
公式Facebook公式HP公式YouTube●感染予防として参加の際はマスクを着用してください。
●自宅を出る前に検温し、平熱よりも１度以上高ければ参加を控えてください。
●路上駐車はご遠慮ください。 ●お客様間での勧誘はお止めください。

開催日当日のお願い

クーポンについての注意事項

申
込
手
順

●1時間程度の講座を実施する分かりやすい学びの場となっております。
●お客さまのお役に立つことで「お店」と「まち」のファンづくりを目指しています。

会場や駐車場の有無などは、お申し込み時に各店にご確認ください。
お店からの販売は一切ないので、安心して受講していただけます。

まちゼミクーポンまちゼミクーポン

問合先　稲沢商工会議所内 稲沢まちゼミ事務局　TEL0587-81-5000

ⓒ稲沢市　いなッピー
令和4年度

稲沢まちゼミ
令和4年度

稲沢まちゼミ
稲沢まちゼミの講座に、参加した方だけが使えるお得なクーポン！

まちゼミに参加される際は、こちらのクーポン台紙をご持参いただき、参加店舗でステッカーをもらってください。

利用期間：
10/8土～12/7水

・1回参加でステッカー1枚進呈
・ステッカー1枚＝クーポン1回使用可
・1度使用したクーポンの再利用不可
・当日から使用可（講座参加時除く）
・まちゼミ受講者のみ使用可
・複製されたものは使用不可
・他の割引券との併用不可
・クーポンは切り取らずに台紙の
ままご持参ください
詳細につきましては直接お店に
お問い合わせください。

※一部店舗によって
　受付開始日時、方法が違います。
　講座欄で確認してください。

営業時間から
スタート10/1土

２０２2.10/8土～１1/30水期間

受付開始

受講料
無料
内容によっては

一部材料費などがかかる
講座もございます。

ゼミを選ぶ❶
この
チラシを見て
受講したい
講座をお選び
ください。

お店へ受付開始日（10/1）以降に
お申込みください。
※申込方法、受付時間は各店舗の情報欄にて
　ご確認ください。
※申込みの際に、持ち物や注意事項
　（材料費の有無など）をご確認ください。
※受付開始日は混雑する場合があります。
※HP、2次元コードでのお申込は対象店舗のみ対応です。

時間、場所をお間違えない
ようにご参加ください。
※定員になり次第、締め切ります。
※中学生以下の方は、保護者同伴での
　ご参加をお願いします。

N+

稲沢市平和町丸渕下412-1
TEL 090-7314-0545

cocoraft

稲沢市西島北町222
TEL 0587-36-0026

ビューティースタジオ23

稲沢市奥田島崎町109
TEL 090-2138-3088

マクロビ夢食

稲沢市松下2丁目5-2
TEL 0587-34-1884

茶房ひこじら

稲沢市北島1-160
TEL 070-8319-6592

フィットネス ボスケ

稲沢市治郎丸中町103-2
TEL 0587-89-0321

メナード株式会社 朝府町代行店

（会場メナードフェイシャルサロンラニプルメリア）
稲沢市祖父江町祖父江八反畑61-1
TEL 090-9223-2017

税理士法人杉浦経営会計事務所

稲沢市国府宮神田町45番
TEL 0587-23-3100

ヘルシースリムともと

稲沢市祖父江町二俣上川原712-5
TEL 090-3447-7336

メナードフェイシャルサロン松下×下津小井戸

稲沢市松下2-15-23 服部マンション105号
TEL 090-8469-5453

てらしま歯科

稲沢市緑町4-9-1
TEL 0587-23-8585

スポーツクラブNAS稲沢（ボディケアサロン稲沢）

愛知県稲沢市西町3丁目15
TEL 080-4562-7774

株式会社森上製油所

稲沢市祖父江町森上本郷七18-14
TEL 0587-97-1810

動フィット 稲沢店

稲沢市国府宮2丁目14-6 1F
TEL 070-5640-4970

ボディデザインプロジェクト接骨院

稲沢市祖父江町山崎下枇448
TEL 0587-74-6600

リラクゼーションサロン桜梅桃李

稲沢市平和町丸渕下185
TEL 070-1647-0081

御菓子処うかい

稲沢市一色青海町125-3
TEL 0587-36-7780

supeatstay OREGAYAREBA

稲沢市一色下方町87
TEL 090-4792-5219

国府宮ジェラート ユーグレナ

稲沢市稲島12-61
TEL 0587-22-8697

幸明Cram School＆パソコン塾

稲沢市松下1丁目7-24たかビル201
TEL 0587-81-5086

2回で1セット
9,900円→3,300円
変化が楽しいリンパエステ体験 

小顔フェイシャル60分コース
50%OFF3,850円+

宿便腸マッサージ15分プレゼント

マクロビ教室（月3回開催）

3,300円→1,000円参加券

3,000円→2,000円(1,000円OFF）
整体初回体験

2,000円を無料
フェイシャルトリートメント

40分コース（上質な潤いを与えるトリートメント）

店頭アクセサリー3,000円以上
お買い上げの方に

500円割引

①シングルをダブルに増量 ②ドリンクサービス 
③持帰り3個(1,050円→1,000円)

④ポイント2倍 10％OFF初期見積り
費用より

入学金無料　学習塾、各教室共通1,000円以上お買い上げで

100円OFF

グループレッスン、パーソナルレッスン

体験料金20％OFF

ビューティーハンドケア

10分間無料
ビューティーハンドケア

10分間無料
オイル交換

20％OFF

歯磨き粉つかみ取り

全メニュー15％OFF
（例：ボディケア60分5,610円＋

小顔調整1,100円＝6,710円→5,703円）

生前対策シミュレーション

10％OFF

通常6,600円を無料
カウンセリング
初めてご来店の方、

ドライアイス等のサービスはございません

ドリンクご注文の方
お持ち帰り冷凍カヌレ

1つプレゼント
②5周年記念品プレゼント

①初回50％OFF

初心者でも安心SUP体験2時間、
通常5,000円（税込）のところ

4,500円（税込）

開催日時は店舗案内まで

初回特典

お店へ直接申込 HP 2次元コード電話❷ 参加する❸

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❻ ❼ ❽ ❾ 10

ステッカーはこちらに貼ってください。

新型コロナウイルス感染症対策徹底

講座は４種類 学ぶ つくる 食べる 美容健康

10月 11月スケジュールカレンダー

学ぶ つくる 食べる 美容健康

カレンダー内の色はそれぞれの講座の色に
対応しています

稲沢
まるごと
稲沢
まるごと

1（土）

2（日） 3（月） 4（火） 6（木） 7（金） 8（土）5（水）
13 20 32 37
54 64 66 67
70 72 74 77

9（日） 10（月） 11（火） 13（木） 14（金） 15（土）12（水）
5 12 18 22
32 37 69

18 31 32 40
45 46 64 77

28 49 50 54
56 62 65 66
67

10 34 66 67 30 59 62 79 2 9 24 25
41 68 75

1 13 21 27
35 38 51 53
54 58 64 68
74 78

16（日） 17（月） 18（火） 20（木） 21（金） 22（土）19（水）
12 71 17 68 70 73 11 43 53 65 3 46 63 73 3 6 30 40

59 78
5 14 24 25
75

8 13 23 32
39
79
58 64 74

23（日） 24（月） 25（火） 27（木） 28（金） 29（土）26（水）
12 42 55 59 73 33 38 43 65 30 34 45 46

79
52 9 25 52 70 4 8 11 13

20 21 23 29
32 39 44 57
64 78

30（日） 31（月）
6 12 40 69 26

5（土）
13 35 36 52
56 64 76

6（日） 7（月） 8（火） 10（木） 11（金） 12（土）9（水）
12 36 42 45 49 50 79 26 33 53 57

65
2 7 10 25 40 61

1（火） 3（木） 4（金）2（水）
65 11 28 52 22 52 4 24 25 29

44 76 79

5 13 21 27
60 74 75 78

13（日） 14（月） 15（火） 17（木） 18（金） 19（土）16（水）
12 15 38 28 34 55 16 65 29 44 63 75

77 78 79
19 77 25 48 53 13 27 64

20（日） 21（月） 22（火） 24（木） 25（金） 26（土）23（水）
12 42 47 19 65 74 40 57 61 13 48 60 64

79

27（日） 28（月） 29（火） 30（水）
4 5 12 15
47 48 78

49 50 16 65 56 72 79

受付開始日・詳細は
各講座欄でご確認下さい。 ※自然災害や感染状況により開催を見合わせる場合もございます。予めご了承ください。

受付開始
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全講座
予約制
受付開始は
２０２210/1土～

