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後援／泉南市後援／泉南市

ゼミに関するお問合せ・お申し込みは
それぞれのお店まで
ゼミに関するお問合せ・お申し込みは
それぞれのお店まで

9 /24 (金 )9 /24 (金 )

商工会HP

開催
期間

プ
ロの

知識
を無料で学べる

プ
ロの

知識
を無料で学べる

定休日・
受付時間を
ご確認の上、
お電話！

このマークは
親子で参加OK!

お店の人が講師となって専門店ならではの知識や情報を無料で教えてもらえる 60～90 分ほどの少人数ミニ講座です。

受講料は
全て無料
内容によっては材料費が
かかるものもあります。
販売行為は一切ありませ
ん。ご安心ください。

第5回第5回

お申し込み手順

4646

3838
88
講座講座

講座講座

講座講座

＋＋

全全

オン
ライン
オン
ライン

チラシの内容を
よく見て講座を
お選びくださ
い。

時間、場所など
お間違いのない
ようご参加くだ
さい。

受けたい講座のお
店へ「まちゼミ申し
込みです」と、直接
お電話ください。

※駐車場の有無、材
料費などは事前にお
店へご確認くださ
い。※キャンセルは
お早めにお電話くだ
さい。※申し込み後
のキャンセルは、材
料費をいただく場合
もあります。

せんなんまちゼミ受講者の皆様へのお願い
せんなんまちゼミ開催にあたって、各店舗で新型コロナウイルス感染症対策を徹底しています。受講の際は、
ご理解ご協力よろしくお願い申し上げます。
〇会場への入場の際、手指の消毒・マスクの着用をお願いします。〇発熱等の症状のある方はご来場を遠慮
いただきますようお願いします。※国や府の動向及び各要請内容により、開催中止・講座内容変更の可能性
がありますので、各店舗にてお問い合せください。

せんなんまちゼミ実行委員会
泉南市商工会

主催・お問合せ
TEL 072-483-6365

せんなんまちゼミ実行委員会
泉南市商工会

主催・お問合せ
TEL 072-483-6365

各店舗で大阪府感染防止宣言ステッカーを取得しています。各店舗で大阪府感染防止宣言ステッカーを取得しています。

10月1日10月1日
10月3110月31

金
日

Facebook Instagram
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株式会社ユメックス
吉田珈琲本舗
あずさ国際・年金労務事務所
せんなんわくわく広場　サザンぴあ
デザイン事務所 MORE ECHOES
玉響（tamayura）
リトルバタフライ中谷
住友生命 阪南支部
ブレスガーデン泉南本店
my life＊Box（マイライフボックス）
珈琲豆屋カサブランカ
    ＆ライフパートナー 村田
PAVO（パボ）　ハンドメイド雑貨店
えのぐ箱＆クラフト喫茶十色
えのぐ箱＆クラフト喫茶十色
手作り木工　木のおもちゃ・家具
sosion夢工場
手作り木工　木のおもちゃ・家具
sosion夢工場
すみれの森
すみれの森
ブレスガーデン泉南本店
アトリエ　フルール
アトリエ　フルール
デイセンターせんなん
さんさんベーカリー

イタリアンレストラン ヌーノ
そば処　泉庵
紀泉わいわい村
珈琲豆屋　カサブランカ
PAVO（パボ）　ハンドメイド雑貨店
砂川薬局
特定非営利活動法人 地域福祉創造協会 
ウインク（こころLABO）
手作り木工　木のおもちゃ・家具
sosion夢工場
SORA RINKU
NPOせんなんまちづくりねっと
整体トレーニング楽笑
整体トレーニング楽笑
メガネだいすき王国　泉南ゲート
hair & nail Hapia
砂川薬局
♪ママといっしょにパンダうさぎコアラ♪
メガネだいすき王国　泉南ゲート
孔明会計事務所（会場で受講可） 
あずさ国際・年金労務事務所
 & 孔明会計事務所（会場で受講可） 
my life Box（マイライフボックス）
ライフパートナー 村田
砂川薬局
デザイン事務所 
MORE ECHOES
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第5回

美
容
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開催
期間 ▼▼▼▼10月1日金10月1日金10月1日金10月1日金 10月31日日10月31日日10月31日日10月31日日

整体トレーニング楽笑 ☎072-442-8159
受付時間／9:30～20:00　定休日／水・日

申込

美しい姿勢に必要な「お尻」「太もも」「体幹」のエクササ
イズを行います。運動が苦手な方でも出来るよう個別
にサポートいたします。

●材料費/なし ●定員/4名 ●対象/女性限定
●持ち物/タオル・飲み物・動きやすい服装 
●会場/泉南市樽井2-22-13 コンコルドビル102(整体トレーニング楽笑)

