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堺の商人の「ほんまもん」を学ぶ 講座実施店一覧
あきんど

2,000円5名
興味のある方1.5時間

2月15日（木）15:00～16:30

当店は、自家焙煎による、スペシャルティーコーヒーを提供している店です。皆様には、スペシャル
ティーコーヒーの説明と、コーヒー豆の焙煎を直に見て頂きます。そして、煎りたて、挽きたて、淹
れたてのコーヒーをケーキと共に味わって頂きます。焼いたコーヒー豆も持って帰って頂きます。

老舗喫茶店が教える、スペシャルティ・コーヒーの極意
2
堺東

実施期間 2月1日2018年 木 ～3月31日 土

マルミベーカリー
5

家具工房 大黒屋
11

大井FP事務所
13

まち家カフェ Sacay
12

Bar CLASSICAL
15

参加を希望するお店へ直接、お電話ください。
受付開始　1月15日（月）から ※必ず事前予約の上、ご参加ください。

072-229-8574

090-3861-9629（広瀬）

072-232-1231

072-229-5010

072-232-2812

072-227-3516

072-275-5575

072-233-8787

2月
3月

9日（金）、16日（金）、23日（金）
9日（金）、16日（金）、30日（金）14:00～16:30

当日受付時間
13:40

対象 大人所要時間 2.5時間定員 参加費 1,000円4名

腹式呼吸を用い4種の的に各5本の矢を当て点数を合計！ 
目標が持て集中力や達成感アップ！ お茶の時間も楽しい！ 
吹き矢教室の立上げサポートいたします！

日･祝定休日

無休定休日7:00～22:00営業時間
堺市堺区北瓦町2丁1-1
【予約受付時間】 7:00～22:00

5,000円（1組）4組8名（　　　　）
10才～ エプロン 作業しやすい服装約4時間

2月3日（土） 9:00～13:00 当日受付時間8:30～
参加費定員

所要時間 対象 持ち物

2人1組で参加していただき、手作りでパンを作ります。小さな食
パン、ベーグル（与謝野晶子さんも食べていた）、甘食、あんぱん、
クリームパンなど、作った商品はすべてもって帰って頂きます。

自社で販売中の商品をレシピどおり作ります！

２月24日（土） 16:00～

1,000円10名
1～1.5時間

DIY初心者のための初歩の初歩

随時受付

加工しやすいホワイトウッドを使って先ずは簡単なラックを作ります。4辺
合計が180cmまでならご希望のサイズで作れます。手鋸の他、簡単な電
動工具も使います。お時間のある方は塗装仕上げまでやっちゃいます。

対象
所要時間定員 参加費 3,000円4名

DIY初心者 エプロン等
1～2時間

持ち物

堺伝統工芸士によるお香づくり体験。
お香の材料を使用し、オリジナルのお香を作ろう。
お線香の歴史を知ろう。堺伝統工芸士によるお香づくり体験。

2,000円10名
小学生以上

1時間
2月17日（土） 16:30～17:30  当日受付時間16:00～

当カフェで毎回大好評の和菓子作り体験。今回も宝泉菓子舗・前田
さんをお迎えし開催いたします。お1人様での参加も大歓迎です！！
※お茶・珈琲・オレンジジュースなどのドリンク(お1人様1杯)と、和菓子のお土産付き。

