ※7/29（木）から受付開始

■対象：受験をお考えの保護者さま■定員：各6名（3組）
■会場：自分のお店 

定休日/日・祝 

はじめての
ガラスペン講座

様々なガラスペンを使って実際に葉書や一筆
箋を書いてみませんか？ガラスペンの魅力をお
伝えします！
9月14日（火）13:00～14:30/ 15:00～16:30

ペンズアレイタケウチ
岡崎市篭田町36

受付/11:00～19:00

■講師：竹内さちよ ■対象：中学生以上■定員：各4名
■会場：自分のお店 

定休日/木 
0564-21-0864

遺言で円満相続・
相続税対策

遺言は円満相続・相続税対策の保険。遺言
の活用法を分かりやすくお伝えします。

9月15日（水）・25日（土）10:00～11:30

木下佐代乃行政書士・税理士事務所
岡崎市柱2丁目6-4
0564-83-7890

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■講師：木下佐代乃 ■定員：各10名 ■持ち物：筆記用具
■会場：①市民会館 中会議室B（9/15）、②シビックセンター集会室（9/25）

定休日/土、日、祝

はじめての「ＤＩＹ講座」

「ＤＩＹって興味あるんだけど！」そんな初心者の
皆様のための工具や塗料などの知識習得講
座です。
9月17日（金）・18日（土）10:00～11:30

リビングスタイルハウズ
岡崎市戸崎元町4-1
0120-51-7780

受付/9:00～17:30

＜会場は別＞

 

■講師：颯田東五 ■定員：各1組2名様まで合計10名様
■持ち物：筆記用具・マスク■会場：市民会館 小会議室Ｂ

定休日/火 

排泄目的の散歩は、
犬を駄目にする！！

犬が道路で排泄するのはマナー違反です。そ
ればかりか、犬がワガママで行儀の悪い、駄目
犬に育ちます。
8月29日（日）10:00～12:00/13:30～15:30

宇野獣医科病院
岡崎市岩津町車塚5-1
0564-45-1611

受付/9:00～19:00

＜会場は別＞

■講師：宇野哲安 ■対象：小学生高学年以上■定員：各10名
■会場：市民会館 中会議室A

定休日/木、日、祝

懐かしい童謡、唱歌を
歌いませんか？

懐かしい童謡、唱歌をお話もしながら楽しく歌
いませんか？
8月13日（金）・9月3日（金）・9日（木）・16日（木）・24日（金）
10:30～11:30
8月5日（木）・12日（木）・19日（木）・9月2日（木）・9日（木）
9月30日（木）
13:30～14:30

音楽(歌声サークル)
岡崎市欠町字石ケ崎68ｰ1
090-1239-1913

受付/9:00～17:00

＜会場は別＞

■材料費：300円（資料、お持ち帰りお菓子代）■講師：都築卓子■定員：各3～5名■持ち物：お茶
■会場：せきれいホール 集会室101（8/13、9/3、9/16、9/24）、集会室202（9/9）、集会室203（8/5、8/12、8/19、9/2、9/30）

定休日/土、日、祝

開運！
名前の書き方講座

人生で最も多く書く文字である名前。自分の
クセを知り、なりたい自分になる名前の書き方
を練習しましょう。
9月3日（金）・17日（金）13:30～14:30
9月23日（木）10:00～11:00/15:00～16:00

公文岡崎城北・康生書写教室
岡崎市松本町2-3
080-3076-8846

受付/10:00～17:00

＜会場は別＞

■講師：酒井美紀 ■対象：中学生以上■定員：各3名 ■持ち物：筆記用具
■会場：①りぶら 会議室102A（9/3、9/17）、②自宅教室（9/23）

定休日/月、水、日 ※7月26日（月）から受付開始

今こそ自分磨き！
キレイな背中を手にいれる

さあ今日から！姿勢を正しくしつけて背中スト
レッチ♪深い呼吸で快眠・冷え性改善・免疫
力アップ。
8月6日（金）・7日（土）・9月6日（月）・29日（水）
14:00～15:30
9月11日（土）10:00～11:30

カイロプラクティック901
岡崎市真伝町魂場37-61
090-5873-0003

受付/9:00～20:00

＜会場は別＞

■講師：板倉圭子 ■定員：各6名 ■持ち物：フェイスタオル・動きやすい服装
■会場：①市民会館 中会議室B（8/7、9/29）、小会議室B（9/11）、②りぶら 会議室101（8/6）、会議室103（9/6）　