やせる整体にフォーカス！体幹ダイエット
講師　生賀　美観35

整体トレーニング楽笑 ☎072-442-8159
受付時間／9:30～20:00　定休日／水・日

申込

肩こりや自律神経の乱れに効果抜群です！プロの女性
インストラクターが担当いたしますので、運動不足の方
やヨガ・ピラティス未経験の方も大丈夫！

●材料費/なし ●定員/4名 ●対象/女性限定
●持ち物/タオル・飲み物・動きやすい服装 
●会場/泉南市樽井2-22-13 コンコルドビル102(整体トレーニング楽笑)

体幹ヨガ・体幹ピラティスでストレス解消！
講師　中冨　絵里子 / 山崎　奈美

10/2  土 11:30～12:30　10/16  土 11:30～12:30
10/9  土 11:30～12:30　10/23  土 11:30～12:30

34

10/  4  月  11：30～12：10　10/21  木  11：30～12：10
10/15  金  11：30～12：10

メガネだいすき王国 
泉南ゲート

☎072-483-0717
受付時間／11:00～17：00　定休日／水

この時期からはじめると冬の手のカサ
つきもおさえられるかも。
ハンドクリームを使って一緒にお手入れしましょう。

●材料費/なし ●定員/3名 ●対象/女性
●持ち物/ハンドクリーム（今お使いのものでＯＫ） 
●会場/オンライン（Zoom）

セルフハンドマッサージで手をいたわろう！
講師　坪内　美恵子40

♪ママといっしょに
   パンダうさぎコアラ♪

☎090-1901-4746
受付時間／10:00～17：00　定休日／なし

Babyちゃんのスキンケア方法とお歌遊び
をベビーマッサージと一緒に笑顔♪元気♪
大好き♪いっぱい楽しみましょう！

●材料費/なし ●定員/10組 ●対象/生後２か月から（ご家族のみの参加も
可） ●持ち物/Baby用ボディークリーム・バスタオル 
●会場/オンライン（Zoom）

Babyちゃんのための魔法のベビマ
講師　kumi せんせい

10/1  金 10:30～11:30　10/6  水 10:30～11:30

39

10/ 1  金  14：00～14：40　10/18  月  14：00～14：40
10/ 2  土  14：00～14：40　10/29  金  14：00～14：40

孔明会計事務所 ☎072-485-2381
受付時間／10:00～17:00　定休日／土・日

私が株主優待を始めたのはイオンラウ
ンジをタダで使いたかったから。ゴルフ
場優待券ゲットもありました。低金利対策にもなる株
保有の税も解説。

●材料費/なし ●定員/3名 zoom参加の場合は上限なし●対象/どなたで
も●持ち物/なし ●会場/泉南市信達牧野415-3（孔明会計事務所）オンラ
イン（Zoom）

税理士から見た株主優待あれこれ
講師　井上　高明41

　　　　　　　　　　　     　10/10  日  13：30～15：00
10/  2  土  13：30～15：00　10/16  土  13：30～15：00

my life＊Box
（マイライフボックス）

090-1241-1008
受付時間／9:30～18:00　定休日／日・祝

片づけをすることで得られるメリットな
どをお伝えします。
楽しくワークをして片づけのヒントを得てみませんか。

●材料費/なし ●定員/6名または6組 ●対象/おうちの片づけに悩んでい
て、誰かに相談してみたいと思っている人、片づけの勉強をしてみたいと興
味がある人 ●持ち物/筆記用具 Zoom使用可能なスマホ・タブレット・PC
など ●会場/オンライン（Zoom）

おうちの片づけについて語り合いましょう
講師　暮らしカスタムアドバイザー　北林敦子43

10/  2  土  10：00～11：30
10/10  日  10：00～11：30
10/16  土  10：00～11：30

砂川薬局 ☎072-483-2339
受付時間／9:00～19:30(月火水金)、9:00～17:00(木)、9:00～13:00(土)　定休日／日・祝

申込

最近よく耳にするロコモ。ロコモ予防に有効な簡単な
運動を一緒にやってみませんか？いつまでも元気に歩
ける体を目指しましょう！

●材料費/なし ●定員/1～3名 ●対象/どなたでも ●持ち物/なし
●会場/泉南市信達牧野361（砂川薬局）

介護ゼロ体操
講師　梅田　祐子38

hair ＆ nail Hapia ☎072-425-2413
受付時間／9:00～19:00　定休日／不定休

申込

セルフアレンジやお子さんとのヘアアレンジをご自宅
で出来る様に一緒にレッスン。お一人のご参加もＯＫ！

●材料費/なし ●定員/2名または2組 ●対象/どなたでも ●持ち物/普段
お使いのヘアアイロンやゴム・ピン等(店のものもお使い頂けます。)
●会場/泉南市樽井7-14-33（hair & nail Hapia）

