講座の色分け

0 □□□講座名

地図番号

□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□

講師のお顔
又はイメージ

講座の説明
※講座の会場は基本お店ですが、
変わることもございます。
※材料費がある場合もあります

００月００日
（□）００:００〜００:００
００月００日
（□）００:００〜００:００
００月００日
（□）００:００〜００:００

参加店の
住所・受付時間

□□□□□□□

美濃加茂市□□□□□□□□□
［受付時間］
００:00〜００:０0 ［定休日］□曜日

定休日は電話は
ご遠慮ください

ご注意

介護する人へ。
車いすの使い方。

用紙の基礎知識♪
日常生活に溶け込んでいる紙。そ
のうち印刷で扱う紙の種類や特
長について学んでみませんか？
きっと新しい発見がありますよ！

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：3名 または 3組

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：４名
■ 持ち物 ：筆記用具、ハサミまたは
カッターナイフ、
汚れてもよい服装

エムエスサービス

☎27-5255

美濃加茂市下米田町小山1054
［受付時間］8:30〜17:30 ［定休日］土日祝日

本当に怖い
新型栄養失調

印刷のアート社

15

☎2５-8458

美濃加茂市太田町 JR「美濃太田駅」南口から100m
［受付時間］10:00〜19:０0 ［定休日］
日曜日

22

コンロ回りのお手入れ方法＋
カンタンレシピ

30

今、話題のハーバリウムを
作ってみよう!!

23

あなたの料理も本みりんで
ワンランクアップ

☎26-2876

美濃加茂市古井町下古井58
［受付時間］10:00〜20:00 ［定休日］火曜日

38

淡水パールを使って
ブレスレットを作りませんか？
本物の淡水パールを使ってお好
きなブレスレットが作れます！
夏休みにお子様と一緒に作ってみ
ませんか？
■ 対 象：どなたでも(お子様大歓迎)
■ 定 員：5名
■ 材料費：700円 (淡水パール､その他の材料費)

８月１０日
（金）
１３:００〜１４:００
８月２０日
（月）１３:００〜１４:００

春見(かすみ)企画 ☎090-2342-7612

美濃加茂市古井町下古井3377
［受付時間］12:00〜18:０0 ［定休日］不定休 小中学生 OK

☎2５-２７３2

美濃加茂市森山町３-６-３２
［受付時間］12:00〜18:０0 ［定休日］
日曜日

31

癒しの香り
フラワーハーバリウムを作ろう

美濃加茂市古井町下古井505
［受付時間］10:00〜16:０0 ［定休日］不定休

16

着くずれしないちょっとした
浴衣の着付けポイント
ゆかたの着付け、帯結び、着くずれ
しないポイントを学び 今 年 の 夏
は、自分でゆかたを着て出かけま
しょう。
■ 対 象：女性限定
■ 定 員：３名
■ 持ち物 ：浴衣、半幅帯、
タオル3枚

７月 ２７日
（金）１４:３０〜１６:００
８月 ２日
（木）１４:３０〜１６:００
１８:００〜１９:３０

ローズ アンド セラピー ☎090-2778-3768

美濃加茂市太田町3527-6 2F (コノミヤの北)
［受付時間］12:00〜19:０0 ［定休日］
日曜日

悩み解消！
！
目もとポイント メークレッスン！

知って得する！
漢方で夏バテ知らず

17

アロマで見つけよう！
夏のキレイ習慣

☎25-2036

美濃加茂市太田町3612-1
［受付時間］10:00〜19:０0 ［定休日］
日曜日

24

ミエーレ(ハチミツ)の
ピッツァを作ってみよう！

美濃加茂市新池町2-4-55
［受付時間］11:00〜14:０0 ［定休日］水曜日の夜・木曜日の夜

32

冠婚葬祭マナー講座＆
賢い葬儀の行い方

☎25-2658

大美屋

美濃加茂市太田町2552
［受付時間］
１０:00〜１８:０0 ［定休日］第1・2・3日曜日

25

お魚の裁き方教室 ＆
キッチントーク

７月３０日
（月）１３:３０〜１５:００

☎42-6161
☎090-1785-0726

山千造建

講師：山岡
美濃加茂市下米田町則光2４４-１
［受付時間］8:00〜19:00 ［定休日］不定休

33

足と靴のことを
知っていますか？

路子さん(店長)も実感！ 専門
家の方が教えるウォーキング
の仕方と足型の測定。世界初､
ひざ のトラブ ルを予 防 する
ウォーキングシューズ(メディ
カルウォーク)の話です。

