
栄養８割運動２割で、
健康的にやせたよ！

シンプルな食事プランで10キロやせてベスト
体重インストラクターになった24年の経験を
色々話しますよ。
8月6日（土）・18日（木）・30日（火）
10:00～11:30、14:00～15:30、19:00～20:30
（オンラインが出来ない方限定で、店舗で1組受講受付します）

ウェルネスクラブいそ
岡崎市西本郷町字和志山146
090-8185-1325

問合せ/10:00～20:00

＜会場は別＞

■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

■持ち物：体組成計（体重計）、電卓、メモ■会場：オンラインまちゼミ

定休日/不定休

今話題のオンライン
岡崎まちなか観光！！

岡崎まちゼミ40回記念！オンラインにて岡崎を
ご紹介します!話題の店舗、まちなか観光が堪
能できます！
8月6日（土）15:00～16:00

岡崎まちゼミの会
岡崎市康生通東1-21
0564-21-0985

問合せ/10:00～18:30

＜会場は別＞

■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 

親子で楽しめる
ドレッシング＆デザート作り

1日に必要野菜350ｇ食べてる？野菜がモリ
モリ食べれて、簡単で安心な材料を使い食育
や熱中症を学ぼう！
8月5日（金）・６日（土） 
10:00～12:00、13:00～15:00

Beauty studio color
岡崎市稲熊町字8-190-1 第一三興ビル401
090-1476-9074

受付/10:00～20:00

＜会場は別＞

7/24（日）より受付

■材料費：子供500円、大人800円（食材費）
■講師：近藤喜代子＆中村忍 ■対象：5才～12才のお子さんと保護者

■定員：各15名（1組:大人1名子供1～3名まで）
■持ち物：手拭きタオル、エプロン、三角巾（バンダナ可）

■会場：りぶら 調理室

定休日/木 、第1・第3・第4日

子供の体を知ろう！
親子で出来る運動器検診

お子様の姿勢が悪いと思う事ありませんか？
今より悪くしないために原因や予防法などお
教えいたします。
8月6日（土）・14日（日）
14:00～15:30
8月13日（土）・15日（月）
10:00～11:30、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
080-5294-1241

受付/10:00～20:00

＜会場は別＞

■講師：鈴木利夫 ■対象：小学生以上■定員：各3組 ■持ち物：運動のできる服装、タオル
■会場：市民会館小会議室A（8/6） ・りぶら スタジオ3（8/13）・りぶら 会議室101（8/14､15）

定休日/不定休

子供の姿勢が
気になりませんか？

大人も子供も正しい姿勢には骨盤と関係が
有ります。夏休みに正しい姿勢を覚えましょう。

7月31日（日）・8月13日（土）・16日（火）・30日（火）
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
090-8323-5352

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■講師：片桐真理子 ■対象：6歳～18歳のお子さんと保護者■定員：各6名3組
■会場：市民会館小会議室A（7/31、8/13）・りぶら会議室201（8/16）・りぶら会議室103（8/30）

定休日/不定休

自分と家族の
体ケア講座 

自分と家族のからだを守るケア講座。子供の
姿勢・美容と姿勢の繋がり・生活習慣的ケア・
ケア体験
7月27日（水）・8月8日（月）・10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/8:00～19:00

＜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

子供と一緒に株式、
投資信託を学ぼう

これから資産形成の授業が始まることを知っ
ていますか？元信金マンが基礎を優しく教えま
す！
7月26日（火）・27日（水）・8月2日（火）・3日（水）
8月9日（火）・10日（水）・16日（火）13:00～15:00
※記載の日程の都合が合わない場合、気軽に相談く
　ださい。

ほけんの市川
岡崎市伝馬通1丁目26番地
090-7682-1786

受付/10:00～20:00

■講師：本田洋嗣 ■対象：親子（お子様と同伴でよろしくお願い致します）
■定員：各3組■会場：自分のお店

定休日/土、日

世界で一つ。オリジナル
目覚し時計を作ろう

ご自分で好きな絵を描いて組み立てる、世界
で1つのオリジナル目覚まし時計を作りましょ
う。
7月30日（土） 13:30～15:00
7月31日（日） 10:30～12:00

宝金堂
岡崎市康生通東1-18　※会場が変更になる場合もあり。
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：親子■定員：各4組
■持ち物：文字盤を描くのに必要なマジックやスタンプ、シール等■会場：自分のお店

定休日/火 ・第3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
祖供養のお話です。
8月22日（月）10:00～11:30
8月27日（土）19:00～20:30
※3日前までにご予約ください

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

＜会場は別＞

■講師：小林敬央
■定員：各3名

■持ち物：郵送またはメールでお送りした講座資料、筆記用具など
■会場：オンラインまちゼミ

定休日/月 

感情マスターして、
自己実現していく講座

自分を知ること第２弾。感情をマスターしていく
ことの最初一歩の講座。魂の喜びを感じる人
生へ。
8月5日（金）・19日（金）・26日（金）
9月2日（金） 21:00～22:30

ことこデザイン研究所
岡崎市美合新町
080-5101-0395

問合せ/9:00～17:30

＜会場は別＞

■持ち物：メモ帳とペン
■講師：奥村佳央

■定員：各4名（個別でもお友達と一緒でも）
■対象：女性限定（精神的に自立していき自己実現していきたい方※学生可）

■会場：オンラインまちゼミ

定休日/日、不定休

数秘術で自分を知り
才能発揮する方法

自分の才能を活かしたい時、自分を知ることか
ら始まります。人間関係でも違いを知ること
で、理解できます。
8月2日（火）・16日（火）・30日（火）
9月6日（火）
10:00～11:30、21:00～22:30

ことこデザイン研究所
岡崎市美合新町
080-5101-0395

問合せ/9:00～17:30

＜会場は別＞

■講師：奥村佳央
■対象：女性限定、学生OK■定員：各1～4名  個別でもお友達とのお申込みもOK！

■持ち物：ノート、ペン、自分の生年月日と出生時の名前（旧姓）
■会場：オンラインまちゼミ

定休日/日、不定休

０~6歳児のママの
ためのおうち英語

お子さんが日常生活で自然に楽しく英語に触
れられる環境作りのヒントを実践を交えながら
お伝えします。
7月26日（火）・29日（金）・8月23日（火）
10:00～11:30、13:00～14:30

子供英語教室 Wee Nessie
岡崎市鴨田町池内42-4
080-1551-1967

問合せ/9:00～22:00

＜会場は別＞

■講師：土屋陵子
■対象：子供には英語を話せるようになって欲しいと願っているママ

■定員：各5名■会場：オンラインまちゼミ

定休日/不定休
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親子
親子で参加できる
講座です。

親子

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41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？

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
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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！

●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。

講座によっては
異なる場合があります。

講座によっては
異なる場合があります。

講座によっては
異なる場合があります。

講座によっては
異なる場合があります。

自分に似合うカラー
判定＆秋メイクレッスン

自分に合った！色や眉デザイン、メイクを知ると
簡単キレイ！髪の色や洋服、ファンデ、メイク選
びも迷わない☆
7月31日（日）・8月20日（土）・27日（土）
10:00～11:30、13:00～14:30、15:00～16:30