毎回大人気！宝泉さんの和菓子作り体験！ 喫 茶

堺の新進気鋭の和菓子職人（宝泉菓子舗）

堺市堺区甲斐町東1丁2-18
【予約受付時間】10:00～18:00

不定休10:00～18:00
http://www.sacay.jp
FB：https://www.facebook.com/pg/sacay2017

定休日

講師
前田 崇之前田 崇之

営業時間
WEB

堺市堺区市之町東2丁2-2
【予約受付時間】 平日9:00～17:00

9:00～18:00営業時間 不定休定休日

独立系ファイナンシャルプランナー事
務所。お客様のリスクとコストの軽減を
第一に、課題解決に導きます。

FPコンサルタント

講師
大井 尉行大井 尉行

３月３日（土） 14:00～15:30  当日受付時間13:30～

※会場=まち家カフェSacay
3,000円（お茶・お菓子付）10名

1.5時間

高齢化社会から高齢社会の日本。次世代が困らないよう､何から
始めたらよいか一緒に考えていきましょう。

今すぐ準備！相続・空き家対策講座山之口

山之口

堺駅

20才～3時間10名
2月17日（土）※カクテル2杯付 13:00～16:00  当日受付時間12:30～

知ってるようで意外と知らないお酒のこと。お酒のプロである
バーテンダーがわかりやすくお話します。また、家庭でも簡単に美
味しく作れるカクテルを数種類、数々の大会入賞のバーテンダー
がお教えいたします。さああなたもBARの扉をたたいてみよう！

BARセミナー・バーボンとスコッチの違いって知ってますか？

4,000円

Ba r

講師
髙杉 晋 
中原 淳史
髙杉 晋 
中原 淳史

堺市堺区栄橋町1丁4-8
【予約受付時間】営業時間内

18:00～26:00 日・祝営業時間

日本バーテンダー協会認定マイスター・バーテンダー＜高杉＞
HBA（日本ホテルバーメンズ協会）カクテルコンペティ
ション全国大会３位入賞＜中原＞対象所要時間定員 参加費

