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6/15
土曜日

【北上会場】

テレビや雑誌でも特集が組まれる程人気の習い事！

ポーセラーツ教室
時間／10:00-14:00
定員／3名（3日前までに要予約）
参加料／1,000円+材料費／1,500円（税込）

白磁にお好きな柄を選んで貼り、食器やイン
テリア用品が作れます。マグカップやプレー
トがお得に作れる体験レッスンもご用意しま
した。お気軽にお問い合わせください☆
講師：高橋 氏

予約受付中
予約・問合せ先

keiranthos@gmail.com 
https://ameblo.jp/keiranthos 

またはtel.080-5553-3445 高橋まで

6/24
月曜日

【北上会場】

テレビや雑誌でも特集が組まれる程人気の習い事！

ポーセラーツ教室
時間／10:00-14:00
定員／3名（3日前までに要予約）
参加料／1,000円+材料費／1,500円（税込）

白磁にお好きな柄を選んで貼り、食器やイン
テリア用品が作れます。マグカップやプレー
トがお得に作れる体験レッスンもご用意しま
した。お気軽にお問い合わせください☆
講師：高橋 氏

予約受付中
予約・問合せ先

keiranthos@gmail.com 
https://ameblo.jp/keiranthos 

またはtel.080-5553-3445 高橋まで

6/24
月曜日

【北上会場】

身体がかたくてもできる、世界一カンタンな
ヨーガ。無理なポーズはとりません。

和みのヨーガ
時間／10:00-12:00 参加料／1,500円（税込）

定員／10名（3日前までに要予約）
持ち物／ヨガマット、（あれば）五本指ソックス、飲み
物、子連れの際は音が出ないおもちゃ。
和みのヨーガは日本生まれの優しい手当法です。
身体のあちこちに手を当て自然治癒力を高めてい
きます。妊娠中、産後1ヶ月からご参加頂けます。
講師：ななきだ るりこ 氏

予約受付中
予約・問合せ先

ruri.nagomi@icloud.com
https//i-uminoie.amebaownd.com  

tel:090-7537-0304 ななきだまで

6/21
金曜日

【盛岡会場】

盛岡さんさに向けて！つまみ細工に挑戦して
みませんか♪初心者の方から簡単OK!!

つまみ細工でヘアアクセ
サリー手作りレッスン
時間／10:00-12:00定員／6名（前日までに要予約）

参加料／初級・中級各2,500円（税込）

　　　　（バレッタ・ヘアピン・ブローチなど）
　　　　上級全2回で4,000円～（税込）（コーム）
＊ご希望のお色味がありましたらお申込み時にお伝えください

講師：Salon de Ohana 清水 友美氏

予約受付中
予約・問合せ先

https://ws.formzu.net/fgen/S71043601
又はアメブロ内お申込みフォームからどうぞ

Salon de Ohana で検索！

6/9
日曜日

【盛岡会場】

相続なんて、お金持ちの家しか関係ないでしょ？…
と思っていませんか？

不動産の相続勉強会
時間／10:00-12:00（STEP5）
参加料／1,000円（税込）
※全５回一括申込で3,000円（税込）

定員／6名（申込先着・要予約）
不動産相続勉強会は全5回構成となっておりま
す。今回は『制度を活用した応用事例を学ぶ』と
して節税対策から成年後見制度等を学びます。
講師：ニッセイ不動産　阿部 氏・菊池 氏

予約受付中
予約・問合せ先

https://fsouzoku.jp/shop/shop_detail/153
tel:019-613-4181 阿部・菊池まで

6/22
土曜日

【盛岡会場】

光と色彩のハーモニー♪

マーブルアート
～可愛いラビット作り～
時間／10:00-12:00 定員／5名（3日前迄に要予約）

参加料／1,000円+材料費／1,200円（税込）

光を浴びてキラキラ輝くビー玉とワイヤーで
作る盛岡生まれのクラフトです。マーブルアー
ト作品の中でも人気のある「ラビット」です。あ
なたの可愛いラビットを作ってみませんか？
講師：マーブルアートマイスター 菊池 広江氏

