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まちゼミスタートまちゼミスタート

泉南市商工会 ☎ 072-483-6365お問い合わせ

1

1

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！

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6回第6回

お申し込み手順

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。

※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。
〇発熱等の症状のある方、濃厚接触者およびその疑い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。
〇会場への入場の際、および受講の際はマスクの着用をお願いします。
〇こまめな手指等の消毒にご協力ください。

※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。

受講申込
受付
受講申込
受付

無料なの？

まちゼミっ
て？

・定員になり次第締め切りとなります。
・申し込みは各店の受付時間内にお願いします。
・受講対象者が限定されている講座があります。
・講座により材料費が必要な場合があります。

・小学生以下の方は保護者同伴での参加を
　お願いします。
・会場での他の受講者への営業活動・勧誘は
  おやめください。

新型コロナウイルス感染症対策について

受講者の
声

せんなんまちゼミ受講者の皆様へ
参加の際には右記の点をご確認ください

楽しいこと盛りだくさん！
お気軽にご参加ください。

1/27 (金 )1/27 (金 ) pointpoint

このマークは
親子で参加OK!

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。

定休日・
受付時間を
ご確認の上、
お電話！

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

美
容
健
康

ま
な
ぶ

見
学

工
場

つ
く
る

ま
な
ぶ

得する街の

山陽製紙株式会社

吉田珈琲本舗

ヘアーフォルム

ｈａｉｒ ＆ ｎａｉｌ Ｈａｐｉａ

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

メガネだいすき王国　泉南ゲート

リトルバタフライ中谷

ＰＡＶＯ（パボ）ハンドメイド雑貨店

ＰＡＶＯ（パボ）ハンドメイド雑貨店

自然食品Ａｉｎａ

すみれの森

すみれの森

グリングリン

ブレスガーデン泉南本店

リトルバタフライ中谷

玉響(ｔａｍａｙｕｒａ)

ライフパートナー村田（Zoom）

ライフパートナー村田（Zoom）

さろん和楽

あけみ塾

ワンちゃんの美容室ミルク

住友生命　阪南支部

ブレスガーデン泉南本店

縁の花

NPO法人せんなんまちづくりねっと

税理士法人ＬＯＧＩＣＡ

　　　　　　孔明会計事務所

税理士法人ＬＯＧＩＣＡ

　　　　　　孔明会計事務所

あずさ国際年金事務所

　／孔明会計事務所コラボ企画

里山の自然学校 紀泉わいわい村

さんさんベーカリー

デイセンターせんなん

珈琲豆屋 カサブランカ

NPO法人せんなんまちづくりねっと

キャニオンスパイス第二工場

居食処なまけもの

そば処　泉庵

珈琲豆屋 カサブランカ
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の知識

を無料で学べ
る

プロ
の知識

を無料で学べ
る3939講座講座

全全

里山の自然学校
紀泉わいわい村

☎072-485-0661
受付時間／10:00～17:00　定休日／なし

申込

わいわい村のキャンプファイヤー場で焚き火を行
い、その火を使って焼きいもを作ります！

●材料費/1人300円 食材代 ●定員/6組20名程度 ●対象/ご家族
●持ち物/軍手 ●会場/泉南市信達葛畑207（紀泉わいわい村）

親子でわいわい焼きいも会
講師　河内　勇人

2/23木10：00～11：30
2/23木13：30～15：00 2/11土13：00～16：00

31

さんさんベーカリー ☎072-483-3082
受付時間／9:00～17:00　定休日／土、日、祝日

申込

少ない時間の中ですがパンづくりで成形の部分を
体験していただきます。種類は３品となっていま
す。よろしくお願いします。

●材料費/1,000円 パン生地 ●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)