Beauty studio color
岡崎市稲熊町8-190-1 第一三興ビル401
090-9662-4801

受付/9:30～20:00

＜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名

■持ち物：筆記用具、メイク道具（無くてもOK）
■会場：市民会館 リハーサル室1号（7/31）・甲山閣 矢作の間（8/20、8/27）

定休日/木 、第1・第3・第4日

爽快！炭酸泡マスクで
くすみのない透明肌へ

血行を促進し、肌本来の明るさを引き出しま
す。フェイシャルマッサージ付き。
7月30日（土）・8月31日（水）
10:00～11:00、11:30～12:30、13:00～14:00
14:30～15:30
8月11日（木）・9月11日（日）
13:00～14:00、14:30～15:30

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

受付/10:00～19:00

＜会場は別＞

■材料費：1,000円（スキンケアアイテム）
■講師：竹田紗生 ■対象：女性

■定員：各1名またはペア2名
■持ち物：筆記用具、フェイシャルタオル1枚、メイク道具（無くてもOK）

■会場：甲山閣 栄の間

定休日/木 、第1・第3・第4日

紫外線カットメイク

ファンデーションが崩れやすくなる季節！マスク
蒸れや汗に落ちにくいベースメイクをお伝えし
ます！
8月5日（金）15:15～16:45
8月20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（メイクで使用する商品）■講師：石橋友子
■対象：20歳以上■定員：各3名

■持ち物：卓上鏡、ターバン（髪をとめるもの）
■会場：市民会館リハーサル室2号（8/5）・ リハーサル室3号（8/20）

定休日/日 

若返り
アイメイクレッスン

マスク生活の中目元を見て第１印象が決まり
ますね？目元を若 し々く元気に見せるアイメイ
クレッスンします。
7月30日（土）・9月10日（土）10:00～11:30
8月5日（金）13:30～15:00

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（メイクで使用するもの）■講師：石橋友子
■対象：20歳以上■定員：各3名

■持ち物：卓上鏡、ターバン（髪をとめるもの）
■会場：市民会館リハーサル室1号（7/30、9/10）・ リハーサル室2号（8/5）

定休日/日 

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。

7月26日（火）・30日（土）
8月5日（金）・15日（月）・30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：女性限定■定員：各3名
■会場：自分のお店

定休日/水 

ほうれい線改善
ひんやりエステ体験

お肌の血行を良くし肌機能を高め、「ひんやり
肌改善」でほうれい線対策にバッチリ!

8月2日（火）・8日（月）・12日（金）・23日（火）
9月6日（火）
10:30～12:00、13:30～15:00、15:30～17:00

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：1,500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：女性限定■定員：各3名
■会場：自分のお店

定休日/水 

貴方に合った眉描き＆
マスクメイクレッスン

お客様に合った眉スタイルのアドバイス、マス
クメイクレッスンをお教えいたします。

7月29日（金）・8月9日（火）・20日（土）
10：30～12：00、13：30～15：00、15：30～17：00

みどりや本店
岡崎市康生通東1-21
0564-21-0985

受付/10:00～18:30

■講師：みどりやスタッフ ■対象：女性限定■定員：各3名
■会場：自分のお店

定休日/水 
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各講座が色分けで分類されています。7月・8月・9月 まちゼミカレンダー
NEW 親子 オンラインきれい 健康 つくる まなぶ グルメ
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067、069、075、081、090、
115

032、050、089、097、102、
112、
032、050、089、097、102、
112、

007、009、023、027、037、
039、052、060、064、065、
069、071、

007、009、023、027、037、
039、052、060、064、065、
069、071、

039、052、058、097、039、052、058、097、009、024、025、054、068、
077、100、114、
009、024、025、054、068、
077、100、114、

019、024、025、030、048、
076、
019、024、025、030、048、
076、

014、022、060、079、102、014、022、060、079、102、016、028、041、048、082、
083、106、110、113、
016、028、041、048、082、
083、106、110、113、

021、029、055、067、089、021、029、055、067、089、

007、014、019、060、064、
088、099、
007、014、019、060、064、
088、099、

012、027、044、072、078、
084、088、
012、027、044、072、078、
084、088、

006、033、046、082、083、
084、
006、033、046、082、083、
084、

001、004、006、033、047、
048、077、084、089、090、
099、100、

001、004、006、033、047、
048、077、084、089、090、
099、100、

033、060、076、084、033、060、076、084、018、021、033、043、055、
060、084、090、113、
018、021、033、043、055、
060、084、090、113、

023、031、037、071、084、
099、100、
023、031、037、071、084、
099、100、

申込は各店へ！
「まちゼミの申込です」と
お電話ください。

火 日

NEW 親子 オンラインきれい 健康 つくる まなぶ グルメ

講座は8つのカテゴリーに
色分けしています各講座の色に注目！

コロナの状況により、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。

コロナの状況により、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。

40第 回
おかげさまで岡崎まちゼミは
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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

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

集合写真
　岡崎まちゼミは皆様のおかげにて、この度４０回目を開催させいい
ただくこととなりました。２００３年１月に第１回目のまちゼミが開催され
ました。この時の参加店舗は１０店舗。受講者も１９０名ほどでした。
　はじめのうちは商工会議所に運営協力をいただいていましたが、
２００３年から岡崎まちゼミの会を立ち上げ、自主的な組織として運営
しております。開催時期もはじめは不定期でしたが、夏と春の年２回
と定着してきました。
　岡崎で誕生したまちゼミは評判から現在全国に広がり、２０２２年に
は約４３０地域で開催されるようになり、今も全国各地で拡大する三

おかげ様で４０回を
迎えることができました。

方よしの事業(市民の皆様、事業者の皆様、地域活性化)となりまし
た。２０２０年には新型コロナウイルスの影響で、講座の定員の制限
や延期・中止せざるを得ないという事態も起きました。制限があった
おかげで、会場に集まらずに受講できる“オンライン講座”という新
たな形も講座を行えました。
　今後も末永く岡崎まちゼミをどうぞよろしくお願い致します。

●2016年「第６回地域再生大賞」準大賞を受賞
　（共同通信社と全国の地方新聞社主催）
●2019年8月「第５回 全国まちゼミサミット in 岡崎」開催。
　全国でまちゼミ運営に携わる仲間が約500名集まりました。
●2021年9月～11月コロナ禍でも「まちゼミ」で
　全国各地に賑わいをつくろうと「全国一斉まちゼミ」を実施

岡崎まちゼミの会　一同
まちゼミの歩み

LINE

●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。）

コロナの状況により、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。
コロナの状況により、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。

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。
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。

将来お店を持ちたい
方必見!お店の作り方

新しい事を初めてみたい！自分の商品やサー
ビスは売れるのかなぁ。失敗しない小さく始め
るコツを知ってみよう
7月31日（日）・8月6日（土）
11:00～12:00、14:00～15:00