予約受付中
予約・問合せ先

k.hiroe-5557-0513@ezweb.ne.jp
または tel.090-7566-5380 菊池まで

6/6
木曜日

【北上会場】

赤ちゃんへ、ふれあいのプレゼント♡

ベビーマッサージ（２ヶ月-1歳）
時間／10:30-12:00 参加料／2,000円（税込）

定員／8名（3日前までに要予約）
持ち物／バスタオル・いつものお出かけセット
対象／生後２ヶ月～1歳までの赤ちゃんと保護者様
元保育士が伝えるベビーマッサージ。生活の中
で楽しめるマッサージやふれあい遊びをお伝
えしています。お持ち帰りできる簡単なおも
ちゃ作りや製作もしています♪
講師：「てってのね」斉藤とも絵 氏

予約受付中
予約・問合せ先

salon.tette@gmail.com
LINE@ID:  @fgk3035q

6/21
金曜日

【盛岡会場】

基礎からわかる　

女性のためのマネー講座
時間／10:00-12:00　参加料／無料
定員／5名（3日前までに要予約）
金融ならではの難しい話は苦手。将来年金いくら
もらえるの？このままで大丈夫？お金のことって
誰に相談したら良いかわからない。将来に向けて、
お金と賢く付き合うための基本を学びませんか。

講師：笹田 幸子 氏　SL18-3360-0056

予約受付中
予約・問合せ先

https://ssl.form-mailer.jp/fms/24ab2059585771
またはtel.090-3128-7726 笹田まで

6/2
日曜日

【盛岡会場】

歴史をあそぶ、漢字をあそぶ

おやべん体験お茶会
時間／13:00-14:30
参加料／3,240円（税込）

定員／3名（3日前までに要予約）

お母さんと遊ぶだけで歴史が楽しく、漢字

が好きになる方法をお伝えします。

講師：おやべん カヌー氏

予約受付中
予約・問合せ先

https://ameblo.jp/ykanuka/entry-12256790493.html
https://ws.formzu.net/fgen/S26878387/

6/12
水曜日

【盛岡会場】

親子で楽しいバスタイム

子どものシャンプー教室
時間／10:30-12:00  参加料／1,000円（税込）

定員／5名（3日前までに要予約）
持ち物／お子様のヘアブラシ
子供の髪の洗い方に不安はありませんか？ママの
洗い方を受け継いで子供達は育ちます。健やかな
美髪、頭皮のために知っておきたいシャンプーの
ポイントをお伝えします。
講師：認定エステティシャン美容メーカー外部講師
　　　　大井 幸恵 氏

予約受付中
予約・問合せ先

 laulea9yuki@gmail.com
ブログ : https://ameblo.jp/laulea9yuki

6/20
木曜日

【盛岡会場】

紫外線対策はいつから必要?!

ベビースキンケア教室♡UVケア
時間／10:30-12:00 参加料／1,500円（税込）

定員／5名（3日前までに要予約）
持ち物／お使いの日焼け止め（あれば）・バスタ
オル・いつものお出かけセット
テーマは『UV ケア』赤ちゃんから10 歳位のお
子様向け！紫外線対策って必要なの ?ママの疑
問を楽しく解決 !!手遊びあり、お歌あり、楽しく
ワイワイお伝えします♪
講師：lunalua（ルナルア）川村  朋子 氏

予約受付中
予約・問合せ先

lunalua0925@gmail.com
https://ameblo.jp/lunalua-baby/

6/13
木曜日

【盛岡会場】

今年は絶対焼きたくない！という方のお手
入れ方法教えます！

ツヤ肌メイクレッスン♡
時間／10:30-12:00定員／4名（要予約）
参加料／1,000円（税込） ※お土産付き
メイクはしてきて頂いて構いません。
※当日は目元は落としませんので、お気軽にご参加下さい。
なかなか自分のお肌に合ったお手入れって難
しいな…という方でも簡単に紫外線対策＆ツ
ヤ肌メイクを体験いただきます♪
お気軽にお問い合わせください！
講師：ナリスビューティステーション盛岡 畠山聡美氏