お申込みは各店へ！！
「まちゼミの申込みです。」と
お電話下さい。
＊各店の受付時間内にお願い致します。一部HP
やメール、二次元コードでの受付となります。

申込はHP【https://inazawafruits.jimdofree.com】の
予約フォームからお願いいたします。

開催日時

会場
定員
対象

講師/ 伊藤正典

10名5組
小学生～中学生と
その保護者様

対象
対象

親が70歳以上、相続の
セミナーが初めての人が対象

平和町農村環境
改善センター

ゴムの力で動くクルマ。キミの工夫で
どこまで速くできる？楽しく工作、つい
でに発明や特許のお勉強。親子の共同
作業で「目指せ！最速！」

親子発明工作教室
～目指せ！最速カー！～

1

学ぶ

あいそう特許業務法人
080-4716-5854
名古屋市中区丸の内2丁目1-30
丸の内オフィスフォーラム5Ｆ

営業時間 9:30～17:30
定休日 土曜日,日曜日,祝日

開催日時

会場
定員
持ち物

講師/三原矢成

15名
筆記用具

稲沢商工会議所
会議室

そもそも資産形成とは？どんなことを
すればよいの？皆さんが今だからこそ
知りたいと思っていることをわかりや
すく教えてくれます。

夢を叶える日々の節約術
始めよう資産形成

2

学ぶ

アクサ生命保険株式会社
0587-21-3261
稲沢市朝府町15-20
稲沢商工会館1F

稲沢市駅前1丁目4-1営業時間 9:15～17:00
定休日 土曜日,日曜日,祝日

開催日時

会場
定員
持ち物

講師/塩井竜一郎

10/19(水)  10:00～11:00
10/20(木)  10:00～11:00

6名
筆記用具

持ち物
持ち物

動きやすい服装、歩きやすい靴で
お越しください。

当店

iDeCo・つみたてNISAを活用した長
期積立分散投資の仕組みをわかりや
すく解説します！

はじめての
資産運用講座

3

学ぶ

いちい信用金庫稲沢支店
0587-32-7221

営業時間 9:00～15:00
定休日 土曜日,日曜日,祝日

開催日時

会場
定員

講師/古川正美（稲沢市観光協会事務局長）

5名

祖父江ぎんなんパーク、
及びその周辺

※少雨の場合は決行します。

※対象以外の学年は他の日程をご案内しますのでお尋ねください。

※同業者はご遠慮ください

一万本を超えるイチョウが黄金色に染
まる祖父江町を散策し、イチョウの木
やぎんなんの種類について学び、試食
もします。

ぎんなんマイスターに
なろう！

7

学ぶ

稲沢市観光協会
0587-22-1414
稲沢市朝府町15-12 営業時間 8:30～17:00

定休日 土曜日,日曜日,祝日

開催日時

会場
定員

講師/筒井美紀

10/20(木) 14:00～15:30
10/30(日) 10:00～11:30

11/9(水) 10:00～11:45
11/9(水) 14:00～15:45

10名

小学生以上
筆記用具、メモ帳

当店

老若男女問わず楽しめる生涯スポー
ツ！ボウリング場の機械裏見学や投球
体験など、お気軽に楽しめる内容で
す。

プロボウラーがコツを
伝授！楽しく学べます

6

学ぶ

稲沢グランドボウル
0587-21-2131
稲沢市井之口大坪町80-1 営業時間 9:00～23:00

定休日 不定休

開催日時

会場 定員

講師/佐藤高樹

10/9(日)　10:00～11:00
10/21(金) 19:00～20:00

11/12(土)　10:00～11:00
11/27(日)　10:00～11:00

10/8(土)  14:00～15:00
10/15(土)  14:00～15:00
10/22(土)  14:00～15:00
10/29(土)  14:00～15:00

11/5(土)  14:00～15:00
11/12(土)  14:00～15:00
11/19(土)  14:00～15:00
11/26(土)  14:00～15:00

3名当店

相続診断士が丁寧に説明。親が認知
症になる前に準備しておきたいこと、
家族が争う相続=争続にならないよう
な相続対策の方法が分かります

親が70歳以上後悔しない
初めての相続対策

5

学ぶ

稲沢あんしん不動産
0587-33-5620
稲沢市国府宮1丁目6-27
レオパレス長橋205

営業時間 9:00～19:00
定休日 水曜日

開催日時

会場
定員

講師/平田泰士
10/29(土)  10:00～11:00
11/4 (金)  10:00～11:00
11/27(日) 10:00～11:00

5組

当店

現在の自分の状況や意志を見つめ直
すことによりこれからの人生を自分ら
しく、より良いものにするための準備
をはじめましょう！

終活セミナー
エンディングノートの書き方

4

学ぶ

稲沢愛昇殿
0587-33-0004
稲沢市駅前3丁目1-5 営業時間 9:00～16:00

定休日 不定休

開催日時

会場
定員
持ち物

講師/石田正幸

10/22(土) 11:00～12:00
10/29(土) 11:00～12:00

10名
多少汚れても良い服装

バナナ南国ジャングル

バナナは木なの？草なの？パパイヤ・
コーヒーなどの南国フルーツ。それぞ
れを間近で見て、時には触れ、生態な
どを聞きながら学べます。

バナナ南国ジャングルに
探検に出掛けよう

8

学ぶ

稲沢フルーツ園
0587-97-3055
稲沢市祖父江町祖父江南方26

営業時間 9:00～16:00
定休日 月曜日,火曜日,水曜日,

木曜日,金曜日,祝日

開催日時

会場
定員

講師/レスリー・バートレット

10/14(金) 10:00～10:40
10/28(金) 10:00～10:40

未就園児と保護者
5組

下津市民センター
2階和室

レッスンは全て英語で行います。英語
の歌、リズム遊び、楽器演奏、簡単な工
作等、親子で楽しい時間を過ごしま
しょう。

レスリー先生の
「英語でリトミック」

9

学ぶ

NGEスクール
090-9948-1466（担当:伊東）
稲沢市中之庄町辻畑157 営業時間 10:00～19:00

定休日 不定休

開催日時

会場
定員
対象

講師/レスリー・バートレット

10/12(水) 17:20～18:00
11/9(水) 17:20～18:00

6名
10/12(水) 幼児(主に年長) 
11/9(水) 小学校低学年
(主に1年生)

