
私たちの講座です ★講座によって材料費がかかるものがあります。
材料費は原則として講座当日に会場で徴収いたします。

●各講座参加人数により、講座時間が前後する場合があります。
●お申込後のキャンセルは材料費を頂戴する場合がございます。

●参加の際には必ずマスクをご着用ください。（各自必ずご持参ください。）
●大声をだしたりすることが無いようにお願いします。
流行状況によっては開催が中止されることがございます。あらかじめご了承ください。

受講料
無料 !!

この
“のぼり”が
目印です

新型コロナウイルス感染防止対策のお願い

健 康 キレイ つくる 学 ぶ 飲 食

漢方は皆様の身近な物になりつつも、植物原料が一
般的！今回は、即効性・有用性に優れた動物生薬に関
して100年以上も歴史のある救心製薬の坪田康弘先
生に、「痛み」「眠り」を中心にお話しいただきます。「痛
み」「眠り」が日々心配な方必見です！
□対象／老若男女歓迎！ □定員／25名 □持ち物／筆
記用具 □材料費／1,000円（受講3日前迄）□講師／
坪田康弘（救心製薬）、吉田俊実（薬局としみ）
★参加特典／即日使用できる「ツボ」のレクチャー、
「痛み」「眠り」のテキストと「動物生薬」のプレゼント
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2月20日月 13：30～15：30
会場／ハイトピア伊賀３Ｆ

今日から使える実践講座（ストレスによる痛みと不眠）

薬局ヘルスショップ としみ
伊賀市緑ヶ丘本町757-3　定休日／月・木・日・祝　Pあり

☎0595-23-1076
2/1～2/19の火・水・金・土
11：30～14：00
店頭予約可

予
約
受
付

「品質表示だけでは、わからない」「触った
だけでも、わからない」「暖か過ぎるふとん
は眠れない」脳も身体もぐっすり眠れる、健
康に良いふとん選び。
□定員／３名
□講師／榎 正和（睡眠環境アドバイザー・睡眠

指導士・一級寝具技能士・羽毛診断士）
★参加特典／店内商品10%off（一部除外
品あり）

2月6日月・11日土
13：30～14：30

間違ったふとんの選び方していませんか

榎ふとん店
伊賀市下友生2229　定休日／不定休　Pあり
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☎0120-85-7565
予約受付時間／8：30～19：00

肌にやさしい木綿わたで、寝かしつけがうまく
出来る「ベビー抱っこふとん」を、ふとん職人と
一緒に作りませんか。
□定員／各回４名
□材料費／1,800円（ふとん綿・惻生地）
□持ち物／マスク、帽子
□講師／榎 正和
　　　　  （一級寝具技能士・睡眠環境アドバイザー）
★参加特典／店内商品10%off（一部除外品あり）

2月5日日・13日月・25日土
13：30～15：00

木綿わたで「ベビー抱っこふとん」を作ろう

榎ふとん店
伊賀市下友生2229　定休日／不定休　Pあり
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☎0120-85-7565
予約受付時間／8：30～19：00

肩こりや不眠も合わない枕から。フンワり・
ガッチリ・コロコロ等の感触を選ぶ。上向
きも横向きも、高さ５mm単位であなたに
合わせる。プロが作る、自分枕の体験会
です。
□定員／各回２名
□持ち物／お使いの枕
□講師／榎 正和（一級寝具技能士・睡眠環境

　アドバイザー）
★参加特典／店内商品10%off（一部除外品あり）

2月4日土・12日日
13：30～14：30

高さも、感触も、自分に合った「枕」体験

榎ふとん店
伊賀市下友生2229　定休日／不定休　Pあり
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☎0120-85-7565
予約受付時間／8：30～19：00

「まくらが合わない」「よく眠れない」そんな方に！！ 
7つのブロックに分かれた枕に、中身のソフトパイ
プを自由自在に調整し、自分に合った高さの枕を
作ってみませんか。
□定員／各回４名
□材料費／4,980円
□講師／松田充雄
★参加特典／店内商品10%off

2月11日土・12日日・18日土・19日日
10：00～11：30

ぐっすり眠れる 自分まくらで快眠を!!