予約受付中
予約・問合せ先

zk.31003@gmail.com
またはtel.080-1695-4829 畠山まで

6/7
金曜日

【盛岡会場】

セラピーグレードのエッセンシャルオイルと
食べる素材で安心安全

アロマ基礎と
強運アロマ香ルージュ
時間／10:00-12:00 定員／5名（前日昼までに要予約）
参加料／1,000円+材料費1,000円（税込）
お好きなケース、お色、運気アップの香り
で食べれる口紅を作ります。固めてる間
に、メディカルアロマ基礎を学びましょう。
講師：アロマウェルネスアドバイザー 桜田 正美 氏

予約受付中
予約・問合せ先 tel.080-6056-6048 ショートメールOK

6/10
月曜日

【盛岡会場】

笑顔は誰にでもできるもの♪笑顔の秘密を学
んで、楽しく、身につけよう。

スマイルトレーニング
時間／13:00-15:00参加料／1,500円（税込）

定員／10名（3日前までに要予約）
重太みゆきスマイルプロジェクト認定のスマイルト
レーナー® による笑顔スキルアップトレーニング。自
信が欲しい！印象を良くしたい！魅力的な笑顔になっ
て今よりちょっと幸せになりたい！笑顔には驚くほど
幸せになることができる、素敵なパワーがあります。一
緒に笑顔になる楽しい講座です。講師：工藤 晴香 氏

予約受付中
予約・問合せ先 ha429ru@me.com

M

6/17
月曜日

【盛岡会場】

笑顔は誰にでもできるもの♪笑顔の秘密を学
んで、楽しく、身につけよう。

スマイルトレーニング
時間／13:00-15:00参加料／1,500円（税込）

定員／10名（3日前までに要予約）
重太みゆきスマイルプロジェクト認定のスマイルト
レーナー® による笑顔スキルアップトレーニング。自
信が欲しい！印象を良くしたい！魅力的な笑顔になっ
て今よりちょっと幸せになりたい！笑顔には驚くほど
幸せになることができる、素敵なパワーがあります。一
緒に笑顔になる楽しい講座です。講師：工藤 晴香 氏

予約受付中
予約・問合せ先 ha429ru@me.com

M

6/10
月曜日

【北上会場】

うたってふれて、親子のほっこりなひとときを♪

うたっておどって
楽しく骨盤ケア♪
時間／10:30-12:00 定員／6組（要予約）
参加料／1,500円（税込）
持ち物／バスタオル・赤ちゃんの水分補給
対象／妊婦さん・2か月～1歳頃の赤ちゃんとママ
体を伸ばしたりほぐしたりしながら、わらべうたにあわせて緩
やかに動かしていきます。 赤ちゃんは抱っこ紐で、大きなお子
さまはママの隣で一緒にできるので親子で楽しめますよ♪骨
盤をケアして体をぽかぽかにしましょう^ ^ 講師：佐藤 亜優 氏

予約受付中
予約・問合せ先

jg.7-ard@i.softbank.jp
または tel.090-6625-3160 佐藤まで

6/15
土曜日

【盛岡会場】

父の日のプレゼントに世界で1つだけの可愛い
アイシングクッキーを作りませんか？

父の日アイシングクッキー教室
時間/10:30-12:00 定員/5名（5日前迄に要予約）

参加料/1,500円（税込）持ち物/エプロン、ハンドタオル
作って楽しい！食べて美味しい！アイシン
グクッキーを4 枚作成します。お子様連れ、お
一人様大歓迎！みんなで楽しくアイシング
クッキーを作ってパパにプレゼントしよう♡
講師：熊谷 望 氏

予約受付中
予約・問合せ先

mizonokuma0417@gmail.com 
https://ameblo.jp/nonchi333futa/       

tel.090-4312-6510 熊谷まで

6/12
水曜日

【盛岡会場】

ぶきっちょさんでも、初めてさんでも作れます！

つまみ細工教室
時間／10:00-12:00 ※手ぶらでお越し下さい
参加料／1,000円+材料費500円（税込）
定員／6名（3日前までに要予約）
対象／小学生以上（低学年は大人の方とご一緒に）