定休日/不定休

空き店舗ツアー＆
お店を始めたい方の相談会

将来自分のお店を持ってみたい方。魅力的な
空き店舗を見学してみましょう(^^ まちなか出
店相談同時開催！
9月12日（日）10:00～11:30

㈱まちづくり岡崎
岡崎市康生通東1-21
0564-21-0985

受付/10:00～18:30

 

■講師：まちづくり岡崎スタッフ ■定員：3名
■会場：まちなか会議室（旧まざりん）みどりや2階（岡崎市康生通東1-21） 

定休日/水 

あなたはもうやった？
「家族信託」入門講座

介護療養の費用対策で「かなり有効」と増加
中。家族信託の仕組み、活用事例を専門家
がやさしく解説します。
8月7日（土）・28日（土）14:00～15:30
9月19日（日）10:00～11:30

家族信託相談センター愛知
岡崎市洞町字西五位原1-1
0564-47-8558

受付/9:30～17:30

＜会場は別＞

■講師：家族信託専門士 ■定員：各5組
■会場：市民会館 中会議室AまたはB

定休日/水、祝

モヤモヤすっきり！
筆で書いてみよう。

墨や筆を使うのは久しぶりの方、上手い下手
は問いません。大きく腕を動かしてお習字して
みましょう。
9月10日（金）・24日（金）　13:30～14:30
9月23日（木）　13:00～14:00

公文岡崎城北・康生書写教室
岡崎市松本町2-3
080-3076-8846

受付/10:00～17:00

＜会場は別＞

※7/26（月）から受付開始

■材料費：100円（半紙、色紙代）■講師：酒井美紀 ■対象：中学生以上■定員：各3名
■持ち物：汚れてもよい服装・タオル■会場：①りぶら 会議室102A（9/10、9/24）、②自宅教室（9/23）

定休日/月、水、日

今からでも遅くない！
メルカリデビュー！！

捨てる前にちょっと待って、それ売れるかも！！フ
リマアプリ、メルカリにチャレンジしてみません
か！？
8月4日（水）・8日（日）・25日（水）・29日（日）
9月1日（水）・4日（土）・15日（水）・25日（土）・26日（日） 
10:30～11:30/13:30～14:30

サラダ館明大寺店
岡崎市明大寺本町2-6
0564-28-6252

受付/10:00～17:00

■講師：堺康裕 ■対象：メルカリを始めてみたい方■定員：各2名
■持ち物：ご自分のスマートフォン■会場：自分のお店 

定休日/水 

第一印象は5秒で決まる！

印象形成のメカニズムを学んで、目指せ！マス
ク越しでも伝わる笑顔、感じのいい人。

8月26日（木）・27日（金）・9月14日（火）・21日（火） 
10:00～11:00

サンブリッジ株式会社
岡崎市十王町2-31-1 安藤ビル201
0564-64-7766

受付/9:00～17:00

■講師：三宮りさ ■定員：各3名
■持ち物：筆記用具■会場：自分のお店 

定休日/土、日

知って安心！
障害年金ゼミナール

障害年金の制度を優しく解説いたします。
知っておくと安心です！リラックスしてご参加く
ださい。
8月14日（土）・15日（日）
10:30～12:00/14:00～15:30

桑原佐利社会保険労務士事務所・坂口社会保険労務士事務所
岡崎市渡町字薬師畔6番地10
090-4186-7679

受付/9:00～19:00

＜会場は別＞

■講師：社会保険労務士 桑原佐利、社会保険労務士 坂口千晶
■対象：65歳までの方

■定員：各3名
■持ち物：筆記用具■会場：市民会館 小会議室B

定休日/土、日、祝 

ボールペンで
動物イラストを描こう

身近な画材ボールペンを使って、楽しく動物イ
ラストを描きましょう。

9月24日（金）10:00～12:00

彩雲堂
岡崎市康生通南1-17
0564-21-4844

受付/9:30～19:00

■材料費：500円（ボールペン、用紙代）　
■講師：深津和泉 ■定員：5名
■会場：自分のお店 

定休日/月 

ベビーハープ体験講座

小さく持ちやすい癒しのハープ。健康と脳のリ
ハビリに最適な楽器です。

8月31日（火）17:00～18:00

大門音楽教室
岡崎市薮田1-12-5
090-4165-6673

受付/10:00～20:00

＜会場は別＞

■講師：かとうともこ ■定員：各10名
■会場：りぶら スタジオ2

定休日/不定休

そうだったのか！
インボイス制度

令和5年10月から始まるインボイス制度。正しく
理解しておかないととんでもない事になるかも？こ
の機会にきちんと理解して備えておきましょう。
8月10日（火）・17日（火）・9月9日（木）・16日（木）
9:30～10:30

