
講座ジャンル まなぶ定員は各回の人数を表記しています 知識や知恵を
学べる講座 たべる 飲食に関する講座 つくる 作ったり、

体験する講座 健　康 健康に関する
講座

09 誰も教えてくれない火災保険の使い方

大樹保険事務所
0120-025-189

3月  7日㈬　10：30～11：30
3月  8日㈭　10：30～11：30
3月16日㈮　19：00～20：00

■会場：カリオンビル　第４ミーティングルーム
■対象：どなたでも
■材料費：なし
■定員：5名

■講師名：土本 和敬
■持ち物：筆記用具

住　　所：豊橋市菰口町3-80-1
受付時間：9:30～18:00
定  休  日：土曜、日曜、祝日

ほとんどの方が契約されている火災保険。火災事故以外でも保険金を
請求できることをご存知ですか？一緒に請求漏れがないか確認しましょう！！ 10 子供の代わりに婚活する時代ですよ！お母さん！

結婚相談所Cheers（チアーズ）
0120-60-1151

3月11日㈰・3月18日㈰・3月25日㈰
各日14：00～15：00・18：00～19：00

■会場：自分のお店
■対象：どなたでも
■材料費：なし
■定員：1組
（お一人、ご友人・ご家族と一緒でも可）

■講師名：丸山 紘輝
■持ち物：聞きたいこと、
　　　　 知りたいこと

住　　所：豊橋市大橋通1-91 稲垣ビル６Ｆ
受付時間：何時でも受け付けます
定  休  日：年中無休

お母さんの手助けで結婚に対する意識が、前向きに変わっていきます！
お子様が心配なお母さんに、婚活の現状、手助け方法をお教えします！ 11 楽しく育てる！家庭菜園のコツ教えます！

（有）川西種苗店
0532-54-3201

3月11日㈰　10：30～11：30
3月25日㈰　10：30～11：30

■会場：自分のお店
■対象：どなたでも
■材料費：なし
■定員：5名

■講師名：片桐 守
■持ち物：筆記用具

住　　所：豊橋市駅前大通3-31
受付時間：9:00～17:30
定  休  日：水曜

育てる楽しみ、とれたて新鮮野菜をご家庭で味わう楽しみの為の作り
やすい野菜や育て方のコツをタネ屋さんが教えます！（初心者向き）

12 礼装ジュエリーのマナー

宝石時計西川
0532-54-2751

3月  2日㈮　11：00～12：00
3月26日㈪　11：00～12：00

■会場：自分のお店
■対象：女性
■材料費：なし
■定員：3名

■講師名：野末 京子
■持ち物：なし

住　　所：豊橋市大手町138
受付時間：10:00～19:00
定  休  日：水曜、第一火曜

女性のたしなみとして知っておきたいジュエリーの装い方。
失礼のない、恥ずかしくないように知っていると安心です。 13 毎晩寝るのが楽しくなるふとん新常識講座

ふとんの平野屋
0532-52-6449

3月  2日㈮　19：00～20：00
3月  8日㈭　13：30～14：30
3月11日㈰　10：30～11：30

■会場：自分のお店
■対象：どなたでも
■材料費：なし
■定員：4名ほど

■講師名：竹尾 巧一
■持ち物：筆記用具

睡眠環境アドバイザー

住　　所：豊橋市呉服町55
受付時間：9:00～18:30
定  休  日：年中無休（不定休）

誰もが使っているのに意外と知らないふとんの中綿の理解を深めれば、
より健康的な眠りを会得できます。睡眠にご不満の方、お気軽にご参加を！ 14 オーダー靴屋に遊びに行こう！