ボンドを使って作るつまみ細工です。気
軽に身に付けられるアクセサリーから、
七五三やお祭りの髪飾り等、お気に入り
を作ってみませんか？
講師：つまみ細工 花工房はつね ふじいのぶこ 氏

予約受付中
予約・問合せ先 tel.090-6680-7978 藤井まで
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日程 曜日 会場 講座名 時間 参加料（税込） 定員 申込 ・連絡先

7/4 木 北上 ベビーマッサージ＆つくるタイム♪ 10:30-12:00 2,000円 5 LINE@ID　@fgk3035q 

7/7 日 盛岡 不動産の相続勉強会 STEP1 10:00-12:00 1,000円 6 https://fsouzoku.jp/shop/shop_detail/153

7/8 月 北上 うたっておどって楽しく骨盤ケア♪ 10:30-12:00 1,500円 6 jg.7-ard@i.softbank.jp

7/10 水 盛岡 つまみ細工でヘアアクセサリー手作りレッスン 10:00-12:00 2,500円- 6 https://ws.formzu.net/fgen/S71043601/

7/11 木 盛岡 ネイルケアレッスン 10:30-12:00 1,000円 4 zk.31003@gmail.com

7/11 木 盛岡 ベビースキンケア♡おちんちんケア 10:30-12:00 1,500円 5 lunalua0925@gmail.com

7/13 土 盛岡 マーブルアート講座『ガーランド』 10:00-12:00 2,200円 5 tel.090-7566-5380

7/18 木 盛岡 つまみ細工教室 10:00-12:00 1,500円 6 tel.090-6680-7978 

7/22 月 北上 和みのヨーガ 10:00-12:00 1,500円 10 https//i-uminoie.amebaownd.com  

7/25 木 盛岡 不動産の相続勉強会 STEP1 10:00-12:00 1,000円 6 https://fsouzoku.jp/shop/shop_detail/153

7/25 木 盛岡 夏のアロマケア 10:00-12:00 1,800円 5 tel.080-6056-6048（SMOK）
※詳細は次回の案内に掲載します。 お問合せ ・お申し込みは各教室の講師の方へお願い致します。

6/29
土曜日

【盛岡会場】

基礎からわかる　

女性のためのマネー講座
時間／10:00-12:00　参加料／無料
定員／5名（3日前までに要予約）
金融ならではの難しい話は苦手。将来年金いくら
もらえるの？このままで大丈夫？お金のことって
誰に相談したら良いかわからない。将来に向けて、
お金と賢く付き合うための基本を学びませんか。

講師：笹田 幸子 氏　SL18-3360-0056

予約受付中
予約・問合せ先

https://ssl.form-mailer.jp/fms/24ab2059585771
またはtel.090-3128-7726 笹田まで

6/30
日曜日

【盛岡会場】

歴史をあそぶ、漢字をあそぶ

おやべん体験お茶会
時間／13:00-14:30
参加料／3,240円（税込）

定員／3名（3日前までに要予約）

お母さんと遊ぶだけで歴史が楽しく、漢字

が好きになる方法をお伝えします。

講師：おやべん カヌー氏

予約受付中
予約・問合せ先

https://ameblo.jp/ykanuka/entry-12256790493.html
https://ws.formzu.net/fgen/S26878387/

6/27
木曜日

【盛岡会場】

相続なんて、お金持ちの家しか関係ないでしょ？…
と思っていませんか？

不動産の相続勉強会
時間／10:00-12:00（STEP5）
参加料／1,000円（税込）

※全５回一括申込で3,000円（税込）

定員／6名（申込先着・要予約）
不動産相続勉強会は全5回構成となっておりま
す。今回は『制度を活用した応用事例を学ぶ』と
して節税対策から成年後見制度等を学びます。
講師：ニッセイ不動産　阿部 氏・菊池 氏