NGEスクール下津校

講師はネイティブスピーカーです。英
語での会話力向上を中心にテキストを
使ってレッスンします。

レスリー先生の
「英会話体験レッスン」

10

学ぶ

NGEスクール
090-9948-1466（担当:伊東）
稲沢市中之庄町辻畑157 営業時間 10:00～19:00

定休日 不定休

開催日時

会場
定員

講師/中谷法子
10/18(火) 10:00～11:00
10/29(土) 10:00～11:00
11/2（水）     13:30～14:30

2名
当店

爪がキレイに整えてあると指がキレイ
に見えます。ジェルネイルしている方
も長さが気になる時にファイルで長さ
調整できる様になりますよ！

1級ネイリストが教える
爪のキレイな整え方

11

学ぶ

N+
090-7314-0545
稲沢市平和町丸渕下412-1 営業時間 9:00～20:00

定休日 不定休

開催日時

会場
定員
対象

講師/大津裕香

11/13(日) 10:00～11:00
11/27(日) 10:00～11:00

10組
～6歳（兄弟参加可）

歌とピアノ5人グループ『ゆきんこ』が
繰り広げる親子で楽しめるコンサート
♪親子で楽しめる歌を中心に目と耳と
体で楽しめる音楽会です。

一緒に歌おう！
親子でドレミファソ♪

15

学ぶ

おっつ音楽スタジオ
0587-50-5454
稲沢市国府宮1丁目1-38 営業時間 9:00～21:00

定休日 不定休

開催日時

会場
定員
持ち物

講師/澤田えり香(EKKA）

10/21（金） 20:00～21:00

10名
筆記用具、飲み物、
スリッパ

当店

J-Popや簡単な英語の曲などをみん
なで楽しくハモって歌おう！基礎発声か
らしっかり教えるので心と健康、美容
にもGoodです♪

Popな
ハモリ教室

14

学ぶ

おっつ音楽スタジオ
0587-50-5454
稲沢市国府宮1丁目1-38 営業時間 9:00～21:00

定休日 不定休

開催日時

会場
定員
対象

講師/加藤茂

1組
お土地の購入を
予定している方

対象 はじめておうちを
購入される方

当店 当店

土地の探し方から！土地資料の見方、
土地価格以外にかかる費用、自分に
ぴったりな土地の探し方をお伝え致し
ます。

「土地探し」からの
家づくりを応援する講座

13

学ぶ

おうちの相談窓口　稲沢店
0120-21-1357
稲沢市朝府町2丁目33 営業時間 10:00～17:30

定休日 水曜日

開催日時

会場
定員

講師/加藤茂

2組
当店

はじめておうちを購入される方を対象
に、資金計画から建築会社選びまで失
敗しない為の重要ポイントをお話致し
ます。

知って得する！
はじめての家作りの始め方！

12

学ぶ

おうちの相談窓口　稲沢店
0120-21-1357
稲沢市朝府町2丁目33 営業時間 10:00～17:30

定休日 水曜日

受付 10/1(土) 10:00～受付 10/1(土) 10：00～

10/9(日) 10:00～11:00
10/16(日) 10:00～11:00
10/23(日)10:00～11:00
10/30(日) 10:00～11:00

11/6(日) 10:00～11:00
11/13(日)10:00～11:00
11/20(日)10:00～11:00
11/27(日)10:00～11:00

10/15(土) 10:00～11:00
10/14(金) 14:00～15:00
11/9(水)  10:00～11:00

持ち物

対象 女性限定対象
工作材料費
その他:1,000円費用 ファイル2種類:400円費用

費用

筆記用具

受付 10/1(土)9:00～

受付 10/3（月）9：15～

受付 10/3(月)9:00～

受付期間 10/3(月) より
受付時間 9時～17時30分

稲沢まちゼミマルシェ開催！

駐車場 MAP

場所

日時 2022/9/17土午前10：00～午後4：00

電話番号：0587-50-5517住所：稲沢市下津北山1丁目16-4
コンベンションホール
豊田合成記念体育館エントリオ

まちゼミは本来各店舗での開催ですが、参加店を一堂に会する事で、
稲沢の魅力あるお店を１度にたくさん知る事ができますよ！
是非ご家族で遊びに来てください！

稲沢商工会議所
創立50周年記念キャンペーン事業

稲沢商工会議所
創立50周年記念キャンペーン事業

稲沢商工会議所
創立50周年記念キャンペーン事業

参加
無料

先着100名様
ご来場者様に創立50周年記念

グッズプレゼント

ミニ水筒
（120㎖）

イ
メ
ー
ジ
図

参加店情報 アクサ生命保険
株式会社

ライフプラン相談、
資産形成相談

国府宮ジェラート
ユーグレナ

ジェラート販売と
まちゼミ講座
内容の説明

スポーツクラブNAS稲沢
(ボディケアサロン稲沢店）

EMS＆美顔器
体験、

レッグウォーマー試着

WhiteRing
（ホワイトリング）

アーティフィシャル
フラワー雑貨・小物・
アクセサリー販売

Make占

15分鑑定占い
姓名判断・タロット・

手相

メナード化粧品
ルリカラーズ桜木代行店

ハンドケアトリートメント＆
ワンポイントメイク

メナードフェイシャルサロン
松下×下津小井戸

ビューティハンドケア、
ポイントメイク

リラクゼーションサロン
桜梅桃李

小顔首肩コリ
ほぐし15分
（ハンド&マシン)

動フィット

AIによる姿勢チェックと
未来姿勢と改善

冨田健夫税理士事務所

税務相談及び
資産運用相談

花樹屋 東雲堂

店舗紹介、
植物・メダカの

販売

ビューティースタジオ23

ハンド
トリートメント、

化粧品販売

フェイシャルサロン
シナモン

ハンドケア無料
健康茶の
試飲＆販売

cocoraft

キャンプギア及び
アイアン家具及び
ガラス雑貨販売

寿証券株式会社
稲沢営業所

資産運用の
ワンポイント
アドバイス

紗空 想

さくそう稲沢
まんが・イラスト

教室

茶房ひこじら

コーヒー豆・
コーヒー豆殻の消臭剤

販売

秀麗書道会

書道講座

稲沢市観光協会

稲沢市内の観光ＰＲと
いなッピーグッズ等の

販売

おっつ音楽スタジオ

シニアの能トレ
初心者でも楽しく
麻雀体験

オフィスミワ

日常リスクを
DVDで
上映し学習

一財)言語交流研究所
ヒッポファミリークラブ

いろんな国の文字で
名前を書いてみよう

海外の人との交流や
ホームステイの話を聞こう

おうちの相談窓口
稲沢店

住宅ローンの取り組みを
考えている方向けに、
現在の家計費の
診断を行います

出庫の無料手続きを行いますので、入場時に
駐車券を受付でご提示ください。
周辺施設への無断駐車、路上駐車は絶対に
おやめください。

主催：稲沢商工会議所　後援：稲沢市

豊田合成記念体育館エントリオ
コンベンションホール

無料駐車場完備
（台数に限りがあります）

稲沢のお店をもっと知ろう！



開催日時

会場
定員

講師/三輪将太郎

10/17（月） 14:00～15:00

10名

稲沢市産業会館

日常のリスク？といっても色々ありま
す。楽しくわかりやすく説明いたしま
す！

知って得する
日常リスク

17

学ぶ

オフィスミワ
090-5104-6113
稲沢市長野3丁目10-30 営業時間 9:00～18:00

定休日 不定休

開催日時

会場
定員

講師/河邉淑子・奥田薫

11/15(火) 13:30～14:30
11/29（火） 10:00～11:00

5名

おっつ音楽スタジオ

キーボードをご用意
しています。

脳トレしながら楽しいピアノのグルー
プレッスン致します。初心者の方、大歓
迎です！憧れの曲弾いてみませんか？
日々の暮らしに音楽を♪

大人のための
脳トレピアノ®

16

学ぶ

大人のための脳トレピアノ®
0587-50-5454
稲沢市国府宮1丁目1-38 営業時間 9:00～21:00

定休日 不定休

開催日時

会場
定員

講師/木全祐貴

10/9（日）   10:00～11:00
10/10（月・祝） 10:00～11:00

10名

当店

農業機械の安全な使い方を学習する
とともに、刈払機などの実演で、使用
方法やメンテナンス方法を解説しま
す。

安全・安心な農機の
使い方講座

18

学ぶ

株式会社キマタ
0587-97-0250
稲沢市祖父江町本甲神明北64

営業時間   8:00～12:00
  13:00～18:00

定休日 水曜日

開催日時

会場
定員

講師/吉田真実子　他

10/8（土） 10:00～11:15
10/29（土） 10:00～11:15

5組程度

対象 親子（0歳
から小学生）で。
お1人（中学生以上
何歳でも）で。

申込は2次元コードから、
またはお電話で。 申込はHP【http://www.kokorofarm.com/】の予約フォームからお願いします。

※コロナ間の配慮の為、人数を制限しています。

申込は2次元コードにてお願いします。

名古屋文理大学文化フォーラム
和室

英語だけよりもっとおもしろい！家族や
仲間とだから、もっと楽しい！いろんな
ことばと人に触れ、柔軟な感性・知性を
育てあおう。

遊ぼう！歌おう！親子で
楽しむ世界のことば

20

学ぶ

一財）言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
090-4189-6711（担当：吉田）
名古屋市中村区名駅5-30-1
いちご名駅ビル9F