サンアップ税理士事務所
岡崎市十王町2-31-1 安藤ビル201
0564-64-7766

受付/9:00～17:00

■講師：三宮大輔
■対象：事業に関わっている方
■定員：各3名 ■持ち物：筆記用具

■会場：自分のお店 

定休日/土、日

疲れ目チェック体験

疲れ目をチェクする器械を借ります。ご自分の
目がどれだけ頑張っているかチェックしてみま
せんか？
8月6日（金）～8日（日）
11:00～11:30/13:30～14:00/14:30～15:00

スギウラメガネ
岡崎市康生通東2-15
0564-21-1072

受付/9:30～18:15

■講師：杉浦文子 ■定員：各1名又は1組
■持ち物：お使いのメガネ（あれば）■会場：自分のお店 

定休日/火 、第1・3水

元気の出る占い講座

あなただけの運気を見つけるお手伝いします。
難しいですが自分のこと知りたくありませんか？
みなさんで体験。
8月13日（金）・15日（日）
12:30～13:30/14:00～15:00/15:30～16:30
8月27日（金）・9月3日（金）・17日（金）
10:00～11:00/11:30～12:30

山幸不動産
岡崎市中園町宮前35
090-2181-6703

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■材料費：500円（教材費）■講師：岡崎の母林ひかる ■対象：占いが好きな人
■定員：各３名

■持ち物：筆記用具・メガネ
■会場：りぶら 会議室201（8/13）、102A（8/15）、スタジオ5（8/27、9/3、9/17）

定休日/不定休

舟に乗って、乙川夜景体験

舟に乗って、乙川の夜景を楽しめます。

8月2日（月）～5日（木）18:30～19:30/19:30～20:30

岡崎城下舟あそび
岡崎市康生通南3丁目2番地
090-9194-4629

受付/10:00～17:00

＜会場は別＞

■材料費：500円（燃料代等）
■講師：白井宏幸 ■定員：各10名
■会場：東岡崎船着場

定休日/不定休

生涯のパートナー探し 
悩んでいませんか？

一人で抱えず思い切って相談してみましょう。
親御さんもぜひ。LGBTQの方もぜひ。

8月8日（日）・29日（日）
9月1日（水）・6日（月）・12日（日）・15日（水）・26日（日） 
14:00～15:30/19：00～20：30

小倉結婚相談所
岡崎市材木町2-60 エムワイビル2F
0564-55-220

受付/9:00～21:00

■講師：小倉とみ子 ■定員：各1名
■会場：自分のお店 

定休日/火、水 

空き家の片づけ方・
処分の方法教えます！

すぐに片づけないと〇〇〇万円損をする！？税
金・相続・売却・賃貸なんでもお答えします。

9月5日（日）13:00～14:00

（株）小幡建設・岩津の不動産屋
岡崎市岩津町字新城121-1
0564-45-2910

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■講師：小幡彬 ■定員：10名
■会場：りぶら 会議室101 

定休日/水 

■持ち物：筆記用具

エアコン１台で年中快適
“コロナ対策の家”

エアコン1台で24時間冷暖房の今どきのお
家！3密にならず換気が十分にできます。見学
も可能です。
9月5日（日）14:30～15:30

（株）小幡建設
岡崎市岩津町字新城121-1
0564-45-2910

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

 

■講師：小幡省侍 ■定員：10名
■会場：りぶら 会議室101

定休日/水 

■持ち物：筆記用具

整体資格で自宅サロン
開いてみませんか？

今流行りの自宅サロンでプチ起業してみませ
んか？ライセンス取得から開業までのお話しを
いたします。
8月12日（木）・15日（日）・9月23日（木）
10:00～11:30/14:00～15:30