40

お好きなパワーストーンで
めがねチェーン作り

お好きなパワーストーンやビーズ
を選んで、めがねチェーンを作りま
しょう。あなたに合う石や、パワース
トーンの効力などもお伝えします。
■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：5名 または 3組
■ 持ち物 ：老眼鏡または拡大鏡(必要な方)
■ 材料費：1,000円 (パワーストーン､パーツ代)
■ 会 場：技建・エンタープライズ
新池町2-４-64

８月 ２日
（木）
１３:００〜１４:００
８月２３日
（木）
１３:００〜１４:００

木花咲 (このはなさく) ☎090-2579-1523

美濃加茂市森山町5-25-22
［受付時間］10:00〜20:０0 ［定休日］不定休

美濃加茂市野笹町2-１-28
［受付時間］9:00〜19:０0 ［教室開校日］火・木曜日

11

いつまでも若々しく
いるために

18

親子で一緒に！
メイクレッスン

19

水廻りのお悩み１１０番

子供のダンスなどの習い事のメイ
クで困ったことや、
日頃の娘のメイ
ク(又は母のメイク)を何とかした
いなど、親子でメイクレッスンを。

地元の職人さんが水廻り(バスルー
ム・キッチン・洗面・トイレ)等の水も
れの対処方法と最新の住設機器の
ご紹介をさせていただきます。

■対

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：３名

象：小学校3年生以上の親子
(女性限定)
■ 定 員：３組限定

８月 ２日
（木）
１３:３０〜１５:００
８月 ９日
（木）
１３:３０〜１５:００
８月２３日
（木）
１３:３０〜１５:００

☎25-2658

大美屋

美濃加茂市太田町2552
［受付時間］10:00〜18:０0 ［定休日］第1・2・3日曜日 小中学生 OK

26

夏バテ知らずの
唐辛子活用法

技建・エンタープライズ ☎0120-98-5356

美濃加茂市新池町2丁目４-64
［受付時間］9:00〜17:０0 ［定休日］無休

27

ダンディ松井と
大人の珈琲を作ろう

ご存知ですか？
事故多発地点

８月 ９日
（木）１０:００〜１１:３０
１４:００〜１５:３０

シャディ ギフトプラザ 富貴園

☎25-1175

美濃加茂市加茂川町1-5-16
［受付時間］9:00〜19:０0 ［定休日］火曜日

８月 ３日（金）
１８:００〜１９:００
８月 ８日（水）
１８:００〜１９:００
８月２０日（月）
１５:００〜１６:００

珈琲倶楽部 ペパーミント ☎27-６８８４

美濃加茂市新池町１-９-１
［受付時間］8:00〜18:０0 ［定休日］不定休

35

終の住処（ついのすみか）
にしたい家

41

魅力UPの石を選んで、
ピアス・イヤリング作り

あなたの魅力をアップする石を、
四柱推命から導き出します。お好
きな石を選んで、
ピアス・イヤリン
グを作りましょう。
■ 対 象：女性限定
■ 定 員：5名 または 3組
■ 持ち物 ：老眼鏡または拡大鏡(必要な方)
■ 材料費：800円（ピアス）〜900円（イヤリング）
その他パーツ代含む
■ 会 場：LA VERITA 新池町2-４-55