営業時間 10:00～17:30
定休日 土曜日,日曜日,祝日

開催日時

会場
定員
対象

講師/長谷川裕記
10/15（土） 11:00～12:00
10/29（土） 11:00～12:00
11/12（土） 11:00～12:00

3組

小学生　親子
費用 教材費：200円

当店

身の回りにあるもので「発泡剤」をつく
りそれを使ってフィルムケースロケッ
トを作成します。楽しみながら科学に
親しんでいただけます。

科学教室フィルム
ケースロケットを作ろう！

21

学ぶ

幸明Cram School＆パソコン塾
0587-81-5086
稲沢市松下1丁目7-24
たかビル201

営業時間 10:00～21:00
定休日 日曜日,祝日,不定休

開催日時

会場
定員
対象

講師/松本結花
11/3(木・祝) 10:00～11:00

10/9(日) 13:30～14:30
10/9(日) 10:00～11:00

10/31（月） 15:00～15:50
11/8（火） 10:30～11:20

10/22（土） 10:00～11:30
10/22（土） 14:00～15:30
10/29（土） 10:00～11:30

4名
30歳以上の女性

美濃路稲葉宿
本陣跡ひろば

カラフルなフォトカードを使ってゆるく
話をしながら、理想の人生を描いてい
きます。「自分の人生は、自分でつく
る」という方に☆彡  

30代からの自分らしい
生き方＆働き方

22

学ぶ

コーチングオフィスこころファーム
090-1743-0895
稲沢市稲沢町 営業時間 9:00～18:00

定休日 不定休

開催日時

会場
定員

講師/橋本昌博

5名
持ち物 飲み物、運動靴、

動きやすい服装持ち物 筆記用具

当店

自然の林を参考にした植木畑を観察し
ます。庭植えに適した人気の植木や珍
しい植木の中からあなたのお気に入り
の一本を探してみませんか？

まるで自然林？
植木畑の観察ツアー

23

学ぶ

国分農園
0587-36-1441
稲沢市矢合町2642-1 営業時間 9:00～17:00

定休日 日曜日,祝日

開催日時

会場
定員

講師/杉村秀麗（敦子）
10/15（土） 14:00～15:00
11/12（土） 14:00～15:00
11/19（土） 14:00～15:00

5組10名

対象 年長～小学生
親子

平和町農村
環境改善センター

毎日書道展審査会員が、きれいな文字
の書き方を教えます。上手に書くコツ
やバランスなど、親子で楽しく学びま
しょう。

親子で学ぼう！
書道講座

27

学ぶ

秀麗書道会
090-3308-0209
稲沢市平和町法立東法立北40 営業時間 不定期

定休日 月曜日,金曜日,日曜日

開催日時

会場
定員

対象

講師/紗空 想

8名

教材費等：500円

初心者からの漫画（イラスト）に
興味のある方

未経験者OK 

持ち物 費用鉛筆（シャープ）消しゴム・A４コピー
用紙2.3枚（普段使用の絵を描く道具）

ぱそメイト国府宮 内教室

イラストのペン入れ着色、若しくは日
常を漫画にしてみよう！プロ漫画家・イ
ラストレーターが楽しく教えます。

楽しい！！漫画イラスト
体験講座 

26

学ぶ

さくそう稲沢まんが・イラスト教室
090-6092-9092
稲沢市国府宮2-5-21
ぱそメイト国府宮  内

営業時間 11:00～17:00
定休日 月曜日,木曜日,金曜日,

日曜日,祝日

開催日時

会場
定員

講師/田中義治

6名
当店

「資産運用って必要なの？」そんな疑問
もサクッと解決！資産運用のポイントを
ご紹介します。

名門！！寿大学
稲沢キャンパス開校！

25

学ぶ

寿証券株式会社　稲沢営業所
0587-32-4156
稲沢市下津鞍掛1丁目2-13 営業時間 8:30～17:30

定休日 土曜日,日曜日,祝日

開催日時

会場
定員

講師/小﨑努
10/14（金） 10:00～11:00
10/21（金） 10:00～11:00
11/4（金） 10:00～11:00

3名　
当店

初めて書く遺言書。簡単な書き方と上
手な使い方を学んで、練習してみよう！
遺言書 は家族円満な相続対策の第一
歩です。

はじめての遺言書
簡単な書き方講座

24

学ぶ

小﨑努税理士事務所
0587-36-2250
稲沢市北麻績町三反地10-2 営業時間 9:00～17:00

定休日 土曜日,日曜日,祝日

開催日時

会場
定員
持ち物

講師/加藤泰士
10/11（火） 13:30～14:30
11/2（水） 13:30～14:30
11/14（月） 13:30～14:30

10名
筆記用具

当店

節税対策・納税対策・争族対策と各家
庭で必要な対策は異なります。残され
るご家族が困らないように、あなたに
適した方法をお伝えします。

残されるご家族のために！
相続対策セミナー

28

学ぶ

税理士法人杉浦経営
会計事務所
0587-23-3100
稲沢市国府宮神田町45

営業時間 8:30～17:30

開催日時

会場
定員

講師/小島和範
10/29（土） 10:00～11:00
11/4（金） 10:00～11:00
11/16（水） 10:00～11:00

5組
当店

葬儀に不安を感じながらもなかなか聞
きに行けない方に実例を踏まえながら
分かりやすく知っておくと得する情報
をお伝えします。

終活セミナー知っておくと
得する葬儀の小話

29

学ぶ

セルカホール駅前
0587-32-4449
稲沢市駅前1丁目8 営業時間 9:00～17:00

開催日時 講師/宇藤恵美子
10/13（木） 13:30～14:30
10/20（木） 13:30～14:30
10/26（水） 13:30～14:30

会場
定員 2～5名（応相談）

市内の申込企業又は当社

1枚ごとに「感謝」「成長」「情熱」などが書かれた価
値観カードを使います。ワークショップを通して自
分の価値観に気づくと共に、チームのメンバーのこ
ともより知る事が出来、知らず知らずのうちに働き
がいと生産性が向上していく内容となっています。

カードを使って
コミュニケーション力を

高めよう！

30

学ぶ

株式会社空空
0587-21-6008
稲沢市駅前2丁目26-3
ピュアリティ602

営業時間 10:00～17:00

開催日時

会場
定員

講師/佐藤和哉（ウルフドッグス名古屋DGM）

10名

豊田合成記念体育館
(エントリオ)

10月22日に開幕するバレーボールの
Ｖリーグ。今シーズンの注目チームや
選手を取り上げ、バレーボールを楽し
く見る方法をお伝えします

Vリーグ開幕直前！
今シーズンの見どころ。

31

学ぶ

TG SPORTS株式会社
0587-21-0615
稲沢市下津北山1丁目16-4 営業時間 9:00～17:00

受付 10/3（月）9:00～受付 10/3（月）9:00～

受付 10/3（月）9:00～

受付 10/1（土）10:00～

受付 10/3（月）10:00～

定休日 土曜日,日曜日,祝日 定休日 不定休 定休日 土曜日,日曜日,祝日 定休日 土曜日,日曜日

10/14（金） 14:00～15:00
10/21（金） 14:00～15:00
10/28（金） 14:00～15:00

11/4（金）   14:00～15:00
11/11（金） 14:00～15:00
11/18（金） 14:00～15:00

開催日時

会場
定員

講師/新谷清美
11/17（木） 13:00～14:00
11/21（月） 10:30～11:30
11/21（月） 13:00～14:00

5名程度

当店

年賀状の書き方の手本を用意し、指導
します。宛名の書き方のコツも学べま
す。

心を込めて手書きの
年賀状を書きませんか

19

学ぶ

公文書写正明寺教室
090-9899-7667
稲沢市正明寺2丁目18-3

営業時間 16:00～20:00
定休日 月曜日, 木曜日, 

日曜日

大人対象
年賀状持ち物

10/10（月・祝）　10:30～11:30
10/10（月・祝）　13:30～14:30

受付 10/1(土)10:00～

受付 10/1(土) 8:00～

※日時の調整は可能になる場合があります。（応相談） ※自動車でお越しの方はお近くの
有料駐車場をご利用ください。その他、チームワークを高めるプログラムを多数提供しています。