カイロプラクティック光輝　岡崎葵院
岡崎市井田町字西田35
0564-65-2580

受付/10:00～21:00

＜会場は別＞

■講師：優秀A級カイロプラクター　加納数正 ■定員：各3名
■持ち物：フェイスタオル■会場：せきれいホール 集会室101

定休日/日 

イマドキのおしたく事情
と開運納棺体験

納棺師のオシゴトやコロナ禍のおしたく事情を
お伝えします。自分を見つめ直す開運納棺体
験もあります。
8月8日（日）・28日（土）・9月8日（水）・27日（月）
10:00～11:30

したくや縁
岡崎市美合町字小豆坂56-1
090-4156-7624

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■材料費：500円（資料代）
■講師：尾崎圭子 ■定員：各3人

■持ち物：筆記用具■会場：甲山閣 光の間

定休日/不定休

お墓女子と行く！
岡崎◆聖地巡礼

偉人が眠るお墓や歴史遺産、神社仏閣を巡
り岡崎の歴史に触れてみませんか。1.5時間
ほどかけて訪ね歩きます。
8月3１日（火）・9月20日（月）・25日（土）9:00～10:30

石屋のあすか
岡崎市小呂町字新志5-40
090-3455-0684

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■講師：渡辺則子 ■定員：各8名
■持ち物：帽子・水筒・タオルなど■会場：りぶら 正面出入口

定休日/日、祝

幸せになる
「お墓参り・供養の方法」

まもなくお盆、秋彼岸を迎えます。プロ仕様の
墓掃除のコツ、先祖供養、後悔しない墓じま
いの方法などをご紹介。
8月17日（火）・21日（土）・9月10日（金）・18日（土） 
9:30～11:00

石屋のあすか
岡崎市小呂町字新志5-40
090-3455-0684

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■講師：渡辺則子 ■定員：各8名
■会場：①市民会館 小会議室A（8/17、9/18）、小会議室B（9/10）、②せきれいホール集会室202（8/21）

定休日/日、祝 

手軽な発酵食品で
スーパーフード

みりん粕を使って、簡単お手軽に現代の成人
病を予防して健康長寿を目指しましょう！！

8月6日（金）・7日（土）・10日（火）・16日（月）・19日（木）・
22日（日）・28日（土）・31日（火）・9月3日（金）・6日（月）・
9日（木）・12日（日）・18日（土）・21日（火）・24日（金）・
27日（月）・30日（木）13:00～14:00

サラダ館明大寺店
岡崎市明大寺本町2-6
0564-28-6252

受付/10:00～17:00

■材料費：200円（試食用食材費）■講師：堺敬子 ■定員：各3名
■持ち物：筆記用具・メモ帳■会場：自分のお店 

定休日/水 

2種類の
チキンカレー作り！

最小限のスパイスで作るチキンカレーと、様々
な材料の旨味を凝縮したチキンマサラの2種
類のカレー作り！
9月8日（水）・16日（木）・27日（月）15:00～17:00

スバカマナ岡崎店
岡崎市材木町1-18 第一高木ビル1F
0564-28-7567

受付/11:00～22:00（15:00～17:00は閉店）

■材料費：1,500円（食材費）
■講師：バッシャール・ジャビンドラ ■定員：各10名

■持ち物：エプロン・筆記具■会場：自分のお店 

定休日/火 

ゆるゆる珈琲教室

ハンドドリップで淹れる美味しい珈琲の淹れ
方を伝授。珈琲タイムがよりHappyになります
よ♪
9月9日（木）・16日（木）・23日（木）14:00～15:30
9月11日（土）19:00～20:30
9月30日（木）10:00～11:30

樹の香
岡崎市東大友町郷東19-1
0564-34-4313

受付/10:00～18:00

＜会場は別＞

■材料費：500円（珈琲豆代等）■講師：小野千夏■定員：各3名 ■持ち物：珈琲カップ・筆記具
■会場：りぶら 会議室102A（9/11、9/16） 会議室102B（9/9、9/23、9/30）  

定休日/日 

世界で一つ。オリジナル
目覚し時計を作ろう

ご自身で好きな絵を描いてオリジナルの目覚
まし時計を作りましょう。

8月1日（日）・21日（土）10:30～12:00

宝金堂
岡崎市康生通東1-18
0564-21-2015

受付/10:00～19:00

■材料費：1,000円（目覚まし時計代（部品含む））
■講師：佐谷繁 ■対象：小学生以上（親子限定）

■定員：各3組（3家族）
■持ち物：シールや色ペンや色鉛筆

■会場：自分のお店 

定休日/火 、第3水

まちゼミって何？
気になる事業主さん必見

話題のまちゼミ。興味をお持ちの岡崎市内の
事業者さまに参加検討に向けてオンラインに
て解説します! 
8月15日（日）19:30～20:30
9月27日（月）10:00～11:00