ＢＯＸ ＳＨＯＰ岡崎
岡崎市康生通東1-21
0564-21-0985

受付/10:00～18:30

■講師：松井洋一郎 ■定員：各6名
■会場：自分のお店

定休日/水 

下肢静脈瘤と痛み治療
の最新治療について

下肢静脈瘤と痛み治療の最新治療について
講演します。講座後は無料相談会も実施。お
気軽にお越しください！
7月30日（土）・8月27日（土） 15:30～17:30

おかざき足の血管外科・痛みのクリニック
岡崎市羽根西1丁目6-4
0564-83-8105

受付/9:00～14:00

＜会場は別＞

■講師：藤原圭史 ■定員：各20名
■会場：市民会館　大会議室（7/30）・会議室（8/27）

定休日/水・午前、金、日

SDGs寺子屋～親子
で学ぶ食卓のSDGs

わかりにくい？SDGsを、食品ロスと地産地消
をテーマに掘り下げて解説＋自由研究に関す
る相談もOK
7月27日（水）・28日（木）
13:30～15:00、15:30～17:00
7月29日（金） 
10:00～11:30、13:30～15:00、15:30～17:00

グリーンフロント研究所株式会社
岡崎市稲熊町山神戸7番地12
080-9731-1439

受付/9:00～17:00

＜会場は別＞

■講師：小串重治、鋤柄雄司 ■対象：小学5年生から中学生までの親子
■定員：各3家族■会場：源空寺（岡崎市東能見町12）

定休日/土、日、祝 

1級寝具技能士と作る
木綿わたの小座布団

お好きな柄の座布団の側を選んで木綿わた
を入れて仕立てる座布団です。一緒に教えま
す、親子でも作れます。
7月28日（木）・8月23日（火）・9月11日（日）
10:30～12:00
7月31日（日）13:30～15:00
9月4日（日）16:00～17:30

ふとんのタツネ
岡崎市菅生町字菅生40-2
0564-22-1212

受付/10:00～12:30

■材料費：1,000円（生地、わた、糸）
■講師：坂部恵子 ■対象：針やハサミを使います。ついたりしての怪我など、ご承知おき下さる方■定員：各2名

■持ち物：動きやすい服装（わたが付きます）■会場：自分のお店 

定休日/水（祝日のある週は水・木曜連休）

フラメンコ&フランス式
床バレエ

裸足で踊れるような簡単なメニューになってま
す。フランス式床バレエストレッチも少し取り入
れます。
9月2日（金）・4日（日） 18:00～19:00、19:00～20:00

マリポッサ フラメンコスタジオ
岡崎市中町
090-3564-4456

受付/10:00～20:00

＜会場は別＞

■講師：柿野とも子 ■定員：各10名
■持ち物：水分補給用の飲み物■会場：りぶら　スタジオ3

定休日/水、木、土 

SNSで、あなたらしい
魅力発信！

グラフィックデザイナーが個性鑑定学から見た
あなたらしさが輝くあなただけのSNS魅力発
信のお手伝い！！
8月9日（火）・23日（火）19:00～20:30
8月18日（木）15:00～16:30

夢プロデュース　ヨロコヒ・ト
岡崎市岡町東神馬崎南側4-9
080-6261-3585

受付/11:00～17:00

＜会場は別＞

■講師：五十嵐ヱトワ ■定員：各5名
■持ち物：筆記用具、スマホ等（あれば）■会場：りぶら　会議室102B

定休日/不定休

食べ物の好き嫌い、
どんな心理？

お子さんの食べグセ、好き嫌いはママへの大
切なメッセージだった！！親子で笑顔になるため
のおはなし会。
8月12日（金）10:00～11:30
8月18日（木）13:00～14:30

夢プロデュース　ヨロコヒ・ト
岡崎市岡町東神馬崎南側4-9
080-6261-3585

受付/11:00～17:00

＜会場は別＞

■講師：五十嵐ヱトワ ■対象：子育て中の方■定員：各5名
■持ち物：筆記用具■会場：りぶら 会議室102B

定休日/不定休

彩と文字でご縁を結ぶ
彩結び書

筆ペンとアートブラッシュで世界で一つの文
字を自由に書いてみませんか？

7月28日（木）・8月2日（火）・12日（金）・9月8日（木）
13:30～14:30、15:30～16:30

彩結び書
岡崎市亀井町
090-4217-7577

受付/13:00～18:00

＜会場は別＞

■材料費：額フレーム代150円（希望者のみ）■講師：大原、長谷川 ■定員：りぶら各10名 市民会館8名
■会場：りぶら会議室102B（7/28、9/8）・りぶら会議室101（8/12）・市民会館小会議室A（8/2）

定休日/不定休

おいしいコーヒーと
クレープを作ってみよう

ドリップコーヒーのおいしい淹れ方とご自身で
クレープを焼いて包んでいただきます。

8月1日（月）11:00～12:30

寺角コーヒー
岡崎市松本町42-78
0564-79-0421

受付/10:00～17:00

■材料費：1,000円（食材費）
■講師：照井彬等 ■定員：5名

■持ち物：エプロン■会場：自分のお店

定休日/月 

世界に１つだけの
バスボム作り体験

天然素材100%のアロマオイルを使って自分
好みのバスボムを作りませんか？親子でのご
参加大歓迎！
7月26日（火）・8月27日（土）・9月8日（木）
13:30～14:15、14:30～15:15、15:30～16:15

住友生命岡崎中支部
岡崎市末広町3-6
0564-64-7601

受付/10:00～15:00

＜会場は別＞

■講師：近藤慎一郎 ■定員：各10名程度
■会場：りぶら　会議室102A（7/26）・会議室102B（8/27）・会議室301（9/8）

定休日/土、日 

在宅介護を楽にする
移動方法

介護福祉士が教える、在宅介護を楽にする
方法

9月8日（木）・9日（金）9:00～12:00

福車屋
岡崎市上和田町字城前51-2
0564-83-8177

受付/10:00～19:00

■講師：澤谷裕佳
■定員：各5名■会場：りぶら 会議室201

定休日/日、祝

＜会場は別＞



名前を大切に書くと、
運気が上がります。

心をこめて名前を書くことは、自分を大切にす
ること。筆跡診断で今の自分を知り、開運文
字で名前を書きます。
8月6日（土）13:00～14:30、15:00～16:30
8月22日（月）10:00～11:30
9月3日（土）13:00～14:30

Little forest
岡崎市松本町2-3
080-3076-8846

受付/9:30～20:00

■講師：酒井美紀 ■定員：各3名（9/3のみ6名）
■持ち物：筆記用具■会場：自分のお店（9/3のみ愛知屋佛壇本舗3階）

定休日/火、木、金 

無垢のフローリング
のお手入れ法講座

無垢の床材のワックスがけや汚れ落としなど
お手入れ法を製品とともに紹介いたします！

7月31日（日）・8月3日（水）10:00～11:00

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/9:00～17:00

＜会場は別＞

■講師：颯田東五 ■定員：各8名様（1組2名様まで）
■持ち物：筆記用具、マスク■会場：せきれいホール　集会室101

定休日/火 

深層心理がわかる
心理学

アットホームな環境で楽しく学びませんか？今
の課題や願望などがわかります。自分を変えた
い方必！！
7月29日（金）
8月2日（火）・4日（木）・20日（土）・21日（日）
10:00～11:30