（産業カウンセラー・
キャリアコンサルタント・
NLPタイムラインセラピー・
グリーフケアペットロス専門士） 

受付 10/8(土) 9:00～

受付 10/3（月） 10:00～

受付 10/2(日) 10:00～ 受付 10/1(土) 10:00～ 受付 10/1(土) 10:00～

開催日時

会場
定員

講師/岡山美紀・奥田薫

10/25(火) 11:00～11:45
11/8(火) 11:00～11:45

8組

おっつ音楽スタジオ

1歳から「地頭」を鍛えて賢い子どもに
育てる！お子さまの脳を活性化！知的好
奇心を刺激する豊富なレッスンで学ぶ
力を強くする！

脳トレピアノ®
Kids 

33

学ぶ

脳トレピアノ®Kids 
0587-50-5454
稲沢市国府宮1丁目1－38 営業時間 9:00～21:00

定休日 不定休

開催日時

会場
定員

講師/冨田健夫
10/8(土) 　　　14:00～15:00
10/9(日) 　　　14:00～15:00
10/10(月・祝) 14:00～15:00

10/22(土) 14:00～15:00
10/29(土) 14:00～15:00

2名

当店

軽減税率制度が導入された複雑な消
費税に対応する記帳方法を学ぶ講座

確定申告のための
記帳を学ぶ

32

学ぶ

冨田健夫税理士事務所
0587-21-8121
稲沢市日下部中町1－70 営業時間 9:00～18:00

定休日 日曜日

開催日時

会場
定員

講師/福井和美
10/12(水) 13:30～14:30
10/26(水) 13:30～14:30
11/14(月) 10:30～11：30

5名

当店

ブラッチングとはブレイン（脳）とスト
レッチングの造語。しなやかに良く動
く脳を目指し、ゲーム感覚で楽しく頭
のトレーニングしよう！

楽しく頭のストレッチ
ブラッチング

34

学ぶ

ぱそメイト国府宮教室
0587-23-8960
稲沢市国府宮2－5－21  
ぱそメイト国府宮 内  

営業時間 9:30～17:00
定休日 日曜日

開催日時

会場
定員

講師/橋本真悟
11/5(土) 10:00～11:00
11/5(土) 14:00～15:00
11/6(日) 14:00～15:00

5名程度
当店

柑橘苗の品種の植え方、育て方を約
50品種の苗木を見ながら、苗木の産
地「矢合」で園芸店をしている当店なら
ではの説明を致します。

ミカン苗の
品種と育て方

36

学ぶ

花樹屋　東雲堂
0587-36-2820
稲沢市矢合町三島前2665 営業時間 9:00～17:00

定休日 不定休

開催日時

会場
定員
対象

対象

講師/橋本真悟

10/8(土) 10:30～11:30
10/9(日) 10:30～11:30

5名程度

初心者向け

当店

メダカの育て方教えます。これからメ
ダカを飼おうと考えている方、上手く
育てられない方向けに基本的な飼い
方を教えます。

メダカの育て方
(初心者向け)

37

学ぶ

花樹屋　東雲堂
0587-36-2820
稲沢市矢合町三島前2665 営業時間 9:00～17:00

定休日 不定休

開催日時

会場
定員
持ち物

持ち物

持ち物

講師/秦野宏冶
10/15(土) 10:30～12:00
10/15(土) 13:30～15:00
10/15(土) 15:30～17:00
10/25(火) 10:30～12:00

10/25(火) 13:30～15:00
11/13(日) 10:30～12:00
11/13(日) 13:30～15:00
11/13(日) 15:30～17:00

2組または2名
筆記用具等

洗剤、持ち帰り用瓶持ち物 筆記用具

定員
持ち物

5名
汚れやシミで
ご質問されたい衣類

当店

空き家に関するお困りごとなど、お気
軽にご相談ください。稲沢の空家マイ
スターがお悩みを解決していきます！！

空き家のお悩み
解決してみませんか？

38

学ぶ

PN不動産
0587-33-4222
稲沢市小沢2丁目5－19 営業時間 9:00～18:00

定休日 水曜日

開催日時

会場

講師/平野道仁

10/22(土) 15:00～17:00
10/29(土) 15:00～17:00

当店

クリーニングに関してお伝えしたいこ
とご質問にお答えします

日々の
快適生活のために

39

学ぶ

ヒラノクリーニング
0567-46-0928
稲沢市平和町
西光坊大門北800－3

営業時間 8:30～20:00
定休日 日曜日, 祝日

開催日時

会場
定員

講師/小島ゆう子

5名
未婚の男女と
その親御様

当店

結婚相談所のカリスマアドバイザー
が、無駄のない婚活を実行し、素敵な
パートナーに早く巡り合える3つの重
要ポイントを伝授いたします。

婚活プロが思う
「結婚できる人できない人」

42

学ぶ

リング　ド　マリエ
0587-32-0888
稲沢市朝府町2丁目33 営業時間 10:00～17:30

定休日 水曜日

開催日時

会場
定員

講師/山田直美

10/14(金) 10:00～11:00
10/14(金) 14:00～15:00

10/23(日) 13:30～14:30
11/6(日) 13:30～14:30
11/20(日) 13:30～14:30

5名
当店

大掃除で大活躍すること間違いなし！
キッチンまわりの油汚れも、するっと落
ちるプリン洗剤の作り方を伝授しま
す。

頑固な汚れもこれ一本！
プリン洗剤作り

41

学ぶ

株式会社森上製油所
0587-97-1810
稲沢市祖父江町森上本郷七
18-14

営業時間 8:00～19:30
定休日 日曜日

開催日時

会場
定員
対象

講師/井戸千椿
10/10(月・祝) 10:00～11:00
10/20(木) 14:00～15:00
10/30(日) 10:00～11:00

4名または2組
中学生以下は大人同伴

当店

初級の九星気学「来年のお参りはどこ
に？」「どの方角が運気が上がる？」生ま
れた年月日の九星で自分の吉方位を
見つけますよー！

九星幸座…幸せの
方向を探してみましょう

40

学ぶ

Make占
080-3284-2748
稲沢市高御堂5-160-2 営業時間 10:00～18:00

定休日 金曜日, 土曜日, 日曜日

筆記用具 持ち物 現状のお庭の
写真や図面

100円
1歳から3歳親子

費用

開催日時

会場
定員

講師/服部 勝之

10/15(土) 10:00～11:00
11/5(土) 10:00～11:00 

5名

当店

楽しんで遊べるお庭づくりのアドバイ
ス。

楽しんで遊べる庭を
つくりませんか？

35

学ぶ

有限会社 服部庭園
0587-36-1561
稲沢市一色川俣町233 営業時間 8:00～18:30

定休日 土曜日, 日曜日

対象

300円費用

11/11(金) 18:00～19:00
11/23(水・祝) 14:00～15:00

おいしく、楽しく、
和菓子作り

43

つくる

誰でも簡単！フラワー
アレンジメント作り

44

つくる

ガラスフュージングで
作るオリジナル箸置き

45

つくる

初めての溶接体験を
楽しもう

46

つくる

フラワースタンドを
塗ってみよう。

47

つくる

開催日時

会場
定員

11/20（日） 9:00～10:00
11/27（日） 9:00～10:00

10名5組
当店

フラワースタンドにオイルスティンを
塗り、クリヤーを塗って仕上げます。あ
と、マスキングテープの貼り方講座も
やります。

株式会社小松塗装
0587-22-7100
稲沢市大塚北1丁目31 営業時間 8:00～17:00

定休日 日曜日

費用
持ち物

材料費:200円
汚れてもよい服装

開催日時

会場

10/18（火） 10:00～11:00
10/25（火） 10:00～11:00

定員 3名当店

秋の味覚!さつま芋を使った人気の和
菓子を作って、出来立てを食べません
か?