簡単ヘアアレンジゼミ
講師　堀池　克典

10/  4  月 17:00～18:00　10/19  火 17:00～18:00
10/  5  火 17:00～18:00　10/25  月 17:00～18:00
10/18  月 17:00～18:00　10/26  火 17:00～18:00

10/  7  木 13:30～14:15　10/28  木 13:30～14:15
10/14  木 13:30～14:15　10/30  土 13:30～14:15
10/21  木 13:30～14:15　

37

メガネだいすき王国 
泉南ゲート

☎072-483-0717
受付時間／11:00～17：00　定休日／水

申込

おうち時間がふえ、パソコン・スマホで目、疲れてません
か？そんな疲れ目を癒すお茶をご紹介。もちろんお飲み
いただきます。

●材料費/なし ●定員/3名 ●対象/どなたでも ●持ち物/なし 
●会場/泉南市樽井3-34-17（メガネだいすき王国　泉南ゲート）

疲れ目解消！のお茶講座
講師　井上　美華

10/3  日 14:00～15:00　10/17  日 14:00～15:00
10/9  土 14:00～15:00　10/22  金 14:00～15:00

36

砂川薬局
受付時間／9:00～19:30(月火水金)、9:00～17:00(木)、9:00～13:00(土)　定休日／日・祝

いつもお薬をもらいに行く薬局。あの奥
の部屋はどうなっているのだろう。
気になる調剤室をオンラインでご案内します。

●材料費/なし ●定員/数名 ●対象/どなたでも
●持ち物/なし ●会場/オンライン（Zoom）

オンラインで薬局内見学
講師　梅田　祐子45

ライフパートナー 村田 ☎090-7232-0552
受付時間／9:00～18:00　定休日／なし

☎072-483-2339 ☎090-7098-8947

講師が実践済みの「今日からできる！
我慢しない節約術」を公開します。

●材料費/なし ●定員/なし ●対象/どなたでも 
●持ち物/タブレット・パソコン・スマホ ●会場/オンライン（Zoom）

我慢しない節約術！
講師　村田　明彦44

10/  7  木  18：00～18：30　10/21  木  18：00～18：30
10/14  木  18：00～18：30　10/28  木  18：00～18：30

10/  7  木  10：00～11：00　10/21  木  10：00～11：00
10/14  木  10：00～11：00　

デザイン事務所
MORE ECHOES 受付時間／12:00～19:00　定休日／土・日・祝

パーソナルプロファイリングをもとに自分
の価値観や視点に気付くことでご家族や
パートナーとの関係性を良好に！

●材料費/なし ●定員/3名 ●対象/自分の個性を知りたい方、子育てや
パートナーとの違いに悩んでいる方 ●持ち物/メモ、筆記用具 
●会場/オンライン（Zoom）

わたしのトリセツ１ページめ
講師　ワタベ　クニコ46

10/10  日  13：00～14：30　10/20  水  13：00～14：30

10/4  月  10：00～11：30　10/22  金  10：00～11：30

あずさ国際・年金労務事務所　×　孔明会計事務所 ☎072-485-2381
受付時間／10:00～17:00　定休日／土・日

「103万の壁」をよく聞くけれど、これはどうい
うこと？パート収入の多い少ないで税金、保険、
年金はどう変わる？専門家がお答えします。

●材料費/なし ●定員/3名 zoom参加の場合は上限なし ●対象/どなたでも ●持ち物/なし
●会場/泉南市信達牧野415-3（孔明会計事務所）オンライン（Zoom）

知らなきゃ損する主婦パートの働き方 講師　島　宜宏 × 井上　高明42 コラボ講座

×

オンラインまちゼミの申し込みは各講座のQRコードよりお進みください。
⇨メール作成画面はこちら

宛先
差出人
件名

氏名
電話番号
希望日

同業者、視察等の目的での参加や、講座内でのお客様間の勧誘・販売行為などはお断りさせていただきます。
16 歳未満の方は保護者同伴での参加をお願いします。
講座内のあらゆる映像・音声・写真・その他個人情報等について、許可なく録画・録音・撮影、および公開・転載・改変・
複製等を行わないでください。
講座のURL、ID、パスコード等は第三者へ知らせないようお願いします。
受講中に映像、音声から個人情報が漏れないよう、受講者自らご配慮ください。
通信状況や機材の状態等により、受講できない場合があります。
Zoomの導入や仕様に起因したトラブル、セキュリティ侵害等の問題に関して、一切保証できませんのでご了承ください。
通信に係る費用はお客様各自でご負担いただきます。
通信事業者との契約内容によっては通信料が高額となることがありますので、確認のうえご参加ください。
申込時に入力いただいた個人情報（電話番号等）は、受講者への参加確認等、参加講座に関する連絡に使用させていた
だきますのでご了承ください。