魅RAKU流
岡崎市牧御堂油田31
090-7308-0944

受付/8:00～21:00

＜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 ■持ち物：筆記用具
■会場：りぶら会議室102B（7/29、8/21）・会議室201（8/2）・会議室103（8/4）・会議室102A（8/20）

定休日/不定休

和に触れよう！石臼挽き
抹茶作り＆茶道体験

お抹茶ってどうやって飲んだらいいの？楽しく
学べる初心者向け講座です。（親子で参加も
大歓迎）
7月27日（水）
10:00～11:30、13:00～14:30、15:00～16:30
8月6日（土）・10日（水）10:00～11:30

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/10:00～19:00

＜会場は別＞

■材料費：500円（食材費）■講師：竹田紗生 ■対象：小学4年生以上
■定員：各6名■持ち物：筆記用具、ハンドタオル■会場：甲山閣 光の間

定休日/不定休

簡単・便利な発酵食品、
みりんかすの利用法

みりんかすを使ってかりもり漬けなど簡単な漬
物や、みりんかすを使った減塩食生活を身に
つけませんか？
8月2日（火）・5日（金）・8日（月）・15日（月）・21日（日）
8月27日（土）・9月2日（金）・5日（月）・8日（木）
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

■材料費：200円（試食食材代）　
■講師：堺敬子 ■定員：各3名
■会場：自分のお店

定休日/水 

インド式の
スープチキンカレー作り

スパイスと鶏肉を煮込んで旨味を出したチキ
ンカレーを作ろう！

7月29日（木）・8月22日（月）・31日（水）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（食材代）
■講師：ジャビンドラ・バッシャール ■定員：各10名

■持ち物：エプロン■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。毎日の珈琲タイムがよりHappyに
なりますよ♪
7月26日（火）・8月1日（月）14:00～15:30
7月30日（土）19:00～20:30
8月4日（木）・5日（金）10:00～11:30

自家焙煎珈琲豆専門店　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6名

■持ち物：コーヒーカップ、筆記具
■会場：りぶら 会議室201（7/26、8/1、8/4、8/5）・会議室102A（7/30）　

定休日/日、第１・第3月 

簡単電子レンジ料理

暑い夏は火を使う料理はしたくないですよね。
そんな時は電子レンジを使えば誰でも簡単に
作れる料理のご案内。
7月28日（木）・8月9日（火）・15日（月）
9月5日（月）・8日（木）・11日（日）
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

■材料費：200円（試食食材代）　
■講師：堺敬子 ■定員：各3名
■会場：自分のお店

定休日/水 

オンラインまち歩き＆
お店巡り観光ツアー

まちの情報サイト『ぽけろーかる』を使って貴
女の知らなかった商店街観光ツアー！！

8月7日（日）10:00～11:30

（株）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：松井洋一郎とまちゼミ店主 ■定員：10名
■会場：自分のお店

定休日/水 

格安に変えたい方の
スマホ見直し相談会！

まだその料金払ってるの？1/3になります！
一度見直ししてみませんか？

7月28日（木）・8月11日（木）・9月8日（木）
14:00～15:30
8月1日（月）・22日（月）・29日（月）19:00～20:30

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＞

■講師：谷本晴光 ■対象：大人■定員：各6名 ■持ち物：スマホ、ギガ数・携帯料金がわかるもの
■会場：りぶら会議室102A（7/28、8/1、8/22、8/29）・会議室102B（8/11）・会議室201（9/8）

定休日/なし 

秋の
ガーデンコンサート

木々の緑の中で一緒に音楽を楽しみ、幸せホ
ルモンで元気になりましょう。親子からシニアま
でどなたでも。
9月10日（土）・11日（日）16:00～17:30

中村素子ピアノ教室
岡崎市六供町甲西17-4
090-8548-0712

受付/9:00～20:00

■講師：中村素子 ■定員：各15名程度
■会場：自宅庭

定休日/不定休

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！
8月12日（金）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
0564-21-0864

受付/11:00～19:00

■材料費：500円（材料費、オリジナルインクのおまけ付き）
■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 

懐かしい童謡、童謡唱歌
を歌いませんか？

童心に返って子供の頃に歌った童謡、唱歌を
歌いませんか？

7月31日（日）・8月10日（水）・24日（水）・31日（水）
9月4日（日）・11日（日）10:30～11:30
8月12日（金）・25日（木）・28（日）・31日（水）
9月６日（火）・7日（水）13:30～14:30

歌声サークル
岡崎市欠町字石ケ崎68ｰ1
090-1239-1913 0564-24-4648

受付/9:00～17:00

＜会場は別＞

■材料費：300円（歌詞カード、お持ち帰りのお菓子等）■講師：都築卓子
■定員：各6名■持ち物：お茶■会場：せきれいホール 集会室203

定休日/不定休

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いたし
ます。補聴器体験も出来ますので、お気軽に
ご参加ください。
7月29日（金）・8月21日（日）・27日（土）・29日（月）
9月6日（火）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 

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

056 057 058 059 060

061
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。

043

099096 097 098

101 102 103100

062 063 064 065

067 068 069 070

072 073 074 075

077 078 079 080

082 083 084 085

087 088 089 090

066

095

071

076

081

086

091 092 093 094

講座によっては
異なる場合があります。

講座によっては
異なる場合があります。

講座によっては
異なる場合があります。

講座によっては
異なる場合があります。

CMでおなじみうるツヤ
エステ体験

CMでおなじみ、メナードフェイシャルサロンの
うるツヤリラクゼーションエステ体験がお試し
できます！
7月26日（火）・29日（金）・30日（土）
8月3日（水）・9日（火）・18日（木）・27日（土）
10:00～18:00 　※1人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：エステセラピスト ■対象：20歳以上■定員：各1名またはペア2名

■持ち物：コンタクトの方は洗浄液とケース■会場：自分のお店

定休日/日 

簡単若返り！
初めてのウィッグ体験

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1日（木）・11日（日） 10:00～11:30

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102B

定休日/不定休

免疫力は足裏から！
魔法のリフレクソロジー

ご自身と大切な人の為にすぐに使って頂ける
健康サポート技術を実践しながら分かり易くお
伝えします。
7月30日（土）・8月27日（土） 18:30～20:00
7月31日（日）・8月28日（日） 13:30～15:00
8月30日（火） 10:00～11:30

トータルボデイケアサロン＆スクールHelianthus＜ヘリアンタス＞
岡崎市鴨田町池内42-4
080-1551-1967

受付/9:00～22:00

＜会場は別＞

■講師：土屋陵子 ■対象：健康ケアやセラピストに興味のある方等■定員：各5名
■持ち物：フェイスタオル1枚、クッションor座布団1つ■会場：りぶら　創作室

定休日/不定休

「LOVE HEALS」
上映会＆ヨガ体験

誰もが抱える心と体の痛み、不安…ヒーリン
グと愛のドキュメンタリー視聴後、ヨガ体験をし
ていただきます。
7月30日（土） ・8月3日（水）・17日（水）・19日（金）・24日（水）
10:00～12:00
8月21日（日）・31日（水）
14:00～16:00

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 

ガチガチ背中を
ゆるめませんか!