御菓子処うかい
0587-36-7780
稲沢市一色青海町125-3 営業時間 8:00～18:00

定休日 水曜日

対象
持ち物
費用

18歳以上
エプロン、三角巾、
タオル、マスク
食材代：500円

開催日時

会場

講師/今枝太一 講師/小松竜
10/10（月・祝） 10:00～11:00
10/19（水）     10:00～11:00
10/26（水）     10:00～11:00

定員 2名

溶接の火の粉が散りますので綿素材の服装でお願い致します。

当店

溶接の楽しさを体感しよう!初めての
人でも簡単に出来るサインプレート作
り♪

cocoraft
0587-36-0026
稲沢市片原一色町東北廻49 営業時間 8:30～17:00

定休日 不定休

対象
費用

小学生以上
鉄骨材料費、熔材費:
1,500円

開催日時

会場

講師/今枝幸江

11/7（月） 13:30～14:3010/10（月・祝） 13:30～14:30
10/26（水）     13:30～14:30

定員 3名当店

完成した箸置きは後日店頭にてお渡し又は郵送にて送付させて頂きます

ガラスを電気炉で溶かして作るガラス
フュージング♪色とりどりのガラスを
組み合わせて、自分だけのオリジナル
箸置きを作りませんか？

cocoraft
0587-36-0026
稲沢市西島北町222 営業時間 8:30～17:00

定休日 不定休

対象
持ち物

小学生以上
エプロン、軍手

費用 ガラス板、焼成代:
1,500円

開催日時

会場
定員

講師/広田真由美
10/29（土） 11:00～12:00
11/4（金）   11:00～12:00
11/16（水） 11:00～12:00

10名
当店

器に生花を刺してアレンジメント作り
をやってみませんか？どんな方も歓迎
です。楽しみながら作ってみましょう♪

株式会社かとう
0587-24-4443
稲沢市桜木1丁目1-25 営業時間 9:00～17:00

定休日 不定休

受付 10/1（土） 9:00～ 受付 10/1（土） 10:00～ 受付 10/1（土） 10:00～

講師/鵜飼克彦



開催日時

会場
定員

講師/三浦圭子

10/19（水） 13:00～14:00
11/16（水） 9:00～10:00

5名
おっつ音楽スタジオ

椅子を使ったり、たまごブロック（楕円
形のヨガブロック）などの補助道具を
使って、やさしいヨガを体験していた
だきます。

おっつ音楽スタジオ（coco.yoga）
0587-50-5454
稲沢市国府宮1丁目1-38 営業時間 9:00～21:00

定休日 不定休

持ち物
対象 女性限定

動きやすい服装、飲み物、
長めのタオル（手ぬぐいなど）

開催日時

会場
定員

講師/山口綾美

10/13（木） 10:00～11:00
10/13（木） 11:00～12:0010/11（火） 11:00～12:00

10/11（火） 10:00～11:00

2名2組

国営木曽三川公園
ワイルドネイチャー

稲沢市の観光名所馬飼ビーチで楽し
くSUP体験！こころも身体も美しくリフ
レッシュしましょう！

supeatstay OREGAYAREBA
090-4792-5219
稲沢市一色下方町87 営業時間 10:00～17:00

定休日 不定休

対象
持ち物

9歳以上65歳以下
タオル、ビーチサンダル、飲み物、
日焼け止め、着替え、水着の上に
ラッシュガードレギンスが好ましい

開催日時

会場
定員

講師/大津泰史
10/13（木） 10:00～11:00
10/20（木） 10:00～11:00
10/24（月） 10:00～11:00

10名
当店

飲まない!!吸わない!!賭けない!!が決ま
りの健康麻雀！麻雀でボケ防止に腕に
自信のある方も初心者も大歓迎です。

おっつ音楽スタジオ
0587-50-5454
稲沢市国府宮1丁目1-38 営業時間 9:00～21:00

定休日 不定休

持ち物 スリッパ、ドリンク

開催日時

会場
定員

講師/成田義和

10/15（土） 14:00～15:00
10/22（土） 14:00～15:00

2名
当店

体の構造を理解して、最小限の労力で
自分でも予防できることを知ろう。

稲沢接骨鍼灸院
0587-36-6428
稲沢市七ツ寺町経蔵前32-3 営業時間 9:00～21:00

定休日 土曜日, 日曜日, 祝日

開催日時

会場
定員

講師/大津裕香

11/11（金） 10:00～11:00
11/25（金） 10:00～11:00

10名
当店

未経験の方大歓迎。脱！喉声！腹式呼吸
はもちろん、意識呼吸を取り入れて楽
しく気持ちよく歌いましょう♪

おっつ音楽スタジオ
0587-50-5454
稲沢市国府宮1丁目1-38 営業時間 9:00～21:00

定休日 不定休

持ち物 スリッパ、ドリンク、
マスク

開催日時

会場
定員

講師/大津由紀子

11/12（土） 13:30～14:30
11/26（土） 13:30～14:30

10名
当店

シニアの皆さんが楽しめる健康のた
めのコーラスです。楽しく大きな声で
歌い、笑い、懐かしい昭和の歌を歌い
ましょう！！

おっつ音楽スタジオ
0587-50-5454
稲沢市国府宮1丁目1-38 営業時間 9:00～21:00

定休日 不定休

持ち物 スリッパ、ドリンク、
マスク

身体の硬さが気になる
人のための椅子ヨガ美容健康

馬飼ビーチで
エンジョイ♡SUP体験美容健康

コーラス体験！
腹式呼吸で楽しく歌おう！美容健康

皆で楽しもう！
シニア健康コーラス美容健康

健康麻雀美容健康

プロが教える簡単!
楽 ！々骨盤体操美容健康

ちょっとお洒落な
寄せ植えづくり！つくる

簡単・華やか。造花で
彩るフラワーリースつくる

簡単・楽しい、
ポーセラーツレッスンつくる

美味しくかわいい
オムライスを作ろう！つくる

開催日時

会場

講師/宮城智恵美
11/7（月）   10:00～11:00
11/16（水） 13:00～14:00
11/26（土） 10:00～11:00
11/30（水） 13:00～14:00

10/13（木） 10:00～11:00
10/22（土） 13:00～14:00
10/26（水） 10:00～11:00
11/4（金）   13:00～14:00

11/16（水） 10:30～11:30
11/16（水） 13:00～14:00
11/17（木） 10:30～11:30
11/17（木） 13:00～14:00

10/8（土） 10:30～11:30
10/8（土） 13:00～14:00
10/10（月・祝） 10:30～11:30
10/10（月・祝） 13:00～14:00