QRコードを読み取り 「メール作成画面はこちら」を
              タッチ

●
●
●

●
●
●
●
●

●

メールアプリから必要事
項を入力していただき、
送信してください。

ステップ ステップ ステップ

オンラインゼミへの参加についての注意点

申し込みはこちら

申し込みはこちら

申し込みはこちら

申し込みはこちら

申し込みはこちら

申し込みはこちら

申し込みはこちら

申し込みはこちら

※会場での受講も可能です

※会場での受講も可能です



講座

まなぶ
9

グルメ
講座4

講座

つくる
12

講座

工場見学
2

6 講座
体験する

大工さんがする「木材ののこぎり切り」と「金づちでの
釘打ち」で、競技します。小学生の部と大人の部で、競技
します。難しい大工さんの仕事を自分でも体験しましょ
う。

●材料費/1,000円（1人あたり） ●定員/2名6組まで ●対象/小４以上。小
４に満たないお子様の同伴は、怪我防止のためご遠慮ください。●持ち物/
作業用手袋・作業に適した服装 ●会場/泉南市信達金熊寺159-1（手作り木
工　木のおもちゃ・家具　sosion夢工場）

吉田珈琲本舗 ☎072-485-3550
受付時間／9:00～18:00　定休日／日・祝

申込

工場見学といつものコーヒーがもっと美味しくなるお
湯の温度や蒸らし時間など、ちょっとしたコツをお教え
します。

●材料費/なし ●定員/5名 ●対象/どなたでも ●持ち物/なし 
●会場/泉南市岡田1-89-6(吉田珈琲本舗)

知って得するドリップコーヒー淹れ方講座
講師　吉田　和敏 / 吉田　真紀2

株式会社ユメックス ☎072-485-3431
受付時間／9：00～17：00　定休日／土・日・祝

申込

工場管理にフレックス制を取り入れて、仕事量の増減に
対応できる仕組みづくりを考えてみませんか？
出来高が魅力の働き方をご紹介。

ハローワークから休日数を指摘されませんか？これは
変形労働時間の採用で解決します。変形労働時間をマ
スターして適切な労務管理目指しましょう。

●材料費/なし ●定員/2～4名 ●対象/工場管理に興味のある方 
●持ち物/なし ●会場/泉南市信達大苗代1341番地（株式会社ユメックス）

働き方のご提案と工場見学
講師　北谷　有紀

10/14木 10:30～12:00
10/19火 10:30～12:00

10/  7  木 13:00～14:00
10/14  木 13:00～14:00
10/21  木 13:00～14:00

1

せんなんわくわく広場　
サザンぴあ

☎072-482-0277
受付時間／8:30～17:00　定休日／水

申込

泉州地元野菜を使用したアレンジ料理の紹介と冷蔵お
よび冷凍保存方法を簡単にお教えします。

●材料費/なし ●定員/4名または2組 ●対象/どなたでも ●持ち物/なし 
●会場/泉南市りんくう南浜4番地201（せんなんわくわく広場サザンぴあ）

旬の野菜を安くうまく活用する方法を伝授
講師　野村　尚美 / 納谷　有美加4

あずさ国際・年金労務事務所 ☎070-4338-2707
受付時間／9:00～18:00　定休日／日

申込

●材料費/なし ●定員/3名 ●対象/労働時間に興味がある方なら誰でも参
加可能です。 ●持ち物/鉛筆 ●会場/泉南市りんくう南浜2-5（泉南市商工
会）

変形労働時間制の基本セミナー
講師　島　宜宏

10/1 金 14:15～15:00

10/12 火 15:00～16:00

10/ 2 土 9:30～12:30 10/ 3 日 9:30～12:30

10/5 火 13:00～13:45

3

めんどくさい・大変・時間がかかる掃除のコツ、節約洗
剤で簡単に楽しく出来るやり方をお伝えします♪

リトルバタフライ中谷 ☎072-483-2149
受付時間／8:30～20:00　定休日／不定休

申込

結ぶ。ご縁を大切にする和の心。ふろしきを使って色ん
な物を包んでみましょう。エコバッグとしても大活躍！

●材料費/なし ●定員/5名 ●対象/どなたでも ●持ち物/ふろしき（大判の
ハンカチでも可）なしでも大丈夫です 
●会場/泉南市信達牧野203（リトルバタフライ中谷）

日本の伝統　風呂敷でラッピング
講師　中谷　貞衣子7

玉響(tamayura) ☎080-6180-1956☎072-479-6625
受付時間／9:30～19:00　定休日／不定休

申込

●材料費/200円 資料代 ●定員/4名 ●対象/掃除・汚れの落とし方に困っ
ている方 ●持ち物/筆記用具 
●会場/泉南市樽井9丁目21-5 （珈琲豆屋カサブランカ）