Fossetta Barba Shoes
0532-53-3020

3月25日㈰　13：00～14：00
3月29日㈭　13：00～14：00

■会場：自分のお店
■対象：どなたでも
■材料費：なし
■定員：6名

■講師名：岡野 克俊
■持ち物：なし

住　　所：豊橋市広小路3-54-1キャンファローレルタワー豊橋102
受付時間：12:00～18:00
定  休  日：水曜（臨時休業もございます）

オーダーの仕方や、オーダーの金額、靴の作り方、靴の選び方、オーダーに
関する疑問・質問、この機会に遊びに行っていろいろ聞いてみよう！

15 コワーキングスペースって何？その活用方法

トライアルビレッジ
0532-35-9666

3月  5日㈪　19：00～20：00
3月  9日㈮　19：00～20：00
3月10日㈯　14：00～15：00

■会場：自分のお店
■対象：どなたでも
■材料費：なし
■定員：10名ほど

■講師名：柴田 篤
■持ち物：なし

住　　所：豊橋市広小路1-18 ウェルプラザユメックス5階
受付時間：9:00～21:00
定  休  日：年中無休（不定休）

仕事に、勉強に、とても便利なスペース。
コワーキングスペースの魅力と活用方法をお話しします。 16 自転車生活のお話

グローリーパッカーズ 湊町自転車店
0532-74-8497

3月  3日㈯　09：00～10：30
3月  7日㈬　13：00～14：30
3月16日㈮　19：00～20：30
■会場：自分のお店
■対象：自転車を始めたい方、すでに乗っている
　　　 けれど何したら良いかわからない方
■材料費：なし
■定員：4名
■講師名：鎌苅 恒太
■持ち物：自転車があれば持って来てください
住　　所：豊橋市湊町144
受付時間：9:00～21:00
定  休  日：日曜