定員 2名当店

マッサージクリームを使ってリンパ節や
筋肉にアプローチ！マイナス5歳の美肌
小顔になれる桜梅桃李オリジナルのセル
フケア法をあなただけにお教えします‼

マスク生活笑顔を取り戻せ！
小顔セルフケア美容健康

リラクゼーションサロン桜梅桃李
070-1647-0081
稲沢市平和町丸渕下185 営業時間 10:00～20:00

定休日 火曜日, 日曜日, 祝日

持ち物

費用 テキスト・マッサージクリーム：
500円

厚めのフェイスタオル2枚、
飲み物、今お使いの基礎
化粧品、ノーメイク・
タンクトップ着用で
お越し下さい

開催日時

会場
定員

講師/伊藤里香
10/15（土） 10:00～11:30
10/21（金） 10:00～11:30
10/29（土） 10:00～11:30

11/12（土） 10:00～11:30
11/16（水） 10:00～11:30
11/27（日） 10:00～11:30

6名

美濃路稲葉宿
本陣跡ひろば

マスク生活における肌ダメージをセル
フケアにてハリアッブ肌へ導くスキン
ケア体験をして頂き気持ちもアップし
ていきましょう♪

メナード化粧品ルリカラーズ桜木代行店
0587-24-7157
稲沢市桜木1丁目12-42 営業時間 9:30～19:30

定休日 不定休

対象
持ち物

20歳以上女性
タオル、飲み物、メイク直し
できるもの、鏡（あれば）

開催日時

会場
定員

講師/渡部淑恵

2名

メナードフェイシャル
サロンラニプルメリア

あなたのお肌をチェック！お肌分析、簡
単セルフフェイシャルケアをしましょ
う！

メナード株式会社 朝府町代行店
090-9223-2017
稲沢市祖父江町祖父江八反畑
61-1ラニプルメリア

営業時間 10:00～20:00
定休日 不定休

受付 10/8（土） 10:00～

対象
持ち物

女性限定
フェイスタオル1枚
（必要な方はメイク道具）

開催日時

会場
定員

講師/横山宏枝・松永理江
11/5（土） 13:00～14:00
11/5（土） 16:00～17:00
11/5（土） 19:00～20:00

11/4（金） 10:00～11:00
11/4（金） 13:00～14:00
11/5（土） 10:00～11:00

2名
当店

マスク美人にみえるメイク術をお教え
します。

メナードフェイシャルサロン松下×下津小井戸
090-8469-5453
稲沢市松下2-15-23 
服部マンション105号

営業時間 9:30～18:00
定休日 不定休

対象
持ち物

20歳以上の女性
フェイスタオル、
必要な方はメイク道具

開催日時

会場
定員

講師/浅野明美 
11/12（土） 10:30～11:15
11/16（水） 10:30～11:15
11/16（水） 13:30～14:15

10/14（金） 10:30～11:15
10/14（金） 13:30～14:15
10/21（金） 10:30～11:15

3名
当店

あなたに合う 秋色メイクのアドバイス
と AIによる肌チェックも出来ますよ。

メナードフェイシャルサロン稲沢西町
080-3076-0263
稲沢市西町2丁目34-23 
たじまハイツ101

営業時間 9:30～18:00
定休日 不定休

対象 女性限定

開催日時

会場
定員

講師/山田直美

10/15（土） 10:00～11:00
10/15（土） 14:00～15:00

3名
当店

ガスコンロを使って、動物の顔をイメ
ージしたかわいいオムライスを作りま
す。機能的でスタイリッシュなガスコン
ロでお料理してみませんか？

株式会社森上製油所
0587-97-1810
稲沢市祖父江町森上本郷七
18-14

営業時間 8:00～19:30
定休日 日曜日

受付 10/1（土） 10:00～

対象
持ち物

ご家庭で料理を
作られる方
エプロン

開催日時

会場

講師/奥川美枝子
10/11（火） 10:00～12:00
11/7（月）   10:00～12:00
11/28（月） 10:00～12:00

定員 10名稲沢市
産業会館

好きな柄の転写紙を切って白磁にデ
ザイン良く貼り付けます※完成しまし
たら窯で焼成するので後日のお渡しと
なります

WhiteRing（ホワイトリング）
090-4258-0892
名古屋市中区丸の内1-7-6
丸の内terrace405

営業時間 10:00～18:00
定休日 不定休

費用
持ち物

白磁・転写紙:4,000円
ポケットティッシュ・
ハンドタオル

開催日時

会場

講師/横井定
11/18（金） 10:00～11:00
11/26（土） 10:00～11:00
11/27（日） 10:00～11:00

定員 10名当店

コンテナに花苗の色、高さ、性質等を
考え、お洒落にレイアウトする。

株式会社ふろーりすとほうかえん
052-445-4400
あま市森7丁目7-1 営業時間 9:00～19:00

定休日 木曜日

費用

持ち物

ヒューケラ、
ガーデンシクラメン、ビオラ、
植木鉢等:2,500円
薄手のゴム手袋、
移植ゴテ

開催日時

会場
定員

講師/小﨑幸恵
10/11（火） 10:00～11:00
11/5（土）   10:00～11:00
11/30（水） 10:00～11:00

7名
当店

マクロビ食、御飯、スープ、おかずを食
べて頂き、食で心身をキレイにするポ
イントを会話形式でお話します。

マクロビ夢食
0587-34-1884
稲沢市松下2丁目5-2 営業時間 9:30～19:00

定休日 日曜日 定休日 日曜日

費用 500円

開催日時

会場
定員

講師/小﨑幸恵
10/29（土） 10:00～11:00
11/8（火）   10:00～11:00
11/25（金） 10:00～11:00

7名
当店

薬に依存せず、簡単家庭療法からの回
復を図る（例：第一大根湯、梅醤番茶、
しいたけスープ等を試食しながら説明
を聞いて頂きます。）

マクロビ夢食
0587-34-1884
稲沢市松下2丁目5-2 営業時間 9:30～19:00

費用 500円

開催日時

会場
定員

講師/浅井みどり
11/2（水） 10:30～11:40
11/2（水） 14:30～15:40
11/3（木・祝） 10:30～11:40
11/5（土） 10:30～11:40

10/27（木） 10:30～11:40
10/27（木） 14:30～15:40
10/28（金） 10:30～11:40
10/28（金） 14:30～15:40