この時期やりどき！時短・節約大掃除のコツ
講師　たくみん

10/ 7  木  14：00～15：00

6
オンラインショップを開設したいけどたくさん種類が
あってどれがいいのかわからない…という方へ、種類分
けとはじめての注意などお話しします☆

デザイン事務所
MORE ECHOES 受付時間／12:00～18:00　定休日／土・日・祝

申込

●材料費/なし ●定員/3名 ●対象/ネットショップを開設したことがない方 
●持ち物/メモ、筆記用具 
●会場/泉南市岡田6-2-14（デザイン事務所　MORE ECHOES)

自分に合うネットショップを見つけよう☆
講師　タガミ　ヒサカ5

ご興味のある事業所様は
泉南市商工会（072-483-6365）までお問い合わせ下さい。

してみませんか？してみませんか？参加

あなたのお店もあなたのお店も

にに

10/  8  金  11：00～12：00　10/18  月  11：00～12：00
10/14  木  11：00～12：00　10/26  火  11：00～12：00

10/  6  水  14：00～15：00　10/20  水  14：00～15：00
10/13  水  14：00～15：00　10/27  水  14：00～15：00

10/ 1  金  14：00～16：00　10/10  日  14：00～16：00
10/ 3  日  14：00～16：00　10/17  日  14：00～16：00

10/  7  木  9：30～11：00
10/21  木  9：30～11：0010/6  水 10：30～11：30

10/9  土 10：30～11：30

おうち時間が増えて大人気の観葉植物。沖縄まで買付
けに行く店長が、管理のコツをお教えします。お家の植
物のお写真を持参頂いてＯＫです。

my life＊Box
（マイライフボックス）

☎090-1241-1008
受付時間／9:30～18:00　定休日／日・祝

申込

片づけをすることで得られるメリットなどをお伝えしま
す。楽しくワークをして片づけのヒントを得てみません
か。

●材料費/200円資料代 ●定員/6名または6組 ●対象/おうちの片づけに
悩んでいて、誰かに相談してみたいと思っている人。片づけの勉強をしてみた
いと興味がある人 ●持ち物/筆記用具
●会場/泉南市信達牧野832-1(ブレスガーデン泉南本店)

おうちの片づけについて語り合いましょう
講師　暮らしカスタムアドバイザー　北林敦子10

ブレスガーデン 
泉南本店

☎072-484-8880☎072-473-0975
受付時間／10:00～18:00　定休日／木

申込

☎090-7232-0552
受付時間／9:00～18:00　定休日／なし

申込

●材料費/なし ●定員/5名 ●対象/どなたでも ●持ち物/なし 
●会場/泉南市信達牧野832-1(ブレスガーデン泉南本店)

観葉植物なんでも相談会
講師　樫木　亮

10/ 26  火  10：00～12：00

9
各家庭で必要な保険は違います。かけすぎたり少なす
ぎたりしていませんか？そもそも保険は必要ですか？
一度勉強してみませんか？

おやじ自慢のコーヒー飲み比べで、
ご自分の好みが分かります。

1600円でスマホを持てる術を
お伝えします。

住友生命 阪南支部
受付時間／9:15～17:00　定休日／土・日・祝

申込

●材料費/なし ●定員/１名または１組 ●対象/どなたでも ●持ち物/なし 
●会場/泉南市樽井3-34-17（メガネだいすき王国　泉南ゲート）

簡単！保険の仕組みと考え方！
講師　松下　奈美

コーヒーの飲み比べと我慢しない節約術！
講師　本藤　秀雄　×　村田　明彦

8

10/ 1  金  10：00～11：00　10/ 1  金  14：30～15：30
10/ 1  金  11：00～12：00　10/ 2  土  10：00～11：00
10/ 1  金  13：30～14：30　10/ 2  土  13：30～14：30

10/ 2  土  11：00～12：00　10/ 8  金  11：00～12：00
10/ 3  日  11：00～12：00　10/ 9  土  11：00～12：00
10/ 7  木  11：00～12：00　10/10 日  11：00～12：00

10/  9  土  13：20～14：00　10/16  土  14：40～15：20
10/16  土  13：20～14：00　10/23  土  13：20～14：00
10/16  土  14：00～14：40　

空き瓶を使い、瓶のフタをハギレやレースボタンで、可
愛くな～れと魔法をかけ、ソフビミニあひるさんを変身
させます。

えのぐ箱＆クラフト喫茶十色 ☎072-485-0233☎090-8126-7174
受付時間／13:00～18:00　定休日／月・火・水

申込

●材料費/800円 親子の場合1,500円（作品は2人分作ることができます) 
●定員/3名または1組 ●対象/小学2年生以上 ●持ち物/なし ●会場/泉南
市樽井2-22-32（えのぐ箱＆クラフト喫茶十色）