寝具の店 糸源
伊賀市上野車坂町761　定休日／水　Pあり
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☎0595-21-0434
予約受付時間／9：00～19：00

ダウンプロフェッサー（羽毛診断士）が、そ
の場で羽毛ふとんの羽毛を取り出して診
断。羽毛の傷み具合などを詳しく説明しま
す。メンテナンスや購入時のチェックポイ
ントなどのアドヴァイスも致します。
□定員／各回１名（１グループ）
□持ち物／傷んだり、気になる羽毛ふとん

  （複数枚OK）
□講師／松田充雄
★参加特典／店内商品10%off

2月9日木・14日火・23日木・25日土
10：00～11：00

羽毛ふとんのリフォーム＆メンテナンス

寝具の店 糸源
伊賀市上野車坂町761　定休日／水　Pあり
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☎0595-21-0434
予約受付時間／9：00～19：00

快眠は敷き寝具にあり、店内の様々な
マットレスの寝心地を体験して頂き、
あなたの体に合うマットレスを見つけ
るお手伝いをします。
□定員／個別対応
□講師／森下信之（マニフレックスマスター販

売員、西川快眠プロデューサー）
★参加特典／店内商品10%off（一部
除外品あり）

2月18日土・19日日・20日月・21日火・22日水・23日木
10：00～

腰痛や肩こりの原因は敷き寝具？

森下ふとん店 マニステージ伊賀
伊賀市上野忍町2592　定休日／なし　Pあり

☎0595-21-0135
予約受付時間／9：00～19：00

手縫いで革小物を作ります。□対象／中学
生以上
□定員／各回２名
□材料費／1,500円
□講師／橘 利夫
★参加特典／革の栞（しおり）

2月12日日・19日日
9：00～12：00

革小物を作ってみましょう

TSUDOU
伊賀市上神戸4560-926　定休日／不定期　Pあり

☎080-4225-1959
予約受付時間／随時受付

花粉症や鼻炎、喘息、アトピー性皮膚炎等は、身近
にあるアレル物質が原因です。予防するには、アレ
ル物質の除去ですが、まずはアレル物質について
知ることが大切です。
□定員／20名
□講師／嶋田貴志
★参加特典／ダニアレル物質
の測定を初回に限り半額で実施

2月8日水 13：30～15：00・18日土 10：30～12：00
・22日水 13：30～15：00

アレルギーの原因となるアレル物質とは？

株式会社 CLAY Lab
伊賀市ゆめが丘1丁目3番地3　Pあり

☎0595-41-1076
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会場／ゆめテクノ伊賀 テクノホール

マスク生活で乾燥気味のお肌をや
わらかチェンジ！お肌悩みのカウン
セリングから、クレンジング・洗顔・
フェイシャルマッサージ・パック・
メークまで、充実のプログラムです。
□対象／女性 □定員／各回1名
□材料費／1,320円（パック代）
□講師／杉本典子
★参加特典／悩みに合ったスキン
ケア体験サンプル

2月1日水・6日月・9日木・11日土・12日日・17日金・21日火
・23日木・26日日・28日火 10：00～11：30／13：30～15：00

ほほ笑みアップ！ポーラの顔エステ体験

ポーラ 上野店
伊賀市上野茅町2715-13　定休日／日・祝　Pあり

☎0595-23-0593
予約受付時間／10：00～16：00
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LIEN公式ページ

メークの基本はクレンジング・洗顔
から！スキンケアのアドバイスや、
ファンデーションのコツ、まゆの書
き方など、楽しくレッスン！
□対象／女性
□定員／各回1名
□持ち物／洗顔用タオル
□講師／杉本典子
★参加特典／悩みに合ったスキン
ケア体験サンプル