4名
当店

できたてジェラートを試食した後、持
ち帰っても美味しく召し上がっていた
だく方法をお伝えします♬

国府宮ジェラート ユーグレナ
0587-22-8697
稲沢市稲島12-61

営業時間 平日14:00～18:00 
　　　　 土日祝13:00～17:30
定休日 火曜日,11月～火曜日・金曜日 定休日 不定休

費用 ジェラート・飲み物代：
600円

開催日時

会場
定員

講師/松田美佐子

11/8（火）   14:00～15:00
11/18（金） 19:00～20:00

10/15（土） 14:00～15:00
10/18（火） 14:00～15:00

3名
当店

コーヒー豆を挽いて自分で淹れて、香
り立つ臨場感を味わう

茶房ひこじら
070-8319-6592
稲沢市北島1-160 営業時間 9:00～22:00

対象
持ち物

18歳以上

希望の方はマイカップ

開催日時

会場
定員

講師/日比野昭光
10/8（土）   10:00～11:00
10/11（火） 10:00～11:00
10/15（土） 10:00～11:00

6名
当店

お店の説明のあと、ホットプレートを使
ったパリパリ餃子の作り方を説明し
て、その後、参加者さんに体験しても
らいます。

中国料理 北京
0587-97-0501
稲沢市祖父江町祖父江北方54

営業時間 11:00～14:30 
　　　　 17:00～21:30
定休日 水曜日 定休日 火曜日

費用
持ち物

食事代:500円
エプロンと筆記用具

開催日時

会場
定員

講師/伊藤彰浩

10/24（月） 11:00～12:00
11/14（月） 11:00～12:00

4名
当店

旬の食材を使い美味しいって言っても
らえる料理を一つでもご家庭に持って
帰っていただくように丁寧に具体的に
伝授する講座です。

とり日和
0587-36-9535
稲沢市西島1丁目119 営業時間 17:00～23:00

費用 食材代：1,000円

開催日時

会場
定員

講師/戸川俊輔
11/12（土） 14:30～15:30
11/22（火） 14:30～15:30

10/8（土）   14:30～15:30
10/15（土） 14:30～15:30
10/22（土） 14:30～15:30

8名
当店

５０代から始める１０歳若返る身体の知
恵を学びます。身体を知る事は自分を
知る事。日常動作をデザインして身体
で楽しく学ぶ講座。

ボディデザインプロジェクト接骨院
0587-74-6600
稲沢市祖父江町山崎下枇448 営業時間 8:30～21:00

定休日 水曜日, 日曜日, 祝日

受付 10/1（土） 12:00～

持ち物 動きやすい服装、　
飲料水、タオル

開催日時

会場
定員

講師/杉浦洋治
10/17（月） 9:00～10:00
10/19（水） 9:00～10:00
10/24(月) 13:00～14:00

2名
当店

17年間、ダイエット専門店をやってき
たダイエットのプロが話す本物のダイ
エット方法をお話します。

ヘルシースリムともと
090-3447-7336
稲沢市祖父江町二俣上川原
712-5

営業時間 9:00～20:00
定休日 日曜日, 不定休

持ち物 筆記用具

開催日時

会場
定員

講師/今枝直子

11/30（水） 10:30～11:30
11/30（水） 13:30～14:30

10/8（土） 10:30～11:30
10/8（土） 13:30～14:30

5名
当店

メナードの専用測定器を使った肌質診
断を行います。お肌の状態に合わせた
お手入れ方法をレッスンします。

フェイシャルサロンシナモン
0587-21-1981
稲沢市奥田長角町72 営業時間 9:00～20:00

定休日 不定休

受付 10/1(土) 10:00～

対象 女性限定

開催日時

会場

講師/中村眞奈美

10/16（日） 10:00～11:00

定員 7名当店

天井から吊るされたハンモックを使
い、柔軟性アップや体幹強化を行いま
す。体の固い方でも大丈夫！最後はハ
ンモックの中でリラックス♪

フィットネス ボスケ
090-5859-7033
稲沢市治郎丸中町103‒2 営業時間 9:00～20:00

定休日 不定休

対象
持ち物

女性限定、
18歳～60歳まで。
タオル、お水、靴下

開催日時

会場

講師/松本ふみ江
10/17（月） 13:30～15:00
10/28（金） 10:00～11:30
10/28（金） 13:30～15:00

10/8（土）   10:00～11:30
10/8（土）   13:30～15:00
10/17（月） 10:00～11:30

定員 3名当店

お肌をキレイに見せる色（似合う色）選
びと正しいファンデーションの色を見
つけます。

ビューティースタジオ23
0587-23-2738
稲沢市奥田島崎町109 営業時間 10:00～17:00

定休日 不定休

対象
持ち物

女性
今お使いのファンデーション

費用 クレンジング代・
冊子：500円

開催日時

会場
定員

講師/小倉隆勤矢
10/9（日）   11:00～12:00
10/30（日） 11:00～12:00

10名
当店

最新AIによる姿勢チェックを行いま
す。また未来姿勢予想もAIにて行いま
す。それにおける対策をプロのトレー
ナーがお教えします！

動フィット
070-5640-4970
稲沢市国府宮2丁目14-6 1F 営業時間 完全予約制 いつでも

定休日 不定休

持ち物 軽く動ける服装で薄着
（正しく測定するため）

開催日時

会場
定員

講師/寺嶋純一
10/14（金） 9:00～10:00
10/15（土） 9:00～10:00
10/17（月） 9:00～10:00

10名
当店

健康で綺麗な歯肉に！ プロの歯肉マッ
サージでお口のスッキリ感を体験しよ
う!

てらしま歯科
0587-23-8585
稲沢市緑町4-9-1 営業時間 9:00～19:00

定休日 木曜日, 日曜日, 祝日

開催日時

会場
定員

講師/寺嶋純一
10/8（土）   15:00～16:00
10/11（火） 15:00～16:00
10/12（水） 15:00～16:00

10名
当店

綺麗な輝く歯に！ プロのクリーニング
で歯のツルツル感を特別にすこ～しだ
け体験しよう! 天然歯（未処置歯）で前
歯のケアです。

てらしま歯科
0587-23-8585
稲沢市緑町4-9-1 営業時間 9:00～19:00

定休日 木曜日, 日曜日, 祝日

開催日時

会場
定員

講師/寺嶋純一
10/8（土）   9:00～10:00
10/11（火） 9:00～10:00
10/12（水） 9:00～10:00

10名
当店

歯の健康寿命を伸ばすためには、ご自
身の歯を知ることが大切です。今回は
当院スタッフが無料で歯を診て何をす
るべきかアドバイスします。

てらしま歯科
0587-23-8585
稲沢市緑町4-9-1 営業時間 9:00～19:00

定休日 木曜日, 日曜日, 祝日

開催日時

会場

講師/横井俊之
11/8(火)   14:15～15:15
11/15(火) 14:15～15:15
11/22(火) 14:15～15:15
11/29(火) 14:15～15:15

10/11（火） 14:15～15:15
10/18（火） 14:15～15:15
10/25（火） 14:15～15:15
11/1(火)    14:15～15:15

定員 5名当店

抗老化・集中力アップ・内面からの美し
さ。ヨガには嬉しい効果がたくさん！ポ
ーズができてもできなくても、心身と
もに爽快になります。

スポーツクラブNAS稲沢 ボディケアサロン稲沢
0587-96-7000
稲沢市西町3丁目15
スポーツクラブNAS稲沢内2階

営業時間 10:00～23:00
定休日 木曜日

対象
持ち物

高校生以上
ハンドタオル、動きやすい
服装、ドリンク

費用 ポーズ集・ヨガ的健康
食材集：500円

開催日時

会場

講師/横井俊之
10/29（土） 13:00～13:45
11/5（土）   13:00～13:45
11/19（土） 13:00～13:45
11/26（土） 13:00～13:45

10/8(土)    13:00～13:45
10/10（月・祝） 11:30～12:15
10/15（土） 13:00～13:45
10/22（土） 13:00～13:45

定員 5名当店

テレワークやスマホで姿勢が崩れた
り、首が痛くなってないですか？改善エ
クササイズで、頭痛・肩こり・あごのた
るみ解消にもなります。

スポーツクラブNAS稲沢 ボディケアサロン稲沢
0587-96-7000
稲沢市西町3丁目15
スポーツクラブNAS稲沢内2階

営業時間 10:00～23:00
定休日 木曜日

対象
持ち物

高校生以上
ハンドタオル、
動きやすい服装

費用 教材費：500円

☆ハリアップ☆
セルフスキンケア♪美容健康

身体を元気に！簡単
セルフフェイシャルケア美容健康

マスク姿がキレイに
見えるマスク術美容健康

秋のポイント
メイクアドバイス美容健康

50代で始める10歳
若返る身体の使い方美容健康

ダイエットのプロに聞く、
痩せる方法！美容健康

AIによる肌質診断＆
美肌レッスン美容健康

体幹強化と
ハンモックストレッチ美容健康

自分に似合う色を
見つけるカラーレッスン美容健康

はじめよう
歯科健診！美容健康

歯の
クリーニング体験美容健康

一生ものの趣味に
パワーヨガ美容健康

AIによる姿勢チェックと
未来姿勢と改善美容健康

歯医者さんの
エステ体験美容健康

首が回る！スマホ首・
むちうち症改善教室美容健康

料理のうまさの
秘訣を教えます食べる

自宅で出きる、
パリパリ餃子の作り方。食べる

挽きたての豆で
淹れて味わう食べる

できたてジェラートの
美味しさの秘密は？食べる

初期症状で行う
家庭療法、マクロビ手当食べる

美味しく食べて心身
キレイに（マクロビ食）食べる

申込は2次元コードにて
お願いします。

まちゼミ参加特典として
1dayトラベルキットをプレゼント

一人ずつ順番に対応します。駐車場は２台分しかありません。
止めれない場合は直接ご連絡ください。お子さん～高齢者まで
行えます。別日で行いたい方は直接ご連絡ください。 申込はメール【mori@bosque.biz】にてお願いします。

第１回フォームポンプ（手洗ソープ入れ）第２回スプレーボトル
（アルコールスプレー）第３回カップ＆ソーサーとケーキ皿

開催日時

会場

講師/奥川美枝子
10/11（火） 13:30～15:00 秋のリース
11/7（月）   13:30～15:00 クリスマスリース
11/28（月） 13:30～15:00 お正月飾り

定員 10名稲沢市
産業会館

質の良いお花（造花）でフラワーリース
を作ります。季節に合わせて３パター
ンのメニューをご用意しました

WhiteRing（ホワイトリング）
090-4258-0892
名古屋市中区丸の内1-7-6
丸の内terrace405

営業時間 10:00～18:00
定休日 不定休

費用
持ち物

花材代:4,200円
作品を持ち帰る袋

63626160

5958

79787776

757473725756

7170696855545352

48 49 50 51 66 676564