首肩こり・片頭痛・お顔のシワ・タルミもかたい
背中が原因かもしれません?!姿勢チェック＆美
骨ケア体感♡
7月29日（金）・9月1日（木） 10:00～11:30
7月30日（土）・9月2日（金） 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
0564-25-5901

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：市民会館小会議室B（7/29、7/30）・りぶら会議室201（9/1、9/2）

定休日/不定休

大人も子供も集中力
UPのカラダづくり♪

良い姿勢は集中力UPにつながります。
運動・姿勢・仕事のパフォーマンスを
あげる姿勢づくり&体感
※（親子参加の場合3組まで）
7月29日（金）・9月1日（木） 14:00～15:30
7月30日（土）・9月2日（金） 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
0564-25-5901

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：市民会館小会議室B（7/29、7/30）・りぶら会議室201（9/1、9/2）

定休日/不定休

ケガする人、しない人の
差ってな～に？

運動してケガ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
教えいたします。
8月6日（土） 10:00～11:30
8月14日（日） 10:00～11:30、18:00～19:30
9月4日（日）・10日（土） 10:00～11:30、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
080-5294-1241

受付/10:00～20:00

■講師：鈴木利夫 ■対象：小学生以上■定員：各4名 ■持ち物：運動のできる服装、タオル
■会場：市民会館 小会議室A（8/6､9/10）・りぶら 会議室101（8/14､9/4）

定休日/不定休

＜会場は別＞

鏡に映る自分の姿勢は
きれいですか？

骨盤の歪みを正して、歩く、立つ、座るの姿を
体感しましょう。骨盤調整もしますよ。

7月31日（日）・8月13日（土）・16日（火）・30日（火）
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
090-8323-5352

受付/9:00～18:00

■講師：片桐真理子 ■定員：各4名 ■持ち物：タオル、お水
■会場：市民会館 小会議室A（7/31、8/13）・りぶら会議室201（8/16）・りぶら会議室103（8/30）

定休日/不定休

＜会場は別＞

結局、骨盤がすべて
解決してくれる！

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♪
7月29日（金）・8月7日（日）・17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、施術ができる服装■会場：せきれいホール　集会室101

定休日/日 

シンギングボウルで
呼吸法

シンギングボウルの奏でる倍音を聴きながら呼
吸を整えます。深い呼吸でリラックスし音浴を
楽しんでください。
9月6日（火）・7日（水） 15:00～16:00
9月8日（木）・9日（金） 18:30～19:30

キャンドルハウス Lintu（リントゥ）
岡崎市若宮町2-69-1
090-1233-6105

受付/10:00～17:00

■講師：星野嘉子 ■対象：女性■定員：各2名
■会場：自分のお店

定休日/不定休

さあ足のケアから
はじめよう

足型測定器でご自身の足の状態を確認して、
足にピッタリな靴選びの参考にして楽しく
ウォーキングしましょう。
8月4日（木） 13:30～15:00
8月5日（金）7日（日）～9日（火）11日（木）～16日（火）
10:30～12:00、13:30～15:00
8月18日（木） 10:30～12:00

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

■講師：堺敬子 ■対象：日頃からひざなど足に不安がある方■定員：各3名
■会場：自分のお店

定休日/水 

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4日（日）・5日（月）
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：杉浦文子他 ■定員：各1名または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・第3水 

夏だからこそ
温めましょう

夏から目元を温めるアイケアを始めませんか？
その場で血流測定も行います。

8月13日（土）
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：杉浦文子他 ■定員：各1名または1組
■会場：自分のお店

定休日/火、第1・第3水 

3ヶ月で-10kg！
漢方ダイエット講座

3800人体験！薬剤師が無理せず痩せるコツ
を教えます。前回受講者8割成功！1週間無料
トライアルあります。
7月27日（水）・8月17日（水）・29日（月） 13:00～14:30
8月20日（土）  18:00～19:30

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 

漢方でお茶会
舌で分かるあなたの体質

漢方の長い歴史の中で、舌をみれば体質も
分かるんです！プロの漢方師があなたの舌から
体質をチェックします。
8月10日（水）・22日（月） 13:00～14:30

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 

わ！流れてる！目で見て
わかる血流測定講座

あなたの血流が実際に流れているのを目で見
て確認し、血流改善のコツを薬剤師がアドバ
イスいたします。
8月1日（月）・24日（水）・9月1日（木） 
13:00～14:30

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 

大高酵素でスッキリ
ウンチ！腸のおはなし

「腸活」が注目される今、健やかな心と身体の
為には腸が重要！幸福度高まる腸活を家族の
為に学びませんか？
8月3日（水）・9月5日（月） 13:00～14:30

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 

この夏…
「心にごほうび」を

がんばり過ぎた心が人の手でゆるむ…
《スウェーデンのタッチケア》

7月30日（土）・8月15日（月）・16日（火）  9:30～11:00

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/8:30～20:30 7/25（月）より受付

■材料費：300円（オイル、資料）
■講師：コリ 都三女 ■対象：心がツライ女性■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

＜会場は別＞

自分の身体は
自分で守る！

自分の姿勢に自信ありますか？姿勢が悪いと、
肩こり・腰痛の原因なる！？簡単にできる運動
をお伝えします！
8月18日（木）・27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4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B（8/18）・小会議室A（8/27）

定休日/不定休

夏こそ冷え対策！
「温活セミナー」

冷えの原因は毎日の習慣から起きます。夏こ
そ１年の冷えを作ります。原因を知り対策しま
しょう。妊活にも。
８月10日（水）、20日（土）、9月10（土）
10:30～12:00、13:00～14:30、15:00～16:30

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 ■対象：女性■定員：各4名
■会場：自分のお店

定休日/月、日

人も地球も健康になる
「水素水のお話」

胃腸の調子を整え免疫力を高める水素の力。
環境にも良い効果があります。子供さんにも
大人気の実験をします。
8月3日（水）・9月6日（火）
13:30～15:00、19:00～20:30
8月23日（火） 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

＜会場は別＞

■講師：天野めぐみ ■定員：各10名
■会場：さくらこ。（岡崎市康生通東1-14 えがおの森ビル1F）

定休日/月、日

その食材！あなたの
体質にあっていますか？

薬膳の知恵から学ぶ食材選び。体質チェック
をして、自分に合った食材選びをしましょう！（薬
膳茶菓子付）
7月30日（土）・8月26日（金）・27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：500円（テキスト、薬膳茶、薬膳菓子代）■講師：宮島幸江
■対象：薬膳に興味のある方

■定員：各3名
■持ち物：筆記用具■会場：自分のお店

定休日/日、月 

のどの力を鍛えて
ずっとおいしく食べよう！

のどの役割と自宅で出来るのどの体操・トレーニ
ングを言語聴覚士がわかりやすく説明します。

7月29日（金）・8月20日（土）・29日（月）・9月6日（火）
15:00～16:00

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：阿部太郎 ■定員：各2名
■会場：自分のお店

定休日/水 

やってみよう
スパイラルテーピング

メダリストも使っているスパイラルテープでス
ポーツや運動前後のカラダバランスを整えて
みよう。
7月30日（土）・8月6日（土）・27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（テープ代）■講師：古田昌宏 ■定員：各6名3組
■持ち物：テーピングできる服装■会場：自分のお店