パンづくりを体験してみよう
講師　齋藤　優輔32

珈琲豆屋 カサブランカ ☎072-425-0398
受付時間／11:00～18:00　定休日／木曜日

申込

手網焙煎体験。珈琲屋でなく珈琲豆屋の美味しい
うんちく話。

●材料費/100円 豆代その他 ●定員/4名 ●対象/どなたでも
●持ち物/なし ●会場/泉南市樽井9-21-5（珈琲豆屋カサブランカ）

お家で珈琲！珈琲ライフを楽しもう。
講師　本藤　秀雄

2/23木11：00～13：00 2/26日13：00～14：30

34

デイセンターせんなん ☎072-483-3082
受付時間／9:00～17:00　定休日／土、日、祝日

申込

縄文ねん土で自分のオリジナルの、植木鉢や小物
入れなど作りましょう！

●材料費/1,000円 縄文ねん土 ●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)

陶芸体験！縄文時代に戻って
みよう！ 講師　平井　笑香、大森　弘孝

2/11土10：00～12：00

33

NPO法人せんなん
まちづくりねっと

☎090-1438-5666
受付時間／13:00～16:00　定休日／土、日曜日

申込

さわやかバスの停留所を起点にして、付近の花を
お散歩するコースを映像で紹介します。今回は、大
苗代から山田家住宅、幸徳大橋、種河神社の予定
です。

●材料費/200円 教材費 ●定員/15名 ●対象/どなたでも●持ち物/筆
記具 ●会場/泉南市新家3148（山田家住宅　長屋門）

当日は、山田家住宅の特別公開日で、お雛様の展示が
開催されています

さわやかバス利用のまちなか
花巡りとお雛様 講師　西本　恵子35

キャニオンスパイス
第二工場

☎072-484-8820
受付時間／9:00～17:00　定休日／土、日曜日

申込

アメリカ西海岸のカフェのようなスペースでスパイ
スの講習。自分だけのオリジナルカレー粉を配合し
よう！

●材料費/500円 配合したカレー粉持ち帰り、カレー粉を使ったカレー
レシピ等 ●定員/20名 ●対象/どなたでも●持ち物/筆記用具 ●会場
/泉南市りんくう南浜2-17（キャニオンスパイス第二工場）

オリジナルカレー粉を作ろう
講師　島岡　祐輔

2/25土10：00～12：00

2/  5日12：00～13：30
2/  6月14：00～15：30
2/12日12：00～13：30
2/13月14：00～15：30

2/19日12：00～13：30
2/20月14：00～15：30
2/26日12：00～13：30
2/27月14：00～15：30

36

居食処なまけもの ☎090-3717-4723
受付時間／8:00～20:00　定休日／不定休

申込

ダレデモつくれる温泉たまご

●材料費/500円 もし作れない場合は返金(条件あり)●定員/5組 ●対
象/どなたでも●持ち物/気持ち ●会場/泉南市樽井5-14-1-103（居食
処なまけもの）

ダレデモつくれる温泉たまご
講師　山田　竜也37

珈琲豆屋 カサブランカ ☎072-425-0398
受付時間／11:00～18:00　定休日／木曜日

申込

当店自慢のスペシャルコーヒーの飲み比べ。

●材料費/300円 豆代その他 ●定員/5名 ●対象/どなたでも●持ち物
/なし ●会場/泉南市樽井9-21-5（珈琲豆屋カサブランカ）

魅惑の香りをお届けします
講師　本藤　秀雄

2/23木16：00～17：30

39

そば処　泉庵 ☎072-485-4108
受付時間／11:30～14:30　定休日／水、木曜日

申込

初めての方でも安心！そば屋の店主がそばの打ち
方とコツをレクチャー。打ったお蕎麦は講座終了
後、みんなで食べましょう。気軽にお申込み下さい。

●材料費/1,000円 材料費・おそば代 ●定員/6名 ●対象/そば打ち初
心者の方●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）