予約受付中
予約・問合せ先

https://fsouzoku.jp/shop/shop_detail/153
tel:019-613-4181 阿部・菊池まで

6/27
木曜日

【盛岡会場】

飼主さんと一緒に楽しむアロマケア

ワンちゃんのペットアロマ
時間／10:00-12:00
参加料／1,000円+材料費800円（税込）
定員／5名（前日昼までに要予約）
市販の虫除けスプレーに入ってるディー
ト（農薬）のない舐めても安心安全なアウ
トドアスプレー、お散歩時のダニ対策に！
夏の肉球クリームも飼主さんと兼用出来ます。
講師：アロマウェルネスアドバイザー
　　　桜田 正美 氏

予約受付中
予約・問合せ先 tel.080-6056-6048 ショートメールOK

6/27
木曜日

【北上会場】

男の子ママ必見！知って安心子育てスキル！

ベビースキンケア

おちんちんケア
時間／10:30-12:00 参加料／1,500円（税込）

定員／5名（3日前までに要予約）
持ち物／バスタオル・いつものお出かけセット
対象／生後２ヶ月以降の男の子＆ママ
男の子ママの疑問№1のおちんちんケア。正しいケアって何？誰に聞
いていいか分からない！でも、ママとして知っておきたい!!現役男の
子ママ＆保育士の私が、正しいケア方法をお伝えいたします♪

講師：「てってのね」斉藤とも絵 氏
予約受付中
予約・問合せ先

salon.tette@gmail.com
LINE@ID:  @fgk3035q

6/29
土曜日

【北上会場】

テレビや雑誌でも特集が組まれる程人気の習い事！

ポーセラーツ教室
時間／10:00-14:00
定員／3名（3日前までに要予約）
参加料／1,000円+材料費／1,500円（税込）

白磁にお好きな柄を選んで貼り、食器やイン
テリア用品が作れます。マグカップやプレー
トがお得に作れる体験レッスンもご用意しま
した。お気軽にお問い合わせください☆
講師：高橋氏

予約受付中
予約・問合せ先

keiranthos@gmail.com 
https://ameblo.jp/keiranthos 

またはtel.080-5553-3445 高橋まで

6/24
月曜日

【盛岡会場】

入園・入学準備グッズ

きらきら移動ポケット作り
時間／10:00-13:00参加料／2,000円（税込）

定員／6名（3日前までに要予約）持ち物／ハサミ
幼稚園児や小学生の間では定番アイテムの移
動ポケットを水や汚れに強いテープを使って
作ります。肩テープを通せば小さなお子さんの
ポシェットにもなりますよ。お色は選べます。
初心者さん大歓迎です。
講師：Laule'a（ラウレア）大井 幸恵 氏

予約受付中
予約・問合せ先

Laulea9yuki@gmail.com
https://ameblo.jp/laulea9yuki

6/30
日曜日

【北上会場】

テレビや雑誌でも特集が組まれる程人気の習い事！

ポーセラーツ教室
時間／10:00-14:00
定員／3名（3日前までに要予約）
参加料／1,000円+材料費／1,500円（税込）

白磁にお好きな柄を選んで貼り、食器やイン
テリア用品が作れます。マグカップやプレー
トがお得に作れる体験レッスンもご用意しま
した。お気軽にお問い合わせください☆
講師：高橋氏

予約受付中
予約・問合せ先

keiranthos@gmail.com 
https://ameblo.jp/keiranthos 

またはtel.080-5553-3445 高橋まで

北上市北鬼柳20-63-1
 （たねの盛岡屋さん向い）
北上市北鬼柳20-63-1
 （たねの盛岡屋さん向い）

盛岡市北飯岡1丁目1-82
（ヤマダ電機さんとなり）

◆盛岡会場 ◆北上会場

オートバックス様●

パルコ
タウン

イオン●
盛岡南様　

住まいの
満足館

●
ほっか

ほっか亭
様

焼肉　
ヤマト様●

日高見中央●
クリニック

講座開催希望の方はこちらまで ※盛岡・北上共通
tel.019-635-0865　担当／生内（おぼない）
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