空き瓶で作る可愛いあひるの小物入れ
講師　うえのさとこ13

10/ 7  木  14：00～16：00　10/14  木  14：00～16：00
10/ 9  土  14：00～16：00

小さなバスケットに、アンティーク風な造花をアレンジ
した、可愛い秋一番のお出かけにぴったりのペンダント
です。

えのぐ箱＆クラフト喫茶十色 ☎072-485-0233
受付時間／13:00～18:00　定休日／月・火・水

申込

●材料費/2,000円 ミニカゴ・アンティーク風造花・ミニチュアピッチャー・
レース ●定員/3名 ●対象/小学3年生以上 ●持ち物/なし ●会場/泉南市
樽井2-22-32（えのぐ箱＆クラフト喫茶十色）

小さな花バスケットの可愛いペンダント
講師　うえのさとこ14

紙バンド（クラフトバンド）で素敵なバラを作ります。お色
は選んで頂けます。ギフトに、ご自身へのごほうびにも♡

PAVO（パボ）　
ハンドメイド雑貨店 受付時間／いつでも　定休日／水

申込

●材料費/1,500円（手芸材料費、1ドリンク付） ●定員/3名または2組 ●対
象/どなたでも ●持ち物/なし ●会場/泉南市樽井6-27-25（PAVO ハンド
メイド雑貨店）

あなた色のバラを作って贈りましょう！
講師　名倉　明代12

お部屋の角に置く、木製の傘立てを作ろう！
木材のカット作業から始めます。自宅のための傘立て
を作りましょう。

☎072-485-3450☎072-485-3450
受付時間／9:30～19:00　定休日／土・日・祝

申込

●材料費/2,500円 天然木 ●定員/2名3組まで ●対象/小3以上。小3に満
たないお子様の同伴は、怪我防止のためご遠慮ください。●持ち物/作業用
手袋・作業に適した服装 ●会場/泉南市信達金熊寺159-1（手作り木工　木
のおもちゃ・家具　sosion夢工場）

傘立てを作ろう！！
講師　徃西　正夫 / 出合　浩16

10/ 6  水  10：00～11：30　10/13  水  10：00～11：30
10/ 6  水  13：30～15：00　10/13  水  13：30～15：00

10/18  月  10：00～11：30　10/25  月  10：00～11：30
10/18  月  13：30～15：00　10/25  月  13：30～15：00

10/ 1  金  15：00～16：00　10/3  日  20：00～21：00
10/２  土  15：00～16：00　

かわいらしい多肉植物の寄せ植えを、作りませんか。
育て方のコツもお話しします。

☎072-485-0888
受付時間／10:00～17:00　定休日／木

申込

●材料費/700円 多肉植物・鉢・用土代 ●定員/5名 ●対象/どなたでも 
●持ち物/持ち帰り用の袋 
●会場/泉南市樽井4丁目2460（すみれの森）

簡単！楽しい！多肉植物の寄せ植え講座
講師　籔　晋一17

お部屋の角に置く、かわいいコーナーラックを作ろう！
木材のカット作業から始めます。自分のための、コー
ナーラックを作りましょう。

手作り木工　木のおもちゃ・家具　
sosion夢工場

手作り木工　木のおもちゃ・家具　
sosion夢工場受付時間／9:30～19:00　定休日／土・日・祝

申込

●材料費/2,500円 天然木、古材 ●定員/2名3組まで ●対象/小3以上。小
3に満たないお子様の同伴は、怪我防止のためご遠慮ください。●持ち物/作
業用手袋・作業に適した服装 ●会場/泉南市信達金熊寺159-1（手作り木工
　木のおもちゃ・家具　sosion夢工場）

コーナーラックを作ろう
講師　徃西　正夫 / 出合　浩15

11

×

珈琲豆屋 カサブランカ　×　ライフパートナー 村田

ダブルでおいしい体験ができるコラボ講座

●材料費/300円コーヒー豆代 ●定員/2～3名 ●対象/30～50代　子育て世帯 ●持ち物/なし 
●会場/泉南市樽井9丁目21-5（珈琲豆屋カサブランカ）

（コーヒー又はジュース付き）  ※申込は営業時間内でお願いします。

※イベント保険加入※イベント保険加入
※カラーリングはイメージです

※イベント保険加入

すみれの森

10/10 日 15:00～16:00

好みのお花をご自身で選んでアレンジします。素敵に仕
上げる為、簡単にコツをアドバイスさせて頂きます。
花材は自由。器はお持込ＯＫです。

☎072-484-8880
受付時間／10:00～18:00　定休日／木

申込

●材料費/お花代と器代の実費 ●定員/3名 ●対象/どなたでも
●持ち物/(お持込の場合)直径10ｃｍ程度の器 
●会場/泉南市信達牧野832-1(ブレスガーデン泉南本店)