初心者歓迎！プロが教える
そば打ち体験 講師　殿谷　忠正

2/8水10：00～12：00

38

商工会HP商工会HP LINE 公式
アカウント

Facebook Instagram

LINE 公式
アカウント

Facebook Instagram

開催
期間 2月1日2月1日2月1日2月1日水

2月28日2月28日2月28日2月28日火

とても楽しく
参加者同士で友だちが増えた

お店の方と知り合うことができて、
知識も増えて大満足！

お店のファンになりました！子どもと参加できる
ことが嬉しい！



講座

工場見学
2

美容健康
講座7

講座

つくる
8

講座

まなぶ
13

山陽製紙株式会社 ☎090-3281-9209
受付時間／10:00～16:00　定休日／土・日・祝

申込

あなただけ・私だけ・今だけの特別対応の工場見学
を開催いたします。

●材料費/なし ●定員/5名 ●対象/小学生以上
●持ち物/なし ●会場/泉南市男里6-4-25（山陽製紙株式会社本社）

感動の工場見学
講師　繰　裕之・森下　健次

2/  6月  13:30～16:00
2/27月  13:30～16:00

2/  8水  16:00～17:30
2/16木  16:00～17:30

1

吉田珈琲本舗 ☎072-485-3550
受付時間／10:00～17:00　定休日／日・祝

申込

簡単！おいしいコーヒーの淹れ方。
焙煎度合・抽出温度の違いで大違い
他では見れない生豆からドリップコーヒーバッグ
ができるまで。

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

簡単！美味しいコーヒーの淹れ方
と工場見学 講師　吉田珈琲本舗スタッフ一同

２/１水14：00～14：50
２/８水14：00～14：50

２/15水14：00～14：50
２/22水14：00～14：50

2

ヘアーフォルム ☎072-484-4066
受付時間／9:00～18:00　定休日／月曜日、第2・第3火曜日

申込

正しい髪と頭皮の洗い方・顔のリフトアップ頭皮
マッサージ・髪の毛が細くなったり、薄くなる理由
と対処法・スコープで頭皮やお肌を見たり、実験な
どを交えてワイワイします。

●材料費/なし ●定員/10名 ●対象/どなたでも
●持ち物/可能ならば普段使ってるシャンプー ●会場/泉南市男里4－7
－4（ヘアーフォルム）

意外と知らない！頭皮の洗い方
講師　公文　智靖3

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、男性の
セットも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、スタイリング剤(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

２/13月18：00～19：00
２/13月19：00～20：00
２/20月18：00～19：00

２/  2木11：30～12：20
２/  7火11：30～12：20

２/10金10：30～11：20
２/13月10：30～11：20

2/  4土11：30～12：30
2/  ８水11：30～12：30
2/10金13：40～14：30

2/15水11：30～12：30
2/17金13：40～14：30
2/25土11：30～12：30

２/20月19：00～20：00
２/27月18：00～19：00
２/27月19：00～20：00

4

整体トレーニング楽笑

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
●持ち物/動きやすい服装、タオル、飲み物●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）

ヨガ・ピラティスで心身ともに
美しく！ 講師　Ｅｒｉ、Ｎａｍｉ6

整体トレーニング楽笑 ☎072-442-8159
受付時間／9:30～19:30　定休日／日曜日

申込 ☎072-442-8159
受付時間／9:30～19:30　定休日／日曜日

申込

健康の為に運動を始めたい。我流のストレッチに効
果を感じられない。そんな方にお勧めの高効率で
ソフトなエクササイズを行います。

●材料費/なし ●定員/4名 ●対象/女性
●持ち物/動きやすい服装、タオル、飲み物 ●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）