７月 ３１日
（火）１８:００〜１９:００ ８月２０日
（月）
１８:００〜１９:００
８月２１日
（火）
１８:００〜１９:００

木花咲 (このはなさく) ☎090-2579-1523

美濃加茂市森山町5-25-22
［受付時間］10:00〜20:０0 ［定休日］不定休

女子会♪

42 （おしゃべりしませんか？）

お仕事、恋、育児、何でも頑張って
る方、楽しくお話し、
しませんか？
(お肌の悩みも受付けますよ♡)

山千造建

美濃加茂市下米田町則光244-1 講師：山岡
［受付時間］8:00〜19:00 ［定休日］不定休

43

叩け！鳴らせ！
初めてのドラム

テクニックはほんの少し、あとは情熱のみ！
好きな音楽をかけながらストレス発散！ 小
さいお子様もお父さんも女性も、初めての
方大歓迎！芸達者さんはご遠慮下さい(笑)

■ 対 象：女性限定
■ 定 員：４名

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：4名 または 2組
■ 持ち物 ：タオル

８月１７日
（金）
１３:００〜１４:３０
８月２０日
（月）１８:００〜１９:３０

POLAパリッシュ

☎0120-967-218

美濃加茂市山手町1-33 栄進ビル2F 講師：長島
［受付時間］10:00〜16:00 ［定休日］
日曜祝日

☎42-6161
☎090-1785-0726

８月１１日
（土）
１４:００〜１５:００
８月１９日
（日）１４:００〜１５:００

旅館 栄屋

☎26-3138

美濃加茂市古井町下古井505
［受付時間］10:00〜16:０0 ［定休日］不定休 小中学生 OK

育英進学会 美濃加茂校 ☎27-7362

美濃加茂市前平町2-74
［受付時間］16:00〜22:30 ［定休日］
日曜日

13

自宅でできる健康法を
体験しませんか

呼吸法や運動法など実際に自宅
でできる健康法をお伝えします。
お気軽にご参加下さい。
■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：４名

７月２７日
（金）
１３:３０〜１４:３０
８月１０日
（金）
１３:３０〜１４:３０

十善堂はりきゅう院

☎26-4884

美濃加茂市太田町1９54-2
［受付時間］9:00〜１9:00 ［定休日］
日祝祭日

20

末広飯店の餃子
手造り体験しましょう。

８月 ２日
（木）
１３:００〜１４:００
８月 ９日
（木）
１３:００〜１４:００
８月１６日
（木）
１３:００〜１４:００
美濃加茂市古井町下古井515
［受付時間］9:00〜18:０0 ［定休日］
日曜祝祭日

21

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：4名

８月 ７日
（火）
１４:３０〜１５:３０
８月２１日
（火）
１４:３０〜１５:３０

☎27-3628

美濃加茂市本郷町5-13-32
［受付時間］11:00〜14:０0 ［定休日］火曜日の夜

28

初心者でもできる
美味しい珈琲の淹れ方

8月 8日
（水）14：00〜15：00
8月18日
（土）14：00〜15：00
8月20日
（月）14：00〜15：00

丹羽ミルクセンター

29

■ 対 象：愛犬家
■ 定 員：6名
■ 持ち物 ：愛犬の写真
■ 材料費：300円（ドリンク代実費）

７月 ３０日
（月）１５:００〜１６:００
８月 ２５日
（土）１８:００〜１９:００

36

プロが教える！棄てちゃう
小型家電よみがえらせ術

7月27日
（金）14：00〜15：30
8月 8日
（水）14：00〜15：30

有限会社 なん天

33
37

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：4名
■ 持ち物 ：私の旅自慢を１つ
(写真可、7分まででまとめましょう)