初めての方に！！生花のアレンジメント教室
講師　樫木　亮19

10/19  火  13：30～15：00　10/22  金  13：30～15：00

10/19  火  13：30～15：00　10/22  金  13：30～15：00

まっ白なうつわに専用のシールを貼り焼き付けて実際
に使える食器を作ります。

☎090-3872-6035
受付時間／9:00～18:00　定休日／日

申込

●材料費/1,000円 白磁・転写紙 ●定員/6名 ●対象/どなたでも 
●持ち物/はさみ・ポケットティッシュ
●会場/ 泉南市樽井4丁目2460（すみれの森）

つくって　つかって　ポーセラーツ
講師　田中　優巳子20

鉢持参で、素敵な寄せ植えを作りましょう。
良く育つための専門知識をお教えします。

ブレスガーデン 
泉南本店

●材料費/1,000円花苗・用土代 ●定員/5名 ●対象/どなたでも ●持ち物
/Φ25cm位の鉢・持ち帰り用袋 
●会場/泉南市樽井4丁目2460（すみれの森）

お家の鉢で“すみれの森流”寄せ植え講座
講師　籔　晋一18

アトリエ　フルール

10/23 土 10:00～12:00 10/23 土 12:30～15:30

縄文粘土で素焼きの作品(植木ばち・皿など）をつくり
ます。お好きな作品でも可能です。

☎072-483-3082☎090-3872-6035
受付時間／9:00～17:00　定休日／土・日・祝

申込

●材料費/1,000円 縄文粘土 ●定員/20名または10組 ●対象/どなたでも 
●持ち物/エプロン・上靴 
●会場/泉南市信達市場1222-12(デイセンターせんなん)

縄文粘土に触れてみませんか？
講師　平井　美香22

4種類のパンをつくる予定です。
生地の成型からトッピングまでおこなう予定です。

☎072-483-3082
受付時間／9:00～17:00　定休日／土・日・祝

申込

●材料費/1,000円 ●定員/30名または15組 ●対象/どなたでも 
●持ち物/エプロン・三角巾・上靴 
●会場/泉南市信達市場1222-12(さんさんベーカリー)

こねてねじって成型！楽しいパン作り教室
講師　岡　翔希 / 久保　智美23

キラキラテープを使ってマスクを仮置きできるケースを
作ります。

アトリエ　フルール
受付時間／9:00～18:00　定休日／日

申込

●材料費/1,000円 ジュエリーテープ ●定員/6名 ●対象/どなたでも 
●持ち物/はさみ
●会場/泉南市樽井4丁目2460（すみれの森）

キラキラテープで作るマスクケース
講師　田中　優巳子21

さんさんベーカリー

☎072-485-0888
受付時間／10:00～17:00　定休日／木

申込すみれの森

デイセンター 
せんなん

10/6 水 10:00～12:00

10/16 土 10:30～12:00

イタリアの主要品種を軽く勉強しながら店主と飲む会
です。

☎072-485-2388
受付時間／10:00～21:00　定休日／水

申込

●材料費/1,000円ワイン代 ●定員/10名 ●対象/20歳以上のお酒を飲め
る方 ●持ち物/なし 
●会場/泉南市樽井2-22-13 コンコルドビル101(ヌーノ)

イタリアンの店主と気軽に楽しむワイン会
講師　鈴木　浩介24

そば屋の親父からそばにまつわるうんちくを聴きなが
ら、そば打ち体験をしてみませんか？
打ったおそばは講座後にお召し上がり頂けます。

☎072-485-4108
受付時間／11:30～15:00　定休日／水・木

申込

●材料費/1,000円(材料費・おそば代) ●定員/6名 ●対象/どなたでも ●
持ち物/エプロン・タオル・バンダナ 
●会場/泉南市信達牧野832-1(そば処 泉庵)

おそばのうんちく？そば打ち体験と共に
講師　殿谷　忠正25

そば処 泉庵イタリアンレストラン
ヌーノ

10/28 木 11:00～13:00

10/16 土 10:00～11:30

10/2 土 7:30～8:30

わいわい村で収穫した栗とさつまいもで秋の味覚を作
ります。かまどで炊いたご飯は絶品間違いなし！
里山体験を通して新しい発見をしましょう！

☎072-485-0661
受付時間／10:00～17:00　定休日／なし

申込

●材料費/500円 米、野菜などの材料代 ●定員/6組 ●対象/親子（家族） 
●持ち物/動きやすい服装でお越しください 
●会場/泉南市信達葛畑207番地（紀泉わいわい村）