健康維持・向上のストレッチ
＆運動講座 講師　Ｍｉｍｉ5

２/  3金14：00～15：00
２/13月14：00～15：00

2/16木10：30～11：30

リトルバタフライ中谷

時代は糖質オフ。そもそも糖質って？
老化の原因ともなる糖質について、ＡＧＥ認定講師
でもある店長がお伝えします。　

●材料費/なし ●定員/4名 ●どなたでも
●持ち物/なし●会場/泉南市信達牧野203（リトルバタフライ中谷）

糖質オフで若返る！
講師　中谷　貞衣子9

メガネだいすき王国
泉南ゲート

☎072-483-0717
受付時間／11:00～18:00　定休日／水曜日 

申込 ☎072-483-2149
受付時間／9:00～17:00　定休日／日曜日

申込

目の健康を守る生活を送るための生活習慣や食生
活、手軽にできる目の疲れ解消法などのお話をさ
せていただきます。目ぐすりの木のお茶の試飲つ
きですよ～。

●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）

目の健康と生活習慣のはなし

水滴アート＆クマさん
メジャーづくり

講師　坪内　美恵子8

２/  3金13：00～14：30
２/  5日13：00～14：30
２/10金13：00～14：30

２/13月10：00～11：30
２/13月13：30～15：00

２/8水10：00～11：30
２/8水13：30～15：00

２/22水10：00～11：30
２/22水13：30～15：00

２/20月10：00～11：30
２/20月13：30～15：00

２/2木13：30～15：30
２/6月13：30～15：30
２/9木13：30～15：30

２/13月13：30～15：30
２/16木13：30～15：30
２/20月13：30～15：30

２/17金13：00～14：30
２/19日13：00～14：30
２/24金13：00～14：30

ＰＡＶＯ（パボ）
ハンドメイド雑貨店

☎090-8126-7174
受付時間／9:00～23:00　定休日／月、水曜日

申込 ☎090-8126-7174
受付時間／9:00～23:00　定休日／月、水曜日

申込

簡単♪楽しい♪すぐ出来る♪水滴アートは絵が苦手
な方でもびっくりするほど手軽にアートが描けま
す♡是非お試し下さい。

●材料費/1500円 手芸材料費 ●定員/4名または4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）

講師　田中　君代 講師　名倉　明代10 「トリコットオリジナル」
ゴッドアイ丸カゴ

ＰＡＶＯ（パボ）
ハンドメイド雑貨店

ワークショップのリクエストが非常に多い、
紙バンドで作る小物入れカゴ、ついに解禁です。

●材料費/2300円 手芸材料費、お茶付き ●定員/2組（4名） ●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）

11 びわの葉エキスづくり

２/11土11：00～12：00
２/11土14：00～15：00

自然食品Ａｉｎａ ☎072-485-0261
受付時間／10:00～18:00　定休日／日曜日

申込

自然のびわ葉をつかってカンタンに楽しくエキスを
つくりませんか！

●材料費/600円　玄米焼酎、その他●定員/4名 ●対象/どなたでも
●持ち物/葉切り用ハサミ ●会場/泉南市幡代2-35-29（自然食品
Aina）

講師　岩崎　恵12

簡単！楽しい！多肉植物の
寄せ植え講座

すみれの森 ☎072-485-0888
受付時間／10:00～17:00　定休日／木曜日

申込

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。

●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4-2460（すみれの森）

講師　籔　晋一 講師　籔　晋一13

申込

お家の鉢で〝すみれの森流”
寄せ植え講座

すみれの森 ☎072-485-0888
受付時間／10:00～17:00　定休日／木曜日

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。

●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4-2460
（すみれの森）
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２/  7火11：00～12：00
２/11土11：00～12：00

２/  9木10：30～11：30
２/18土10：30～11：30

初めての方に！！生花の
アレンジメント教室

ブレスガーデン
泉南本店

☎072-484-8880
受付時間／10:00～18:00　定休日／木曜日

申込

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。器はお持込みＯＫです。

●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/直径10ｃｍ程度の器(お持込の場合) ●会場/泉南市信達牧野832-1
(ブレスガーデン泉南本店)

講師　樫木　亮 講師　中谷　貞衣子16

申込

ハーバリウムボトルを
作りましょう

リトルバタフライ中谷 ☎072-483-2149
受付時間／9:00～17:00　定休日／日曜日

～透明感あふれるお花のインテリア～
オイルが入ったボトルの中で、お花がきらきら輝き
ます。お花好きさん大募集！お子様も大歓迎です。

●材料費/1,500円 材料費 ●定員/4名●対象/どなたでも
●持ち物/ピンセット（あればで大丈夫です） ●会場/泉南市信達牧野
203（リトルバタフライ中谷）
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２/  2木10：00～11：00
２/  9木10：00～11：00
２/16木10：00～11：00