岡崎まちゼミの会
愛知県岡崎市康生通東1-21
0564-21-0985

問合せ/10:00～18:30

■講師：松井洋一郎とまちゼミ店主
■対象：岡崎市内の事業者さま
■定員：各8名

■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/水 

身体の歪みスッキリ！
楽ちんストレッチ講座

特別な呼吸をしながら軽く動くだけで歪みが
取れる不思議なストレッチ！詳細はＱＲコードで
ご確認下さい！
8月2日（月）・11日（水）・16日（月）・25日（木）
9月4日（土）・12日（日）・18日（土）・26日（日）
11:00～12:30

いやしの楽々庵
岡崎市福岡町字南御坊山1-1
0564-52-7374

問合せ/10:00～16:00

■講師：米澤栄二 ■定員：各3名
■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/火、土 

初めての補聴器体験

補聴器の役割や種類についてご説明致しま
す。お気軽にご参加ください。

8月6日（金）・7日（土）14:00～15:00

あいち補聴器センター
岡崎市吹矢町69
0564-24-4733

問合せ/10:00～17:00

■講師：天野慎介 ■定員：各50名
■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/水 

初めての補聴器体験

補聴器の役割や種類についてご説明致しま
す。お気軽にご参加ください。

8月6日（金）・7日（土）14:00～15:00

あいち補聴器センター
岡崎市吹矢町69
0564-24-4733

問合せ/10:00～17:00

■講師：天野慎介 ■定員：各50名
■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/水 

やせた！やせた！
健康的にやせた！

3か月で10キロやせてベスト体重インストラク
ターになった23年の経験を色々話しちゃいま
すよ～！
8月7日（土）・19日（木）・31日（火）
10:00～11:30/14:00～15:30/ 19:00～20:30

ウェルネスクラブいそ
岡崎市朝日町3-14 近藤ハイツ102
090-8185-1325

問合せ/10:00～20:00

■講師：磯貝健
■対象：やせられなくて困っている人またはその家族

■定員：各3名（オンラインが出来ない方限定で、店舗で1組受講受け付けます）
■持ち物：体組成計・電卓・メモ■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/不定休

なぜ高性能住宅が
注目されているのか？

UA値、C値と性能アピールが多い現在の住
宅。高性能であると住む人にどんなメリットが
あるのか解説します。
9月4日（土）・5日（日）　16:00～17:00

ウッドアートスタジオ株式会社
岡崎市井田町稲場2-1
0120-64-2377

問合せ/10:00～18:00

■講師：西崎佳祐 ■対象：新築やリフォームを考えている人■定員：10名
■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/水、木 

なぜ高性能住宅が
注目されているのか？

UA値、C値と性能アピールが多い現在の住
宅。高性能であると住む人にどんなメリットが
あるのか解説します。
9月4日（土）・5日（日）　16:00～17:00

ウッドアートスタジオ株式会社
岡崎市井田町稲場2-1
0120-64-2377

問合せ/10:00～18:00

■講師：西崎佳祐 ■対象：新築やリフォームを考えている人■定員：10名
■会場：オンラインまちゼミ 

定休日/水、木 

ガチガチの背中を
ゆるめませんか♪♪

首肩こり・片頭痛・倦怠感・ダイエットの効果を
あげるなら背中から♪開いた骨盤を締めて体
幹トレーニング！
8月6日（月）10:00～11:30/19:00～20:30
8月7日（土）・9月6日（月）・29日（水）10:00～11:30
9月11日（土）14:00～15:30

カイロプラクティック901
岡崎市真伝町魂場37-61
090-5873-0003

受付/9:00～20:00

＜会場は別＞

<<cel32>>

■講師：板倉圭子 ■定員：各6名 ■持ち物：フェイスタオル・動きやすい服装
■会場：①市民会館 中会議室B（8/7、9/29）、小会議室B（9/11）、②りぶら 会議室101（8/6）、103（9/6）