８月２０日
（月）１３:３０〜１４:３０
８月２５日
（土）
１３:３０〜１４:３０

44

あなたのフレーズが
曲になる！

あなたの旅をカタチにします
〜旅の交流会〜

あなたの事、素適な旅を自慢しませ
んか？ 旅の達人との交流で、さらなる
楽しみ方を発見！もちろん国内･海外
を問いません。お待ちしております！

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：3名
■ 材料費：200円

美濃加茂市本郷町8-3-24
［受付時間］9:00〜18:０0 ［定休日］
日曜日

☎25-7750

美濃加茂市古井町下古井2610−1 可茂総合庁舎1F（食堂）
［受付時間］10:00〜15:00 ［定休日］
土日祝日

｢もう使えない｣と思って棄てちゃ
う小物家電。
ちょっとした技術があ
れば、また使えるものです。簡単
な修理を伝授します。

株式会社 フナハシデンキ ☎26-1395

わんわん相談員と一緒に
お茶会しませんか♪

わんわん相談員とは？犬のしつけや飼
い方等お悩み相談のスペシャリスト！
愛犬の写真を持ち寄ってお茶会しま
せんか？※愛犬同伴ではございません

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：５名
■ 材料費：400円(珈琲豆代)

美濃加茂市新池町１-９-１
［受付時間］8:00〜18:０0 ［定休日］不定休

☎27-1746

美濃加茂市古井町下古井2606−3
［受付時間］6:00〜18:00 ［定休日］
日曜日

気軽に楽しく美味しい珈琲の
淹れ方を学びませんか。ちょっ
としたコツでワンランク上の
珈琲になりますよ。

珈琲倶楽部 ペパーミント ☎27-６８８４

知って納得！
牛乳の正確な選び方

スーパーなどに行くといろいろな
種類の牛乳があります。普段、量
や価格で選んでいる方ちょっとお
待ちください！ほんのちょっとパッ
ケージ裏を見るだけで 今までと
は違った新たな発見がありますよ

■ 対 象：主婦･･･どなたでも！
■ 定 員：5名
■ 材料費：300円

末広飯店

☎25-3515

大嶋鍼灸院

末広飯店の餃子が手造り体験で
きます。受 講 者 様 の 握った餃 子
は、各自持ち帰って、各家庭で食
べることができます。

８月２４日
（金）
１３:３０〜１５:００

７月３１日
（火）
１３:３０〜１４:３０ ８月２１日
（火）１３:３０〜１４:３０
８月 ６日
（月）１０:３０〜１１:３０

美濃加茂市本郷町6-11-12
［受付時間］8:30〜17:０0 ［定休日］
日曜祝日

ケアマネージャーと一緒に
健康寿命を延ばそう

８月１１日
（土）
１０:３０〜１１:３０
８月１８日
（土）
１４:００〜１５:００

■ 対 象：65歳以上 男女限らず
■ 定 員：5名
■ 持ち物 ：動きやすい服装､飲み物､タオル

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：５名または３組

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：4〜5名

象：小学生〜高校生のお子さんを
お持ちのお父さん・お母さん
■ 定 員：３名または３組

ケアマネージャーと一緒に介護予
防運動を行う事で、転倒を予防し
て寝たきりにならないような身体
を作りましょう。

築12年の平家建て木の家を公開
見学。老後も住みやすい、ずっと
住み続けたい、住むほどに好きに
なる家造りについてお話します。

市内近郊の交通事故多発
地点を知ることにより、安全
運転の意識を高めて参りま
しょう。

有限会社 加茂ジャパン総合保険 ☎26-3335

12

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：５名
■ 材料費：400円(珈琲豆代)

７月３１日
（火）
（火）
１０:３０〜１１:３０ ８月２１日
１０:３０〜１１:３０
８月 ６日
（月）１３:３０〜１４:３０

美濃加茂市本郷町6-11-12
［受付時間］8:30〜17:０0 ［定休日］
日曜祝日

美濃加茂市前平町2-74
［受付時間］16:00〜22:30 ［定休日］
日曜日

豆の特性により、色々な珈琲が楽しめ
ます。あなたにあった美味しい珈琲を
ブレンドしてみませ んか。名 物マス
ターの愉快なお話も見逃せませんよ。

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：4〜5名

有限会社 加茂ジャパン総合保険 ☎26-3335

育英進学会 美濃加茂校 ☎27-7362

8月 ２日
（木）
１３:００〜１３:３０
８月２３日
（木）
１３:００〜１３:３０

毎日暑い日が続きますね。
夏バテ防止、食欲増進に役
立つ唐辛子。
唐辛子の育て方と活用法を
お伝えします。
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☎28-5310