２/  5日10：00～10：30
２/11土10：00～10：30
２/18土10：00～10：30

選べる講座！収納or終活講座！

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

申込

段どりが判らない…基本の収納or終活を体験談で
談笑しながら解決していきませんか？受講者全員
粗品プレゼントします！

●材料費/100円 教材費●定員/5名 ●対象/物を捨てられなくて悩ん
でる方ならどなたでも●持ち物/筆記用具 ●会場/泉南市樽井9-21-5
（珈琲豆屋カサブランカ）

講師　たくみん 講師　村田　明彦18

申込

今日はじめる！ふるさと納税

ライフパートナー村田 ☎070-9009-4628
受付時間／10:00～21:00　定休日／なし

実はカンタン・オトク。10分で申込完了。仕組みか
ら申込まで一緒にやりましょう。

●材料費/なし ●定員/なし●対象/どなたでも
●持ち物/スマホ・（あれば源泉徴収票） ●会場/Ｚｏｏｍ

19

２/  5日11：00～12：00
２/11土11：00～12：00
２/18土11：00～12：00

講師　村田　明彦

申込

今日からはじめる！積立ＮＩＳＡ

ライフパートナー村田 ☎070-9009-4628
受付時間／10:00～21:00　定休日／なし

●材料費/なし ●定員/なし●対象/どなたでも
●持ち物/スマホ、免許証、マイナンバーカード ●会場/会場/Ｚｏｏｍ
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２/  6月10：00～11：00
２/25土14：00～15：00
２/27月14：00～15：00

講師　渡邉　有子

申込

お金の専門家にちょっと
聞いてみようお茶会

さろん和楽 ☎090-5127-3590
受付時間／9:00～19:00　定休日／不定休

女性のお金の専門家に、起業・扶養・奨学金・保険・
投資・老後など気軽に質問できるお茶会。

●材料費/200円 お茶代 ●定員/5名●対象/どなたでも
●持ち物/なし ●会場/泉南市樽井4-2460（すみれの森）
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２/  4土15：00～16：00
２/18土15：00～16：00
２/25土15：00～16：00

講師　丸山　明美

申込

マイケル先生とゲームをしよう

あけみ塾 ☎090-6929-3066
受付時間／15:00～16:00　定休日／なし

"Our English time will be motivating, 
effective and lots of fun !
英語を楽しみましょう"

●材料費/なし ●定員/6名●対象/どなたでも
●持ち物/なし ●会場/泉南市新家1804（あけみ塾）

22

２/14火13：30～14：30
２/19日11：00～12：00

講師　崎山　亜矢子

申込

ペットとの防災を一緒に
考えませんか？

ワンちゃんの美容室
ミルク

☎090-2214-4550
受付時間／10:00～18:00　定休日／火曜日

ペット防災をよく聞く様になりましたが実際どの様
にすれば良いのか何を備えておくべきか？等を一
緒に考えてみませんか？

●材料費/なし ●定員/4名または2組●対象/どなたでも
●持ち物/筆記用具 ●会場/泉南市男里7-26-24（ワンちゃんの美容室
　ミルク）

23

２/  2木13：30～16：00
２/  7火10：00～12：00
２/10金13：30～16：00
２/20月13：30～16：00

講師　松下　奈美

申込

老後への備え、働き方を
考えるきっかけに

住友生命　阪南支部 ☎072-473-0975
受付時間／9:15～17:00　定休日／土、日、祝日

女性が豊かで幸せな老後を迎える為に今準備でき
ること

●材料費/なし●定員/3名または1組●対象/20才～50才の女性
●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）
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２/  7火14：00～15：00
２/11土14：00～15：00

講師　樫木　亮

申込

観葉植物の育て方
なんでも相談会

ブレスガーデン
泉南本店

☎072-484-8880
受付時間／10:00～18:00　定休日／木曜日

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。

●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)
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２/  6月13：00～15：00
２/20月13：00～15：00

講師　高田　幸大

申込

楽しく習って楽しく唄う
カラオケ講座

縁の花 ☎072-457-9898
受付時間／8:00～23:00　定休日／金曜日

新曲を取り上げて、その曲の唄い方や特徴などわ
かりやすく指導します。高得点を狙いたい方や、歌
がうまくなりたい方はぜひご参加ください。

●材料費/500円 終了後のコーヒー代 ●定員/15名●対象/どなたで
も●持ち物/なし●会場/泉南市中小路2-1747-1（縁の花）
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講師　髙谷　よう子（シニア情報生活アドバイザー）　