かまどで作る秋の味覚！栗とさつまいもご飯
講師　阪田　晃希　他26

手網で珈琲焙煎体験！
深煎り浅煎り色々珈琲の飲みくらべ

☎072-425-0398
受付時間／10:30～19:30　定休日／木

申込

●材料費/100円 コーヒー豆、その他 ●定員/4名 ●対象/どなたでも ●持
ち物/なし 
●会場/泉南市樽井9丁目21-5（珈琲豆屋　カサブランカ）

珈琲もいろいろ　好みの珈琲を見つけよう
講師　本藤　秀雄27

珈琲豆屋 カサブランカ紀泉わいわい村

簡単♪楽しい♪すぐ出来る♪夢ロゴアートは絵が苦手な
方でもびっくりするほど手軽にアートが描けます。
30秒で薔薇が描けます♡是非お試し下さい。

☎090-8126-7174
受付時間／いつでも　定休日／水
申込

●材料費/950円（手芸材料費、ドリンク付き） ●定員/4名または2組 ●対
象/どなたでも ●持ち物/なし
●会場/泉南市樽井6-27-25（PAVO　ハンドメイド雑貨店）

夢ロゴアート（水滴アート）
講師　田中　君代28

街の化学者、薬剤師が日頃どのように調剤しているか
ちょこっと体験してみませんか？

☎072-483-2339
受付時間／9:00～19:30(月火水金)、9:00～17:00(木)、9:00～13:00(土)　定休日／日・祝

申込

●材料費/なし ●定員/1名または１組（保護者兄弟同伴可） 
●対象/子供限定 ●持ち物/なし
●会場/泉南市信達牧野361（砂川薬局）

ちょこっと薬剤師体験
講師　梅田　卓也29

砂川薬局

こころLABO（らぼ）は障がいのある方の社会参画と就
労、自立をサポートしています。当日はさつま芋の収穫、
焼き芋作りを体験して頂きます。

☎072-475-0556
受付時間／10:00～17:00　定休日／日

申込

●材料費/なし ●定員/3組（1組3人まで） ●対象/どなたでも ●持ち物/タ
オル・水筒・汚れても良い運動靴（長靴ＯＫ）、汚れてもいい服装 ●会場/泉南
市樽井2丁目21-3（事業所に集合し、さつまいも畑へ送迎します）

さつま芋の収穫、焼き芋作りを体験しよう！
講師　中谷　眞生 / 原　俊介30

特定非営利活動法人 地域福祉創造協会 
ウインク(こころLABO)

PAVO（パボ）　
ハンドメイド雑貨店

10/17  日  9：30～12：30
10/24  日  9：30～12：30（雨天予備日） 10/24  日  11：00～12：15　10/31  日  11：00～12：15

※コーヒーのサービスはついていません。

※10月1日（金）受付開始

☎072-485-3450
受付時間／9:30～19:00　定休日／土・日・祝

申込

大工仕事競技大会をします！！
講師　徃西　正夫 / 出合　浩31

大切な親子の時間♪簡単なボール遊びをして、一緒に
楽しみませんか？体を動かした後は、天然温泉で汗を流
してリラックス！！

☎072-493-9700
受付時間／9:00～17:30　定休日／水

申込

●材料費/500円(入浴料込) ●定員/25組(親子ペア) ●対象/園児～小学
生 ●持ち物/運動できる服装・スニーカー運動靴等・ボール ●会場/泉南市
りんくう南浜2-201泉南りんくう公園内 SORA RINKU

♡親子でコミュニケーション♡ボール遊び
講師　岡山　哲也32

SORA RINKU

さわやかバスで小さな幸せ探しのお散歩を愉しみませ
んか。手作りマップとスライドで、お散歩ルートとバス利
用を一緒に語りませんか。

☎090-1438-5666
受付時間／13:00～17:00　定休日／日

申込

●材料費/300円（教材費） ●定員/6名または3組 ●対象/どなたでも ●持
ち物/なし ●会場/泉南市樽井9丁目21-5（珈琲豆屋　カサブランカ）

コミバスで小さなお散歩！利用を映像で紹介
講師　西本　恵子　ほか33

NPOせんなんまちづくりねっと手作り木工　木のおもちゃ・家具　
sosion夢工場

全国一斉 元気な地域を取り戻す！元気な地域を取り戻す！

全国一斉まちゼミ全国一斉まちゼミ
150 カ所以上の地域が同時期に「まちゼミ」を開催。
全国から参加出来る　　　　　　講座もあります。
150カ所以上の地域が同時期に「まちゼミ」を開催。
全国から参加出来る　　　　　　講座もあります。オンラインオンラインオンラインオンライン

開催中！開催中！開催中！開催中！

2021年
9月～11月 
2021年

9月～11月 
2021年

9月～11月 
2021年

9月～11月 