■対

８月１１日
（土）
１４:００〜１５:００
８月１８日
（土）
１０:３０〜１１:３０

８月 ９日
（木）１２:３０〜１３:３０
８月 ２３日
（木）
１２:３０〜１３:３０

講師：水谷
美濃加茂市西町５丁目３３７-1
［受付時間］8:00〜12:０0 ［定休日］
日曜祝日

｢会話のテクニック｣をお伝えしま
す。今までのモヤモヤが解消され
ることと思います。初心者向けの
ゼミになります。

象：小学生〜高校生のお子さんを
お持ちのお父さん・お母さん
■ 定 員：３名または３組

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：５名

みのかも西クリニック

先生への会話からできる
成績の上げ方講座

■対

前半は新たに始まる肌外来のお話。
若々しくいるためのヒントを含めて紹介
させて頂きます。後半は音楽の話を織
り交ぜ楽しいひとときを過ごしましょう。

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：7名

８月 ２日
（木）
１４:００〜１５:３０
８月１８日
（土）
１４:００〜１５:３０

☎25-1175

美濃加茂市加茂野町今泉413-1 講師：堀部
［受付時間］9:00〜21:０0 ［定休日］
日曜日

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：4名
■ 持ち物 ：エプロン、
タオル
■ 材料費：魚代300円程度

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：8名

美濃加茂市加茂川町1-5-16
［受付時間］9:00〜19:０0 ［定休日］火曜日

ポーラ化粧品 エステインアスナ ☎090-4238-4938

☎090-4251-1112

のざさ書写教室

5

「会話のテクニック」をお伝えしま
す。
すぐに使える
「テクニック」
です
ので、初心者向けのゼミになりま
す。

８月 2日
（木）
１０:００〜１１:３０

■ 対 象：女性はどなたでも
■ 定 員：3名または2組
■ 持ち物 ：タオル1枚
■ 材料費：300円(マッサージクリーム・
メーク品代)

８月 ３日
（金）
１３:００〜１５:００
８月１８日
（土）
１０:００〜１２:００

親子会話からできる
成績の上げ方講座

■ 対 象：18才以上の方
■ 定 員：６名
■ 持ち物 ：えんぴつ・筆ペン・ペン等
■ 材料費：300円(ハガキ･練習用紙代)

簡単なフェイシャルマッサージし
て、あなたに似合うカラーを、
タブ
レットを使ってお探しします！
ステキになって外出しましょう！

お魚の裁き方を習得したい！
キッチンに興味がある！どなたでも
キッチンプロが魚裁きとキッチン
知識をお伝えします。

知っていますか！ 祝儀・不祝儀袋
の使い方と数珠の持ち方。
一般葬と家族葬の費用の違いを
簡単に見積します。

シャディ ギフトプラザ 富貴園

ワンランク上の
開運メークをしましょう！

７月３０日
（月）１３:３０〜１５:００
８月 ６日
（月）１３:３０〜１５:００
８月２０日
（月）１３:３０〜１５:００

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：30分毎に2名ずつ
■ 持ち物 ：タオル・エプロン
■ 材料費：900円