定休日

対象
定員 参加費
所要時間

喫茶モナミ喫 茶

講師
上田 明次上田 明次 モナミ・マスター

4
堺東 吹矢とおしゃべりで楽しく健康アップ！ 栄屋健康・吹き矢

健康吹矢「げんきタイム」代表

堺市堺区中瓦町2丁3-14

※会場=熊野地域会館2階（堺東駅から徒歩約5分）

【予約受付時間】11:00～16:00

講師
広瀬 和男広瀬 和男

山之口

6
山之口

山之口

定員 参加費
所要時間

堺市堺区市之町東2丁1-8
【予約受付時間】 8:00～18:00

8:00～18:00
講師
春木 淳一　
国分 正人
春木 淳一　
国分 正人 堺でパン屋85年　3代目

営業時間

株式会社 奥野晴明堂線 香

プール学院大学客員教授　
堺工科高校定時制講師　
大阪府伝統工芸師

堺市堺区市之町東2丁1-4
【予約受付時間】14:00～

osenkou.comWEB
講師
奥野 浩史
松浦 八重子
奥野 浩史
松浦 八重子

家具工房

堺市堺区市之町東1丁2-21
【予約受付時間】 9:00～18:00

9:00～18:00 不定休
erokama101yoko.wixsite.com/
carpenter.jp

営業時間 定休日
WEB

※後日の追加加工も前もってご連絡いただけ
れば作業場をお貸しします。

講師

大黒 幸春大黒 幸春

パ ン

定員 参加費
所要時間

参加費定員
対象

所要時間

占いの杜 レジーナ
1

お好み焼き 鉄板焼き じゅらく
3

072-232-1380

072-233-1654

無休定休日
堺市堺区中瓦町2丁3-8

12:00～19:00営業時間

【予約受付時間】12:00～19:00

豚玉・イカ玉　各700円

【予約受付時間】11：30～14：00、17：00～22：00

11：30～14：00、17：00～22：00 (LO21：00)
月・第3日曜日

堺東

数ある占いの中から手相占いに絞っての講座です。運勢・性格
は手のひらに表われます。生徒さんはお一人だけなので遠慮
することなく込みいった質問等も可能です。

プロとマンツーマンで気軽に学べる、手相学のポイント

筆記具
全3回13,500円1名
大人45分

2月1日～2月28日 11:00～11:45  当日受付時間10:30～

持ち物対象
定員 参加費
所要時間

講師 瑞宝瑞宝

手 相

レジーナのオーナー

お好み焼き

堺市堺区中瓦町1丁2-13
営業時間
定休日

堺のうんちく・豆知識を教えます。

お好み焼きの基礎（混ぜ方、ひっくり返すタイミング、仕上がり具
合いなど）を教えます。ご自分で焼くお好みを楽しんでください。

お好み焼きの基礎を教えます

30分
なし

2月1日～2月28日　当日 11:00～13:30 /17:00～ 20:30
定員 参加費
所要時間

堺東

講師
由肥 秀介

072-228-5201

10:00～18:00（LO17:30）
sakaishi-bluebird.com

日･祝、第1土営業時間 定休日

浅香山の日本式リラクゼーションサロン“ぶる
うばあど”オーナー。お客様のケアにアロマを
使用。プライベートでもアロマを使い、快適な
暮らしを提案。

紙cafe和風カフェ

講師
星川 千亜紀星川 千亜紀

WEB

堺市堺区市之町東2丁1-3
【予約受付時間】10:00～18:30

3,500円5名
ママさんからシニアまで 筆記用具

1時間
2月7日（水） 13:30～14:30  当日受付時間13:00

好きな香りに包まれて、いつも豊かな気持ちになりましょう。

ご自分の好きな香りでオリジナルフレグラ
ンスオイルを作ってみませんか？7

山之口

所要時間定員 参加費
対象 持ち物

鞄の箱
8 072-232-2530

2,000円8名
大人

1時間程度
2月25日（日） 14:00～  当日受付時間13:30～

○鞄や小物を選ぶ、ほんのちょっとしたこと
○メンテナンスや修理のこと※当日は行えません
小ネタ「レザーファクトリーに集うハーレーダビットソン」他

鞄屋さんと話す、鞄や小物の「あれ」や「これ」

講師
小松 史郎小松 史郎

鞄・小物

鞄と小物を売る人。鞄と小物をつくる人
を集めたい人。

堺市堺区甲斐町東2丁1-10
【予約受付時間】11:00～19:00

11:00～19:00 木
kabannohako.com

営業時間 定休日
WEB

山之口

対象
所要時間定員 参加費

萬字堂本店
9

柄のよい 河十呉服店
10

072-232-3937

072-232-0379

山之口

3,000円5名
20才～ 御自身のアクセサリー

1人1時間程度

時計・宝石

2月7日（水）、9日（金） 11:00～17:00

思い出の品、母上の形見等を御相談しながら、貴女だけの新し
いアクセサリーにいたします（御見積りをいたします）
どこよりもお安い値段で、御満足していただきます。

大切な思い出がよみがえる！ジュエリー・リメイク術

この道40年以上の店主と専門家がアド
バイスします。

万代 勇美子
西田 篤
万代 勇美子
西田 篤

堺市堺区甲斐町東2丁1-5
【予約受付時間】10:00～18:30

木10:00～18:30
講師

呉 服

堺市堺区甲斐町東2丁1-3
【予約受付時間】10:00～18:00

営業時間 木定休日10:00～18:30
講師

門田 きよみ門田 きよみ
創業138年の老舗に嫁いで27年。
着付けのイロハを教えます。

２月中 ※事前電話予約

畳の上で折り紙のようにお太鼓結びを作ります。
5分で簡単に帯結び。洗濯バサミ（大）4つで！！

着付教室では教えてくれない㊙帯結び
対象

所要時間定員 参加費
持ち物

定員 参加費 3,000円2名 所要時間 1時間 対象 女性
持ち物 袋帯、帯揚、帯〆、帯枕、洗濯ばさみ（大）4ヶ

営業時間 定休日

山之口

堺泉酒造有限会社
14 072-222-0707

20才～1～2時間
10名
2月11日（日） 13:30～  当日受付時間13:00～

堺での酒造りの歴史をはじめ、日本酒造りの基本からマニアックな
話まで、当社の現場で活躍する杜氏さんが詳しく解説します。普通
の酒蔵では見れない所や、モノが、見れたり味わえたりするかも？！

杜氏さんによる酒造り大解説！

3,000円（720mlのお酒１本付） 講師
望月 清美望月 清美

【予約受付時間】10:00～16:00（平日）
堺市堺区甲斐町西3丁3-4

10:00～16:00 土・日・祝
sennorikyu-nihonshu.jp

営業時間 定休日
WEB

酒 造

対象所要時間
定員 参加費

堺駅

2014年、44年ぶりに堺の地に酒造りが復
興しました。「堺の御酒」を、少しでも多くの
堺の人たちに知ってもらいたいです。

2人1組でお申し
込みください