定休日/不定休

鏡に映る
自分の姿勢をチェック

骨盤の歪みを正して立つきれいな姿を見ま
しょう。骨盤調整もします。

8月10日（火）・9月10日（金）・24日（金）14:00～15:30 
9月4日（土）10:00～11:30

カイロプラクティックにこり
岡崎市百々西町16-2
0564-24-5496

受付/10:00～20:00

＜会場は別＞

■講師：片桐眞理子■定員：各3名■持ち物：フェイスタオル・動きやすい服装で
■会場：市民会館 中会議室A（8/11、9/10）、中会議室B（9/4）、小会議室B（9/24）

定休日/不定休

最高の眠り！寝起きは
スッキリですか？

昼間の疲れは眠っているときに回復します。自
分の寝ている状態を知ってみましょう。

8月11日（水）・9月10日（金）・24日（金）10:00～11:30 
8月20日（金）18:00～19:30
9月4日（土）14:00～15:30

カイロプラクティックにこり
岡崎市百々西町16-2
0564-24-5496

受付/10:00～20:00

＜会場は別＞

■講師：片桐眞理子■定員：各3名■持ち物：フェイスタオル・動きやすい服装で
■会場：①市民会館 中会議室A（8/11、9/4、9/10）、小会議室B（9/24）、②りぶら 会議室101（8/20）

定休日/不定休

美しい姿勢と健康は
骨盤が9割！

骨盤が歪むと猫背や身体の不調や痩せにく
い体質の原因に！参加者全員に骨盤チェック
と調整やりますよ♪
8月9日（月）・26日（木）・9月12日（日）・22日（水）
10:00～11:30/14:00～15:30

カイロプラクティック光輝　岡崎葵院
岡崎市井田町字西田35
0564-65-2580

受付/10:00～21:00

＜会場は別＞

■講師：優秀A級カイロプラクター　加納数正 ■定員：各3名
■持ち物：フェイスタオル■会場：せきれいホール 集会室101

定休日/日 

手荒れ 肌荒れ
大丈夫ですか?

今使っている物に『生体融合型光触媒』をプ
ラスするだけで日常生活を快適にするお話し。

8月23日（月）・9月1日（水）
13:30～14:30/15:00～16:00
8月28日（土）10:00～11:00/13:00～14:00
9月27日（月） 10:00～11:00

one’s　heart
岡崎市日名西町2-3 クリエイティブISK405
090-3303-3815

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

 

■講師：井上弥生 ■定員：各5名
■会場：市民会館 小会議室B

定休日/日

誰でもできる「美腸ヨガ」

免疫力アップのボタンを押す時間です。体の
内側まで、アプローチ。腸や内臓が、元気につ
やピカ肌になる?
8月4日（水）・18日（水）・25日（水）
9月1日（水）・15日（水）
14:30～16:00
8月29日（日）・9月5日（日）10:30～12:00

ILCHI　Brain　Yoga   岡崎スタジオ
岡崎市明大寺本町4-11 駅前PENビル3F
0564-28-9925

受付/10:00～20:00

■講師：磯谷照枝 ■定員：各3名
■持ち物：動きやすい服装■会場：自分のお店 

定休日/月 

すっきり軽い
ふくらはぎに変身

ちょっとしたコツで疲れをためないほっそり脚に
なれるセルフマッサージ＊希望者はフットマッ
サージ体験付。
8月5日（木）・7日（土）10:00～11:30
8月18日（水）・30日（月）・9月18日（土）13：30～15：00

gratias(グラティアス)
岡崎市真伝吉祥2-12-20
090-9171-4487

受付/10:00～20:00

＜会場は別＞

■材料費：500円（ローション代）■講師：宮田由紀 ■対象：女性■定員：各3名
■持ち物：ひざ下が出せる服装■会場：市民会館 小会議室B

定休日/不定休

あなたの目を守る色素
"ルテイン"測定体験

大切な目を守ってくれる色素”ルテイン”。この
機会にチェックしてみませんか？食生活を見直
すきっかけにも。
9月12日（日）・13日（月）
11:00～11:30/13:30～14:00
14:30～15:00/15:30～16:00