LA VERITA (ラ・ヴェリタ) ☎49-6211

10

■ 対 象：女性限定
■ 定 員：8名

意外と知られていない、デザート
ピッツァを作ってみませんか？ お
持ち帰り用の箱を用意しています
よ。

８月 １日
（水）
１５:００〜１７:００
（4コマ×各2名）

美濃加茂市野笹町2-１-28
［受付時間］9:00〜19:０0 ［教室開校日］火・木曜日 小中学生 OK

夏の肌や身体のトラブルをアロマで解
決しませんか？
暑い夏に心地良く快適に過ごしながら、
キレイを叶える方法をお伝えします。

８月 １日
（水）
１１:００〜１２:００
８月 ８日
（水）
１３:３０〜１４:３０

小林薬房

☎0120-967-218

☎090-4251-1112

のざさ書写教室

4

ハガキの宛名書きの練習、住所･
名前を美しく見せるための基本を
アドバイス。簡単にステキに見える
暑中見舞いを書いてみませんか。

７月３１日
（火）
１０:００〜１１:３０

８月 ７日
（火）１０:００〜１１:３０
１３:００〜１４:３０
８月２１日
（火）１０:００〜１１:３０
１３:００〜１４:３０

美濃加茂市山手町１-３３ 栄進ビル2F 講師：林
［受付時間］
１0:00〜16:00 ［定休日］
日曜祝日

大人の美文字レッスン
〜暑中見舞を書こう〜

■ 対 象：小学生のお子さんとその親御さん
■ 定 員：3組(6〜8名程度)
■ 持ち物 ：えんぴつ・筆ペン・ペン等
■ 材料費：300円(ハガキ･練習用紙代)

■ 対 象：女性限定（年齢問いません）
■ 定 員：４名（初めての方もOK！）

POLAパリッシュ

3

暑中見舞いの練習をしながら、ハ
ガキをバランス良く書く為の基本
のアドバイスをいたします。夏休み
に親子で楽しく学んでみませんか。

メークで悩む事ありませんか？な
かなか聞けないですよね！この機
会にレッスンしてみませんか？分
かりやすく教えます。

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：6名

８月 ９日
（木）１５:００〜１６:３０
１８:００〜１９:３０
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9

今年の夏は暑い!?
陰陽五行論から導き出した漢方の養生
法で、夏の暑さを乗り切りましょう。お
家でスグできることからお話しします。

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：４名
■ 材料費：800円(花材費)

美濃加茂市太田町3527-6 2F (コノミヤの北)
［受付時間］12:00〜19:０0 ［定休日］
日曜日

☎26-3138

旅館 栄屋

お 部 屋 の インテリア 、フラワー
ハーバリウムに香りをつけて楽し
みませんか。

ローズ アンド セラピー ☎090-2778-3768

美濃加茂市太田町４２２３
［受付時間］10:00〜15:00 ［定休日］
日曜祝日・第2土曜日

７月３０日
（月）１３:００〜１４:００
７月３１日
（火）
１３:００〜１４:００

８月２1日
（火）
１３:００〜１４:３０
８月２３日
（木）
１３:００〜１４:３０

平井酒店

有限会社 大野電気工事 ☎090-3156-5181

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：3名
■ 持ち物 ：筆記用具

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：５名

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：４名
■ 材料費：1,200円 (花材､ビン､オイル代)