2月4日土・7日火・15日水・25日土
13：30～15：00

洗顔から始めるメークレッスン

ポーラ 上野店
伊賀市上野茅町2715-13　定休日／日・祝　Pあり

☎0595-23-0593
予約受付時間／10：00～16：00
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LIEN公式ページ

榎ふとんHP
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※その他の日時をご希望の
方はお問い合せ下さい。

認知度が広まった、非課税メリットがある
イデコとNISAについて、投資初心者向け
の内容のお話しをします。あなたも資産
形成のスタートラインに立ちませんか？
□定員／各回６名
□講師／辻本美生
★参加特典／粗品進呈

2月9日木・21日火
15：00～16：30

イデコとNISAで投資初心者の資産形成術

北伊勢上野信用金庫
伊賀市上野丸之内38-4　定休日／土・日・祝　Pあり

☎059-354-9983
予約受付時間／9：00～17：00
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日本茶アドバイザーが、いろいろな日本
茶の淹れ方や頂き方、お茶の効能やエピ
ソードなどお話ししながら、今更聞けない
ちょっとした事にでもお答えします。
□定員／各回４名
□材料費／1,200円
　　　　　  （煎茶・玉露・抹茶・菓子・干菓子）
□講師／村井元治
★参加特典／参加当日お買い上げ商品
10%off

2月6日月・7日火・8日水
10：30～12：00

お茶のおいしい淹れ方講座

むらい萬香園
伊賀市上野小玉町3130　定休日／木　Pあり

☎0595-21-1173
予約受付時間／9：00～19：00
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ビタミンや食物繊維など体に必要
な栄養がたっぷりの玄米を、美味
しく食べやすくするために黒米を
ブレンドし、手作りがんもをはさん
だライスバーガーを作ります。
□定員／各回５名
□持ち物／エプロン、手ふきタオル
□材料費／500円
□講師／林 佳代子
★参加特典／次回来店時に利用できる100円引クーポン進呈（1,000円以上お買い上げの場合）

2月9日木・16日木・23日木
13：30～15：00

玄米の美味しい食べ方

咲花（さな）
伊賀市ゆめが丘6丁目9-7　定休日／土・日　Pあり

☎0595-24-0815
予約受付時間／12：00～18：00

コロナ禍での家族葬はどんなんかな？終活ってどういう
ことするの？今現在の葬儀を分かりやすく勉強しましょう。
エンディングノートをお一人ずつお渡しいたします。
□定員／各回５名
□講師／阿部貴之
★参加特典／参加者へエンディングノートをプレゼント、
葬儀事前相談をされた方には食器用洗剤をプレゼント

2月10日金・16日木・20日月
10：00～11：00

教えて！ 家族葬とエンディングノート

平安会館 伊賀斎奉閣
伊賀市西明寺3214-1　定休日／なし　Pあり

☎0595-24-9999
予約受付時間／9：00～17：00
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名刺を作る際の基礎知識や、こだわりのアレンジ・
用紙選びなどのお話を致します。なつかしい活字の
印刷にもチャレンジして、自分の手刷り名刺を作っ
てみましょう。
※予約時にお名前の漢字をお知らせ下さい。
□定員／各回２名
□講師／岡本祥典
★参加特典／期間内、名刺製作代から10%off

2月11日土・25日土
13：30～14：30

名刺をお作りになるその前に

岡本誠美堂印刷
伊賀市西明寺1256　定休日／日　Pあり

☎0595-21-3784
予約受付時間／9：00～19：00
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予約はメールにて：info@clay-lab.comまで

※講座は１時間程度

●安心して、お気軽に受講していただくため、お店からの販売勧誘は行いません。
●適切な新型コロナウイルス感染対策を実施して開催します。自分にあった講座を見つけて参加ください。

お店の人だからこその楽しく、得する講座です。
ちょっと気になることを、お店の人が講師となって、専門知識やプロのコツを無料で教える少人数制のミニ講座です！