スギウラメガネ
岡崎市康生通東2-15
0564-21-1072

受付/9:30～18:15

■講師：杉浦文子他 ■定員：各1名又は1組
■持ち物：お使いのメガネ（あれば）■会場：自分のお店 

定休日/火 、第1・3水

目で見てバッチリ
あなたの血流わかります

あなたの血流が当店の測定器でリアルに確
認。機械に指を乗せるだけ。血流改善のコツ
も学べます。
8月13日（金）・25日（水）・9月14日（火）・29日（水）
13:00～15:00

漢方相談　タカキ薬局
岡崎市松本町42-8
0564-26-1717

受付/9:00～20:00

■講師：高木太輔 ■定員：各3名
■会場：自分のお店 

定休日/日、祝

意外に知らない
「正しく足を使った歩き方」

足の使い方ひとつで元気な身体を作ることが
出来ます！まずは歩き方を意識してみましょう。

8月8日（日）・9月5日（日）13:30～15:00
9月5日（日）10:30～12:00

ブティック中屋
岡崎市籠田町17
090-8676-5953 0564-26-2064

受付/8:00～20:00

■講師：西村武蔵（ボストンスポーツ接骨院） ■定員：各7名
■持ち物：筆記用具■会場：自分のお店

定休日/月、日 

コロナ対策！
水素水のお話

意外に知らない、胃腸を整え免疫力を高める
水素水の力。実験を通して愉しく学びます。

8月2日（月）10:30～12:00/13:30～15:00
8月22日（日）13:30～15:00

ブティック中屋
岡崎市籠田町17
090-8676-5953 0564-26-2064

受付/8:00～20:00

■講師：天野めぐみ ■定員：各3組6名
■持ち物：筆記用具■会場：自分のお店

定休日/月、日 

夏こそ温活セミナー！
貴方の芯は冷えている

冬の冷えは夏に作られる！？血流を良くする習
慣に変えて免疫力アップ！

9月12日（日）13:30～14:30
9月19日（日）10:30～11:30/13:30～14:30

ブティック中屋
岡崎市籠田町17
090-8676-5953 0564-26-2064

受付/8:00～20:00

 

■講師：天野めぐみ ■定員：各6名
■持ち物：筆記用具■会場：自分のお店

定休日/月、日 

「薬膳」ってなぁに？

「薬膳ってなぁに？」八宝茶を飲みながら、残
暑の養生法を学びましょう！

8月6日（金）・7日（土）
10:00～11:00/13:00～14:00
15:00～16:00/18:00～19:00

みゃーずキッチンスタジオ
岡崎市明大寺本町2丁目7-2 ㈱MYAビルC
0564-77-2279

受付/10:00～17:00

■材料費：300円（テキスト、八宝茶代）
■講師：宮島幸江 ■対象：薬膳に興味のある方■定員：各1組（3名まで）

■持ち物：筆記用具■会場：自分のお店 

定休日/月、日、祝

新しいアイケアのご紹介

何かとストレスの多い時代・・・目元を温めるア
イケア始めませんか？その場で血流測定も行
います。
8月27日（金）・28日（土）
13:30～14:00/14:30～15:00/15:30～16:00

スギウラメガネ
岡崎市康生通東2-15
0564-21-1072

受付/9:30～18:15

■講師：杉浦文子他 ■定員：各1名又は1組
■持ち物：お使いのメガネ（あれば）■会場：自分のお店 

定休日/火 、第1・3水

心の癒し
《がん・認知症・うつ病の女性へ》

ストレス、痛みを和らげる。スウェーデン発祥の
「撫でるケア」〈施術体験あり〉

8月13日（金）・17日（火）・9月11日（土）10:00～11:30

タクティール®ケア【おん】
岡崎市宇頭町向山44
080-3615-5622 0564-31-4965

受付/8:30～21:00

＜会場は別＞

■材料費：300円（オイル、資料）
■講師：コリ都三女 ■対象：上記病気の女性、またはご家族■定員：各2名

■持ち物：タオル2枚■会場：りぶら 和室

定休日/不定休

肩こり改善で
免疫力アップ♪

頭痛・腕や手のしびれがある方！お顔のたるみ
にも繋がります！自分で簡単にできる運動をし
て改善しましょう！
8月20日（金）・9月25日（土）
10:00～11:30/14:00～15:30