マツイ酒店

小中学生 OK

小中学生 OK

親子で美文字レッスン
〜暑中見舞を書こう〜

７月３０日
（月）１５:００〜１６:３０
８月 ７日
（火）
１０:３０〜１２:００

自分や自分と関わる方の生年月
日に隠された性格や能力を統計
学に基づき楽しく分析してみませ
んか？

みりん雑学から基本レシピまで、
あなたのいつもの料理をワンラ
ンクアップさせましょう。

ハーバリウムとは植物標本のことで、
ビンの中でみずみずしく輝くお花のイ
ンテリアです。世界に１つのオリジナル
ハーバリウムを作ってみませんか？

８月５日（日）１１:００〜１１:４５
１３:００〜１３:４５
８月６日（月）１３:００〜１３:４５

☎25-2036

美濃加茂市太田町3612-1
［受付時間］10:00〜19:０0 ［定休日］
日曜日

８月 ４日
（土）
１０:００〜１１:００
８月１８日
（土）
１０:００〜１１:００

☎25-2724

ISD個性心理学
〜動物占い〜

１３:３０〜１４:３０
８月 １日
（水）
１１:００〜１２:００
８月 ８日
（水）

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：6名まで

美濃加茂市森山町2-2-14
［受付時間］8:30〜17:30 ［定休日］
日曜祝祭日

8

小中学生 OK

2

■ 対 象：１２歳以上
■ 定 員：４名
■ 材料費：500円プラス実費ドリンク代
■ 会 場：ペパーミント 新池町1-9-1

ファッ
ション その他

昼と夜に開催

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：6名

小林薬房

はじめての
「つまみ細工」

日本の伝統工芸「つまみ細工」ボンド
で製作します。どなたでも気軽に体験
できます。ペパーミントの美味しい珈
琲と共に楽しい時間を過ごしましょう。

グルメ

夜間に開催

漢 方 薬って何で出 来ている
の？ 何が入っているの？･･･ と
いう疑問に煎じ薬を使ってお
答えします。気になるお味もテ
イスティングできますよ。

台所のコンロ回りのお手入れ方
法とコンロのレンジ(魚焼グリル)
を使ったカンタン時短レシピを紹
介します。

株式会社 遠洲屋

☎25-2381

漢方煎じ薬をもっと気軽に♪
テイスティングしてみよう

■ 対 象：どなたでも
■ 定 員：6名

８月 ７日
（火）１０:００〜１１:３０
８月 ８日
（水）１０:００〜１１:３０
８月 ９日
（木）１０:００〜１１:３０
８月 ２１日
（火）１０:００〜１１:３０
８月 ２２日
（水）１０:００〜１１:３０
８月 ２３日
（木）１０:００〜１１:３０

８月１８日
（土）
１３:３０〜１４:４５
１５:００〜１６:１５

美濃加茂市太田町2720-1
［受付時間］9:30〜18:０0 ［定休日］土日祝日

現代の食事はミネラル不足!!
便利な食事は食品添加物がいっぱい!!
一度は聞いた方が良い話です。

薬の 太田第一

昼間に開催

介護する方、介護している方、又は
している方を知っている方へ。
｢ラクになる｣アドバイスをお伝え
できたらと思います。

８月 １日
（水）
１０:００〜１１:３０
１３:３０〜１５:００
１５:３０〜１７:００

14

7

暮らし

申込電話

☎00-0000

1

美容
健康

教養

講座の対象

■ 対 象：□□□□□□□□□
■ 定 員：□□□□□□□□□
■ 材料費：□□□□□□□□□

講座の期日

6

講座名の色に
注目してください

１１:００〜１２:００
８月 ８日
（水）
１１:００〜１２:００
８月 22日
（水）

(有)ミノカモツーリスト ☎25-0323

美濃加茂市太田町2565-1 シティホテル美濃加茂1F
［受付時間］10:00〜18:０0 ［定休日］水曜日

45

憧れのあの曲を
弾いてみませんか！？

みんなで出し合ったフレーズをつな
ぎ合わせて、簡単な曲をつくってみ
ませんか？ 恋愛ソング〜ネタソング
等々。曲が出来ると楽しいですよ!!
■ 対 象：老若男女問わず！
(音楽好きなら誰でも!
中高校生大歓迎！)
■ 定 員：５名
■ 持ち物 ：喫茶店での開催なので
ドリンク代をお持ちください
７月３０日（月）１６:００〜１７:００
：
８月２０日（月）１６:００〜１７:００ ■ 費 用：ドリンク代実費
■ 会 場 ペパーミント 新池町１-９-１

象：老若男女問わず！
(音楽好きなら誰でも!
中高校生大歓迎！)
■ 定 員：５名
■ 持ち物 ：ギターを持ってる人は
持参して下さい。
７月３０日（月）１６:００〜１７:００
８月２０日（月）１６:００〜１７:００ ■ 費 用：ドリンク代実費
■ 会 場：ペパーミント 新池町１-９-１

美濃加茂市山之上町6148-1
［受付時間］9:00〜18:０0 ［定休日］土曜日曜

美濃加茂市山之上町6148-1
［受付時間］9:00〜18:０0 ［定休日］土曜日曜

アール・イー・オオノ(有) ☎29-2031

自分の好きな曲をギターで弾いて
みませんか!?簡単なコードやコツを
お教えします！楽器が弾けるようにな
ると音楽の楽しみ方が変わりますよ！
■対

アール・イー・オオノ(有) ☎29-2031