定休日/日、祝、土・午後

肩、腰、巻肩、花粉症
の症状が改善！

硬い筋肉に触れて押すだけで肩痛、腰痛、花
粉症の症状が改善。巻肩、猫背、スマホ首は
トントン療法で改善。
9月3日（土）・４日（日） 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5名
■持ち物：タオル、動きやすい服装■会場：りぶら　会議室102A

定休日/水 

瞬間調整で体幹が整い
運動能力がアップする

瞬間調整とエナジースプレーで野球やサッ
カー、テニスなどの運動能力がアップして本来
の力を出せる！
7月29日（金）・8月5日（金）・28日（日） 
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5名
■持ち物：タオル、動きやすい服装■会場：りぶら　会議室102A

定休日/水 

美しく健康的に♡
食べてダイエット♡

富山より食育の先生をお呼びしました。健康
的に食べて綺麗にダイエット方法を。自分の
健康をその場でチェック
9月9日（金） 9:30～10:30、11:00～12:00

山幸不動産
岡崎市中園町宮前35
090-2181-6703

受付/9:00～18:00

■材料費：500円（ビタミンチェックキット、資料代）■講師：畠山みづほ
■対象：女性 ■定員：各20名■持ち物：筆記具■会場：りぶら 会議室102A

定休日/不定休

＜会場は別＞

いびき・不眠・肩こりの方
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？
8月25日（木）・27日（土） 10:00～12:00
8月26日（金）・9月4日（日）・5日（月） 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：栗本・長尾 ■対象：中学生以上■定員：各3名
■会場：自分のお店

定休日/火、第1水曜日 

環境にもやさしい
バスボムを作ろう

好きなアロマの香りでバスボムを作りましょう。
環境のことも学べるプチ実験あり。

7月30日（土）・8月10日（水）
13:30～14:30、15:30～16:30
8月6日（土）・19日（金）・22日（月）10:00～11:00

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

受付/10:00～19:00

＜会場は別＞

7/26（火）より受付開始

■材料費：100円（バスボム材料）　■講師：宮田由紀
■対象：小学生までは保護者同伴

■定員：各3組6名まで ■持ち物：必要な方はエプロン
■会場：市民会館 小会議室A（7/30）・小会議室B（8/6、8/10、8/19、8/22） 

定休日/不定休

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
盆に向けていかがでしょうか。

7月26日（火）・8月2日（火）・3日（水）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：700円（ハス紙等）
■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・第3水

編み物ブローチを
作ろう

初心者の方でも作れる可愛い編み物プロー
チを作りましょう。毛糸は当日お選びいただけ
ます。
9月3日（土）・4日（日）11:00～12:00

ブティック　キフィー
岡崎市康生通西2-20-2 シビコ1F
0564-23-3012 0564-23-3012

受付/10:00～18:00

■材料費：200円（糸、キット代）
■講師：梅田喜登江 ■定員：各5名
■会場：自分のお店

定休日/不定休

はじめてのシーリング
スタンプ体験！

カラフルなワックスビーズを溶かしてスタンプを
押すシーリングスタンプを体験しませんか？

8月3日（水）・5日（金）15:00～16:30

ペンズアレイタケウチ
岡崎市篭田町36
0564-21-0864

受付/11:00～19:00

■材料費：500円（材料費）
■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 

グルーデコで作る
『涼花』ブローチ

エポキシ系の粘土を使って、可愛い涼しげな
花のブローチをひとつ作ります。

8月5日（金）・6日（土）・26日（金）・27日（土）
9月2日（金）10:00～12:00

ルコネッサンス  
岡崎市六名東町12-1  第3御幸オフィス102
090-6366-4917  

受付/10:30～16:00

＜会場は別＞

■材料費：3,500円（粘土代等）
■講師：服部雅子 ■対象：小学生高学年以上（小学生は親同伴で参加願います）■定員：各10名
■会場：りぶら会議室101（8/5、26）・会議室102A（8/6、27、9/2）

定休日/水、日 

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」の技法でミニ
フレームを作ります。

7月27日（水）・29日（金）・31日（日）
8月3日（水）・5日（金）・24日（水）・26日（金）
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、フレームのキット代）
■講師：鳥居恵子他2名 ■対象：高校生以上■定員：各4名
■会場：自分のお店

定休日/月、火 

世界で１つだけの曼荼羅
を作って見ませんか

ピン打ち済みの板に童心に返って身近にある
糸をぐるぐる掛けて頂きます。

7月29日（金）・8月2日（火）・12日（金）・19日（金）
8月21日（日）・30日（火）10:30～12:00
8月9日（火）・11日（木）・18日（木）・26日（金）
9月1日（木）・8日（木）13:30～15:00

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

受付/9:00～17:00

＜会場は別＞

■材料費：1,000円（ピン打ち済みの板、糸、資料代）■講師：都築卓子 ■定員：各7名 ■持ち物：はさみ
■会場：りぶら会議室101（7/29、8/2、9、11、12、18、19、21、30、9/1）・会議室103（8/26、9/8）

定休日/不定休

家康公も愛した
お香の調香体験

匂い袋と文香、アロマのお香、塗香、白檀の
線香、練り香、厄除けのお香、かりろくの調香
をご体験頂けます。 
8月9日（火）・28日（日）・9月8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（石の公園団地）
090-3455-0684 0564-25-2745

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■材料費：かりろく2,000円、それ以外は1,000円（お香代等）■講師：渡辺則子
■定員：各7名■会場：市民会館　小会議室A（8/9、9/8）・小会議室B（8/28）

定休日/日、祝

使ってみよう
Googleマイビジネス

Googleマイビジネスって何？誰でも簡単。
自分で管理出来るGoogleマイビジネス講
座です。
7月26日（火）・8月2日（火）・9日（火）・23日（火）
9月6日（火）・8日（木）19:00～20:30

BE@NSWORK
岡崎市伝馬通1丁目26番地
0564-21-6033

受付/10:00～18:00

■講師：市川敬晃 ■対象：事業者■定員：各2組（4人まで）
■持ち物：スマートフォン、できればノートPC■会場：自分のお店

定休日/土、日

アスリートフードマイスター
と話す元気ご飯

疲れやすくスタミナ不足。運動しても筋肉がつ
かない痩せない。体づくりに毎日米1kg？等々
お話ししましょう
8月7日（日）13:30～15:00
8月26日（金）・9月2日（金）18:30～20:00

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

受付/10:00～19:00

＜会場は別＞

7/26（火）より受付開始

■講師：宮田由紀 ■定員：各5名
■持ち物：筆記用具■会場：市民会館 小会議室B

定休日/不定休

間取り
セカンドオピニオン会

今の間取りで良いか不安な方へ設計士が客
観的にご相談に乗ります。間取り図持参にて
お越しください。
8月27日（土）10:00～17:00（1組あたり60分程度）