申込

スマホの基本（アンドロイド編）

NPO法人せんなん
まちづくりねっと

☎090-1438-5666
受付時間／13:00～16:00　定休日／土、日曜日

スマホには多くの機能があります。まず、基本を学
びましょう。ボタン操作や画面に表示される記号や
言葉の意味を知ることで、便利な使い方ができま
す。

●材料費/500円 教材費 ●定員/5名 ●対象/65歳以上の高齢者でア
ンドロイドのスマホをお持ちの方 ●持ち物/スマートフォン、筆記具
●会場/泉南市樽井9-21-5（珈琲豆屋カサブランカ）
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２/  4土13：00～14：30
２/13月13：00～14：30
２/18土15：00～16：30

２/  4土10：00～11：30
２/11土10：00～11：30
２/18土10：00～11：30

２/16木14：00～15：30

社会保険労務士　島宜宏 ・ 税理士　井上高明

申込

パートさんを雇っている方のお悩み相談会

あずさ国際年金事務所／孔明会計事務所　コラボ企画 ☎072-485-2381
受付時間／10:00～17:00　定休日／土、日曜日

パートさんに働いてもらっているが、社会保険や税
金のことでいろいろ言われて困る。人手が足りない
のになかなか来てくれない。そんな悩みを解決。

●材料費/なし ●定員/3名 ●対象/どなたでも ●持ち物/筆記用具
●会場/泉南市信達牧野415-3（孔明会計事務所）
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講師　税理士　井上高明

申込

商売人様向け、消費税で
損をしない方法

税理士法人ＬＯＧＩＣＡ
孔明会計事務所

☎072-485-2381
受付時間／10:00～17:00　定休日／土、日曜日

１０月１日から消費税が大きくかわります。変化へ
の対処を誤れば思わぬ損をするかもしれません。商
売人として損をしない方法を伝授します。

●材料費/なし ●定員/3名●対象/どなたでも●持ち物/筆記用具
●会場/泉南市信達牧野415-3（孔明会計事務所）
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２/  4土15：00～16：30
２/13月15：00～16：30
２/18土13：00～14：30

講師　税理士　井上高明

申込

入口は株主優待、出口は
ボケ防止＝株投資

税理士法人ＬＯＧＩＣＡ
孔明会計事務所

☎072-485-2381
受付時間／10:00～17:00　定休日／土、日曜日

「貯蓄から投資へ」と言われますが、株投資は敷居
が高い。そこでちょっと得する株主優待をスター
ト、年金生活になっても社会とつながり続ける。

●材料費/なし ●定員/3名●対象/どなたでも●持ち物/筆記用具●会
場/泉南市信達牧野415-3（孔明会計事務所）
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世界に1つのキーホルダー作り！

２/4土11：00～12：００
２/4土13：00～14：００
２/５日11：00～12：００

グリングリン ☎072-479-8881
受付時間／11:00～17:00　定休日／月、火、水曜日

申込

サインペンで描いて頂いた絵をレーザー彫刻機で
刻印しオリジナルキーホルダーをお作りします！

●材料費/なし ●定員/4～6名●対象/どなたでも
●持ち物/なし ●会場/泉南市樽井3-36-2（グリングリン）

講師　板谷、島袋、宮内15

メガネだいすき王国
泉南ゲート

☎072-483-0717
受付時間／11:00～18:00　定休日／水曜日

申込

“見て”“香って”“味わって”中国茶を楽しみません
か？おうちで急須を使っておいしいお茶の入れ方
を教えます。

●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）

体にいいおいしい中国茶の
入れ方講座 講師　井上　美幸

2/11土14：00～15：00
2/17金14：00～15：00

7

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

実はカンタン。15分で口座申込完了。仕組みから
ネット証券開設まで一緒に
やりましょう。

お申し込みはこちら お申し込みはこちら