全国の中でも有数の自転車生活に向いている都市、豊橋。そんな豊橋
での自転車生活における、それぞれの幸せの載せかたをお話しします。

18 パールのクリーニング講座

太陽堂
0532-52-8825

3月  3日㈯　11：00～11：40
3月06日㈫　11：00～11：40

■会場：自分のお店
■対象：どなたでも
■材料費：なし
■定員：3名

■講師名：中野 彰
■持ち物：もしあれば
パールリング、ネックレス等

米国宝石学会鑑定士

住　　所：愛知県豊橋市松葉町1-7 ときわ通り
受付時間：10:00～19:00
定  休  日：水曜

買った時より、何となく光沢が鈍くなってしまったパールを
お持ちではありませんか。いっしょに楽しくリフレッシュしてみましょう！

21 天然石で作るブレスレット

清水時計店
0532-52-4813

3月  3日㈯　15：00～16：00
3月  4日㈰　11：00～12：00
3月  4日㈰　15：00～16：00

■会場：自分のお店
■対象：幼稚園～小学生の親子
■材料費：なし
■定員：親子等　各3組

■講師名：山内 克枝
■持ち物：なし

住　　所：豊橋市札木町40
受付時間：10:00～19:00
定  休  日：木曜、金曜、祝日

親子でワクワクおそろいのブレスレットを作ろう

19 １本の糸から世界中に広がる手づくり文化

世界の毛糸アトリエマルエス
0532-52-8603

3月5日㈪・3月6日㈫・3月11日㈰
各日10：30～11：30

■会場：自分のお店
■対象：どなたでも
■材料費：なし
■定員：３名

■講師名：Pierre（佐藤 一行）
■持ち物：筆記用具

住　　所：豊橋市広小路1-24
受付時間：10:00～20:00
定  休  日：水曜

手編みの魔術師Pierreが棒針、かぎ針を使い世界の様々な毛糸で
作品を作り、手作りの方法教えます。

17 鍵盤ハーモニカで健康万歳！

オリエント楽器 豊橋センター
0120-386-808

3月  6日㈫　10：00～11：00
3月20日㈫　10：00～11：00
3月27日㈫　10：00～11：00

■会場：自分のお店
■対象：どなたでも
■材料費：なし
■定員：6名程度

■講師名：西川 崇代
■持ち物：なし

住　　所：豊橋市大国町30
受付時間：10:00～20:00
定  休  日：祝日

近年、楽器を演奏することによる様々な健康効果が期待されています。
息を吹いて、指を動かして、鍵盤ハーモニカで心も身体も健康になりませんか？

20 縫わずに布でバッグを作ってみよう！

（株）江戸ッ子豊橋店
0532-55-6261

3月11日㈰・3月18日㈰
各日10：00～11：00・14：00～15：00

■会場：自分のお店
■対象：どなたでも
■材料費：680円（ボンドと布代）
■定員：4名
■講師名：兵頭・内藤・山本
■持ち物：なし

住　　所：豊橋市駅前大通1-27
受付時間：9:30～18:30
定  休  日：不定休

布で手づくり楽しんでほしいから、まず縫えなくてもOK。ボンドで
つくるカンタン小物にチャレンジしましょう！今回はフラットバッグです。

22 豊橋野菜のスムージー

創作串揚げと野菜 はやかわ
0532-52-0151

3月  4日㈰　14：00～15：00
3月  5日㈪　14：00～15：00

■会場：自分のお店
■対象：どなたでも
■材料費：なし
■定員：5名

■講師名：早川 明宏
■持ち物：なし

野菜ソムリエ

住　　所：豊橋市松葉町3-55
受付時間：15:00～22:00
定  休  日：不定休

栄養満点！地元野菜を使ったお手軽スムージー作り 23 カフェで旅するコーヒー豆の世界

cafe&gateaux knohd(ノード)
070-6533-6664

3月  4日㈰　16：00～17：30
3月16日㈮　18：00～19：30
3月24日㈯　16：00～17：30

■会場：自分のお店
■対象：どなたでも
■材料費：500円（食材費）
■定員：10名

■講師名：河合 伸行
■持ち物：筆記用具

住　　所：豊橋市駅前大通り1-111
受付時間：8:00～18:00
定  休  日：水曜

世界中から輸入されているコーヒー豆は特徴も様々。
その違いを比べながら各国の文化や風土に触れる旅をしましょう！

24 楽しむことが運動能力アップへの近道

パフォーマンスリハ
0532-69-5655

3月20日㈫　15：30～16：30
3月26日㈪　15：30～16：30
3月30日㈮　15：30～16：30
■会場：子ども未来館ココニコ スタジオB
■対象：4～6歳
■材料費：なし
■定員：5名
■講師名：羽沢 すみれ
■持ち物：動きやすい服装、室内シューズ、飲み物

住　　所：豊橋市伝馬町14
受付時間：平日10:00～12:30、16:00～20:00
定  休  日：日曜、祝日

ボールを使い運動能力をアップさせるバルシューレ。
運動が好き・苦手どんな子でも楽しくでき、親子でもできます！！ 25 美しい姿勢と健康は骨盤から

カイロプラクティック ラウレア
090-9929-1143

3月  3日㈯　10：00～11：30
3月25日㈰　10：00～11：30
3月30日㈮　19：00～20：30
■会場：カリオンビル　第2ミーティングルーム
■対象：どなたでも
■材料費：なし
■定員：5名
■講師名：春名 保明
■持ち物：施術可能な服装（スカート不可）、タオル

住　　所：豊橋市牟呂外神16-9
受付時間：9:00～21:00
定  休  日：日曜

肩こり・腰痛・冷えなどでお悩みの方必見！骨盤を整えるだけで、
猫背や体の不調などに効果あり！？骨盤矯正体験もあります。 26 とっても気になる口臭体臭の基礎知識と対策

神谷薬局
0532-52-3282

3月13日㈫　11：00～12：00
3月31日㈯　14：00～15：00

■会場：自分のお店
■対象：どなたでも
■材料費：なし
■定員：６名
■講師名：神谷 政幸
■持ち物：特になし（筆記用具がある方が好ましい）

住　　所：豊橋市駅前大通3-91
受付時間：13:00～18:30
定  休  日：日曜、祝日

誰もが気になる口臭・体臭の基礎知識と対策方法を、
気軽に楽しく街の薬剤師がお話しします！

27 気軽に楽しく学ぶ！認知症の予防と基礎知識

神谷薬局
0532-52-3282

3月12日㈪　11：00～12：00
3月30日㈮　11：00～12：00

■会場：自分のお店
■対象：どなたでも
■材料費：なし
■定員：６名
■講師名：神谷 政幸
■持ち物：特になし（筆記用具がある方が好ましい）
住　　所：豊橋市駅前大通3-91
受付時間：13:00～18:30
定  休  日：日曜、祝日

気になる認知症について、その基礎知識と予防法を気軽に楽しく
街の薬剤師がお話しします！ 28 メガネの掛け具合調整

メガネの杉浦
0532-53-5556

3月3日㈯・3月10日㈯・3月17日㈯
3月24日㈯・3月31日㈯

■会場：自分のお店
■対象：どなたでも
■材料費：なし
■定員：2名
■講師名：榊原 幹人
■持ち物：今、ご使用の眼鏡があればお持ちください

住　　所：豊橋市広小路2-22
受付時間：10:00～19:00
定  休  日：水曜

日頃メガネの掛け具合の調整を私達がどんなことに注意して行っている
のか、またその調整の良し悪しでどのような影響があるかについてお話をします。 29 自分でできるハンドマッサージ

宝石時計西川
0532-54-2751

3月  3日㈯　11：00～12：00
3月27日㈫　11：00～12：00

■会場：自分のお店
■対象：女性
■材料費：なし
■定員：3名

■講師名：田中 美穂
■持ち物：なし

住　　所：豊橋市大手町138
受付時間：10:00～19:00
定  休  日：水曜、第一火曜

年齢が表れる手や指先。冷え、乾燥を防ぐセルフハンドマッサージで
いつまでも若々しく。

3月14日㈬　10：30～11：30

3月11日㈰　10：30～11：30

3月16日㈮・3月17日㈯
各日18：30～19：30

各日10：00～12：00・14：00～15：30