株式会社アトリエプラス
岡崎市井田町稲場2-5
0120-85-2377

受付/10:00～18:00

＜会場は別＞

■講師：三嶋均・西崎佳祐 ■対象：新築やリフォームを考えている人■定員：同時2家族まで
■持ち物：現在の間取りが分かる書類■会場：市民会館 小会議室B

定休日/水、木 

整体資格でお家サロン
はじめませんか？

こんな時代だからこそ結局『手に職』が最強！
ライセンス取得から開業までのお話しをいたし
ます。体験施術有り。
8月16日（火）・9月4日（日）
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2名
■持ち物：フェイスタオル、施術ができる服装■会場：せきれいホール 集会室101

定休日/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！！
７月27日（水）・30日（土）・31日（日）・8月3日（水）
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
0564-2862-52

受付/10:00～17:00

■講師：堺康裕 ■対象：メルカリを初めて始めてみたい方
■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 

就職に役立つ！学生の
ためのビジネスマナー

学生と社会人との違いをワークを通じて楽しく
学べます。教科書では教えない生き抜くため
の極意を伝授。
8月1日（月）・3日（水）・5日（金）・23日（火）・25日（木） 
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 7/25（月）より受付開始

■講師：三宮りさ ■対象：高校生・大学生もしくは専門学校生で就職を意識している方
■定員：各3名 ■持ち物：筆記用具■会場：自分のお店

定休日/土、日

神主さんに聞く身近な
神道と神式納棺体験

日々の暮らしの中で身近な神さまのことや神
道のことを学び、神式のお葬式の疑似体験を
します。
9月1日（木）・７日（水）15:00～17:00

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：1,000円（資料代）■講師：尾崎圭子・鈴木栄男 ■定員：各5名
■持ち物：筆記用具■会場：甲山閣 栄の間

定休日/不定休

尼さんの感動絵解き
と開運納棺体験

絵解きとは、絵画を使って仏教をわかりやすく
説明することです。感動絵解後に読経付き納
棺体験もします。
9月2日（金）14:00～16:00
9月8日（木）10:00～12:00

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：1,000円（資料代）■講師：尾崎圭子・松原紗蓮 ■定員：各5名
■持ち物：筆記用具■会場：甲山閣 栄の間

定休日/不定休

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。
7月27日（水）・8月31日（水）10:00～12:00

じゅうmado岡崎
岡崎市戸崎元町4-1　リビングスタイルハウズ北館内
0564-64-7005

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■講師：三桝義典 ■定員：各4組 ■持ち物：筆記用具
■会場：せきれいホール　集会室101

定休日/火 

不動産相続セミナー

相続でトラブルになりやすいのは不動産で
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。
7月29日（金）・9月10日（土）10:00～12:00

じゅうmado岡崎
岡崎市戸崎元町4-1　リビングスタイルハウズ北館内
0564-64-7005

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■講師：久世寿孝 ■定員：各4組 ■持ち物：筆記用具
■会場：せきれいホール　集会室102（7/29）・集会室101（9/10）

定休日/火 

行ってみたくなる
鹿児島・桜島の話

薩摩おごじょが絵本や写真を使って鹿児島や
桜島の魅力についてお話しします。旅行に
行った気分になりませんか。
8月2日（火）・3日（水）13:30～14:30
8月23日（火）10:30～11:30

スギウラメガネ
岡崎市康生通東2-15
0564-21-1072

受付/9:30～17:00

■講師：安斎愛 ■定員：各5名または5組
■会場：自分のお店

定休日/火 、第1・第3水

疲れ目チェック体験

ご自分の目がどれだけ頑張っているかを器械
を使ってチェックしてみませんか。
お子様も是非どうぞ。
7月31日（日）・8月1日（月）
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：杉浦文子他 ■定員：各1名または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・第3水 

愛知教育大学附属
岡崎小学校の教育と入試

愛知教育大学附属岡崎小学校の教育・学
校生活・受験方法・受験の対策などをわかり
やすく、お話しします。
9月5日（月）～10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2階
0564-25-0332

受付/14:00～18:00 8/2（火）より受付開始

■対象：受験をお考えの保護者さま
■定員：各3組6名
■会場：自分のお店

定休日/月、日、祝 

水彩いろえんぴつを
初めて使ってみよう！

水で溶かすこともできる面白い色鉛筆。独特
の様々な描き方を使って楽しく簡単に絵葉書
を描いてみましょう。
8月3日（水）・5日（金）13:00～14:30

ペンズアレイタケウチ
岡崎市篭田町36
0564-21-0864

受付/11:00～19:00

■材料費：500円（材料費）
■講師：スズキユミ ■対象：小学生以上■定員：各4名
■会場：自分のお店

定休日/木 

万年筆入門講座

パーツからご自身で組み立てるので、万年筆
の仕組みを知ることができます！書くことが楽し
くなる万年筆講座。
8月9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
0564-21-0864

受付/11:00～19:00

■材料費：1,000円（万年筆キット代）
■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 

マナカードから学ぶ
ハワイの神話

マナカード（ハワイの英知の力）からハワイの
神話の話と実際にカードを引いて、今！必要な
メッセージを伝えます。
7月30日（土）
8月2日（火）・5日（金）・16日（火）・26日（金）
10:30～12:00、13:30～15:00   

マルショウ
岡崎市籠田町5番地
0564-23-1521

受付/10:00～17:00

■材料費：1,000円（テキスト、お守り付き）
■講師：スランジュMiyuki ■定員：各4名
■会場：自分のお店

定休日/木 

仏事お困りごと相談会

仏具の並べ方がわからない、４９日を向かえる
ための用意など。疑問に思ってる事がござい
ましたらお気軽に。
7月27日（水）・8月10日（水）10:00～11:00

株式会社愛知屋仏壇本舗
岡崎市能見通1-81
0564-21-3341

受付/9:30～18:30

■講師：蛭川義次 ■定員：各6名
■会場：自分のお店

定休日/火 

散歩で排泄させていては
良い犬にはならない

犬に散歩で排泄させてはダメです。犬の本当
の幸せを望むなら、犬の行動心理を理解する
必要があります。
8月7日（日）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：小学校4年生以上■定員：15名
■会場：せきれいホール　集会室102

定休日/木、日 

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解説します！

8月6日（土）11:00～12:30、14:00～15:00
8月14日（日）11:00～12:00、19:00～20:00

岡崎まちゼミの会
岡崎市康生通東1-21
0564-21-0985 0564-25-2496

受付/10:00～18:30

＜会場は別＞

■講師：松井洋一郎とまちゼミ店主 ■対象：岡崎市内の事業者の方
■定員：各6名■会場：ＢＯＸ ＳＨＯＰ岡崎

定休日/水 

舟に乗って夕涼み体験

舟に乗って、夕涼みをしませんか。

7月28日（木）・29日（金）17:00～18:00
（乗船時間約40分）

岡崎城下舟あそび
岡崎市康生通南3-2
090-9194-4629

受付/10:00～17:00

＜会場は別＞

7/27（水）より受付開始

■講師：白井宏幸 ■定員：各10名
■会場：東岡崎舟着場

定休日/不定休

あなたはもうやった？
「家族信託」入門講座

親が財産管理を家族に託す「家族信託」の
利用者がコロナ禍でさらに増加。活用事例を
専門家がやさしく解説。
8月6日（土）・19日（金）・28日（日）14:00～15:30