トータルケアサロンひとみ
岡崎市細川町雨戸35-1
080-5132-7508

受付/9:00～19:00

＜会場は別＞

■講師：茂田ひとみ■定員：各3名■持ち物：フェイスタオル・動きやすい服装
■会場：市民会館小会議室A（8/20）、せきれいホール集会室202（9/25）

定休日/不定休

肩、腰、膝、巻肩、猫背の
症状が１度で改善

触れて撫でると肩痛、腰痛、膝痛の症状が楽
に。巻肩、スマホ首、猫背はトントン療法で改
善。
9月10日（金）・16日（木）・17日（金）10:00～11:30

髙宮治療整体
岡崎市西大友町字蓮花寺35-3
0564-31-0986

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■講師：髙宮文治 ■定員：各4名 ■持ち物：タオル・動き易い服装
■会場：りぶら 会議室102A（9/10、9/17）、会議室102B（9/16）  

定休日/水 

いびき・不眠・肩コリの方
オーダー枕体験

あなたの身体を全身計測し、オーダーメイド枕
を作成します。極上の眠りを体験してみません
か？
9月13日（月）・18日（土）10:00～12:00
9月16日（木）・19日（日）13:00～15:00

株式会社小野ふとん店
岡崎市明大寺本町2-25
0564-22-6661

受付/10:00～19:00

■講師：長尾・永田 ■対象：中学生以上■定員：各3名
■会場：自分のお店の2階

定休日/火、第1水 

予防医学のための
アロマケア講座

免疫を高めておきたい時代です。心を癒し免
疫をサポートする香りのローション作りとハンド
ケアを楽しみましょう！
8月5日（木）・31日（火） 13:30～15:00/15:30～17:00 
8月10日（火）13:30～15:00
9月18日（土）18:30～20:00

しずくや
岡崎市八帖北町27-2 江山ビル1階
0564-64-4570

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

 

※7/26（月）から受付開始

■材料費：800円（ローション容器材料費）■講師：柴田千代 ■定員：各４名
■持ち物：筆記用具・タオル■会場：りぶら 会議室201、創作室（9/18のみ）

定休日/第2・4・5土、日、祝

歯ぐきに注目、
歯ぐきの健康が一番

私の名前はスマートポインター、ブラッシングの
後に使用して歯ぐきのいやな症状を取りましょ
う！
8月24日（火）・9月23日（木）13:30～15:00

健口の会
岡崎市康生通西3-15-2-504
080-5122-2052

受付/11:00～18:00

＜会場は別＞

■材料費：1,200円（スマートポインター、資料代）■講師：清水康行■定員：各10名
■持ち物：筆記用具■会場：りぶら 会議室101（8/24）、会議室102A（9/23）

定休日/日 

やってみよう
スパイラルテーピング！

メダリストも使用しているスパイラルテープを自
分で貼ってスポーツ・日常生活を快適にバラ
ンス調整。
8月7日（土）・28日（土）・9月4日（土）13:30～14:30

康生接骨院
岡崎市八幡町1-33
0564-24-5525

受付/8:00～19:00

■材料費：300円（テープ、資料代）■講師：古田昌宏 ■定員：各4人
■持ち物：テープを貼れる服装■会場：自分のお店 

定休日/土曜午後、日、祝

今日からダイエット
３ヶ月－10キロ講座

今年こそ絶対痩せる３ヶ月で-10kg。ダイ
エット講座　無料トライアルも好評で成功
率９０％です。
8月5日（木）・9月7日（火）・24日（金）13:00～15:00
8月21日（土）18:00～20:00

漢方相談　タカキ薬局
岡崎市松本町42-8
0564-26-1717

受付/9:00～20:00

■講師：高木太輔 ■定員：各5名
■会場：自分のお店 

定休日/日、祝

019 020 021 022 023

024 025 026 027

028 029 030 031 032

033 034 035 036 037

038 039 040 041 042

044 045 046

047 048 049 050 051

052 053 054 055 056

056 057 058 059 060

061 062 063 064 065

066 067 068 069

071 072 073 074

076 077 078 079

081 082 083 084

086 087 088 089

094

095 096

070

075

080

085

090

健康健康
からだや
健康についての
講座です。

つくるつくる
つくったり
体験する
講座です。

まなぶまなぶ
知識や知恵を
学ぶ講座です。

グルメグルメ
飲食に関する
講座です。

親子
親子で
参加できる
講座です。

親子

043

091

098

097

100 101 102099

オンラインオンライン
お家でオンラインで
講座が受けられます。
お申込みは
ＱＲコードから！

092 093