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/9:00～18:00

＜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

定休日/水 、祝

親子の会話が弾む
カードコーチング

将来の夢をカードを通し親子で楽しく会話でき
るようになり、また、働く人のための法律も学べ
ます。
8月4日（木）・25日（木）
13:30～14:30、15:00～16:00
8月23日（火）・29日（月）9:30～10:30

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

受付/10:00～16:00

＜会場は別＞

■材料費：100円（資料代）
■定員：各3組6名

■講師：河原優美子■持ち物：筆記用具
■会場：りぶら 会議室102A（8/4、25、29）・会議室201（8/23）　

定休日/土、日

ペンでなぞる
写経体験

「正信偈」を書写します。ボールペンや鉛筆等
でテキストに書いてある正信偈の文字をなぞ
り書きします。
9月4日（日）13:30～14：45、16:00～17:15
9月5日（月）13:30～14：45

興蓮寺
岡崎市亀井町2-34
090-4400-6338

受付/9:00～16:00

■材料費：初回の方はテキスト代600円※2回目以降の方でテキスト持参の方は無料■講師：佐々木祐恵
■定員：各6名■持ち物：筆記用具、テキスト（2回目以降の方）■会場：興蓮寺 本堂（2階・椅子席）

定休日/なし 

心や身体が不自由な方
の年金ゼミナール

心身の治療が長期間続いている場合、現役
世代の方でも受け取れる可能性がある年金
があります。やさしく解説！
8月7日（日）10:00～11:30
8月14日（日）10:00～11:00、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/9:00～17:00

＜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6名
■持ち物：筆記用具■会場：市民会館 小会議室A

定休日/土、日

親子で学ぼう、毛筆
書写の「きほんのキ」

書写はリクツと練習で誰でも上手くなれます。
岡崎市民なら必ず書く「岡崎」の書写を親子
で楽しみましょう。
8月11日（木）・14日（日）・23日（火）10:00～11:30
9月4日（日）13:00～14:30、15:00～16:30

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/9:00～20:00

＜会場は別＞

■材料費：200円（半紙、墨代）
■講師：酒井美紀 ■対象：小学3年生以上のお子さんと保護者の方■定員：各親子6組12人

■持ち物：汚れても良い服装、手拭きタオル■会場：りぶら 創作室

定休日/月、水、日 

人物デッサン会に参加
しよう（着衣女性を）

デッサン会に参加して女性を描く体験をしま
す。目の前の女性（モデルさん）を描く感動、面
白さを体験できます。
9月10日（土）13:00～15:00

（有）彩雲堂
岡崎市康生通南1-17
0564-21-4844

受付/9:30～19:00

■材料費：1,000円（プリント、スケッチ用紙、鉛筆2本、ネリゴム1個、モデル代）■講師：大原政人 ■対象：15歳以上
■定員：7名■持ち物：こちらで準備しますが、使い慣れた鉛筆やスケッチブックがあれば■会場：自分のお店

定休日/月 

元気の出る占い講座

知りたくありませんか？あなたの誕生日から導き
出されるあなたの性格。今回はあなたの性格
を紐解いていきます。
8月5日（金）・12日（金）
9:15～10:15、10:30～11:30、11:45～12:45
8月21日（日）9:30～10:30、10:45～11:45

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（健康ドリンク等）■講師：岡崎の母 林ひかる
■対象：占いの好きな方

■定員：各6名 ■持ち物：筆記用具、携帯
■会場：りぶら会議室102A（8/12、21）・会議室102B（8/5）

定休日/不定休

婚活、婚活アドバイザと
一緒に考えましょう

婚活どうしてる？今のままでいいの？親御さん
も、LGBTの方も、再婚の方も、ご年配の方
も・・・。
7月28日（木）・8月1日（月）・9日（火）・24日（水）
14:00～15:30
8月7日（日）・9月4日（日）・11日（日）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
0564-65-5220

受付/9:00～21:00

■講師：小倉とみ子
■対象：パートナーをお探しの方ならどなたでも
■定員：各4名

■会場：自分のお店

定休日/火、水 

幸せになるお墓参り
供養の方法終活セミナー

今年のお盆もご先祖様が帰ってきます。
お墓掃除のコツ、後悔しない墓じまい
今どきのお墓事情、終活をお話します。
8月5日（金）・23日（火）10:00～11:30

石屋のあすか
岡崎市小呂町字新志5-40石の公園団地
090-3455-0684 0564-25-2745

受付/9:00～18:00

＜会場は別＞

■講師：渡辺則子 ■定員：各7名
■会場：市民会館　小会議室B

定休日/日、祝 

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30日（火）・9月9日（金）13:30～14:30

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：各10名
■持ち物：オカリナ（無い方は貸出し有）■会場：りぶら スタジオ2

定休日/不定休

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。簡単な曲から演奏
を楽しめます。
8月30日（火）・9月9日（金）15:30～16:30

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 ■持ち物：似た楽器の持参有（貸出し有）

定休日/不定休

家族信託と
じょうずな相続

親の老後資金が認知症で使えないと相続で
揉めてしまいます。家族信託で安心老後とじょ
うずな相続
9月3日（土）10:00～11:30

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

＜会場は別＞

7/25（月）より受付開始

■講師：池田千恵 ■定員：20名
■持ち物：筆記用具■会場：りぶら 会議室103

定休日/土、日、祝

「ピアノを弾く夢」
をかなえる体験会

ピアノを弾いてみたい方どなたでもどうぞ。希
望、悩み何でもご相談ください。予約制個別
体験です。
7月29日（金）～31日（日）
13:30～16:30（一人40分程度） ※日時相談可

中村素子ピアノ教室
岡崎市六供町甲西17-4
090-8548-0712

受付/9:00～20:00

■講師：中村素子 ■定員：各3～4名
■持ち物：弾きたい曲がある方は楽譜持参■会場：自宅レッスン室

定休日/不定休

ゼロから始める
資産運用セミナー

お金を貯めたい人！資産運用したい人！
iDeCoの仕組みを知りたい人！
お気軽にご参加ください。
8月20日（土）・27日（土）
10:00～11:30、13:30～15:00

株式会社東海FPコンサルタント
岡崎市康生通南2-30 東海保険・ガーデンビル7階
090-5110-8200

受付/9:00～17:00

＜会場は別＞

■講師：中濱、鈴木、永井 ■対象：子育て世代の女性■定員：各3名
■会場：せきれいホール　集会室202

定休日/土、日

誰でも簡単
オリジナル名刺

編集室のiMacを使って、オリジナルの名刺を
作ります。

8/5（金） 15:00～16:00

■ 会場:RARE（レア）編集室
■ 講師:浅井和親　■ 定員:3名

和（なごむ）デザイン
岡崎市康生通南3-22
0564-21-0684

受付/10：00～17：00（平日のみ）　定休日/不定休

第40回記念として一部岡崎市食育
推進会議「食育メッセ2022」との
連携講座もございます。

岡崎市保健所からの
おしらせ

岡崎市健康・食育キャラクター「まめ吉」


