
ナウエ㈱工場見学ツアー1

今から考えよう！
生前贈与～遺産分割7

プロが使う工具を使って
タイヤ交換してみよう2

●対象：小学生以上（小学生は保護者同伴にて）　●定員：５名または３組
●材料費：無料　●備考：スカート・サンダルはご遠慮下さい。

11/20 月 10：30 ～ 11：30
11/25 土 10：30 ～ 11：30

ナウエ株式会社 ☎0577-73-2789
古川町下気多 112-5

北は宮城、南は九州へこの古川から日々運ばれる商品が
あること、知っていますか？最新の IoT 設備と職人の技
術で商品を生み出している当社を探検してみましょう！
地元を知りたい中高生、帰省中の大学生も大歓迎です！

●対象：自動車保有の方 性別不問　●定員：各３名
●材料費：無料　●備考：可能ならご自分の冬用タイヤ

㈲タイヤマート24 ☎090-8867-0739
古川町大野町 275-1　会社 TEL 74-1524

パパッとアイロンがけ時短技！！3

●対象：どなたでも　●定員：各回４名
●材料費：無料　●持ち物：Ｙシャツ・ハンカチ

11/15 水 19：00 ～ 20：00
11/22 水 13：30 ～ 14：30

11/16 木 13：30 ～ 14：30
11/21 火 13：30 ～ 14：30

11/15 水 19：15 ～ 20：30
19：15 ～ 20：3011/18 土

11/18 13：30 ～ 14：30
15：30 ～ 16：3011/18 土

土

電気専化カネカ ☎0577-73-2040
古川町金森町 12-2

毎日のアイロンがけ、急にワイシャツが必要になっ
たときに誰にでも簡単にできる裏技を教えます。

忘新年会、職場や町内などの宴会にすぐに役立つ！
飛騨ならではの宴会の進め方、言葉遣い、ちょっ
とした心遣いをお伝えします！

金田 美幸講師

近くて遠い国ロシアを
疑似体験してみよう！（旅行記）8

●対象：どなたでも　●定員：５～６名
●材料費：無料　●持ち物：筆記用具

11/11 19：30 ～ 20：45
11/28 火

土

19：30 ～ 20：45

11/15 14：00 ～ 14：30
11/21 火

水

14：00 ～ 14：30

㈱北平商店 古川南ＳＳ ☎090-6573-8502
飛騨市古川町上町 253-2　会社 TEL73-4339

世界で一番広い国と言えば・・ロシア。時差が９時間
ある国。近い国なのに知られていない。講座ではロシ
アでの生活をお伝えします！（文字、食生活なども）

●対象：どなたでも　●定員：各回10名
●材料費：500円　●持ち物：特になし

お正月にむけての飾り台「ミニ畳づくり」です。て
づくりでつくるたった１つのミニ畳を作りません
か。

北平 智久 他１人講師

22

金融マンの
「かっこいいお札の数え方」10

「お札の数え方」教えます。練習用のお札ですが、大
金を数えた気分になれますよ♪お金の豆知識もお話
します。

上林 一之講師

ジュニアNISAと
つみたてNISA☆11

●対象：どなたでも　●定員：10名
●材料費：無料　●持ち物：特になし

11/22 16：30 ～ 17：30水

飛騨信用組合古川支店
古川町金森町 10-16

０歳から大人まで！コツコツ、じっくり資産形成！！
「資産の分散」と「時間の分散」でいいところ取りの
累積投資って！？わかりやすくご紹介します♪

早川 真由講師

米屋が教える「豆餅のつき方」19

やってみよう
初めての蕎麦打ち！！18

大好評！
靴のお手入れ講座 ～2017年版～9

●対象：どなたでも　●定員：各回５名または３組
●材料費：無料　●持ち物：お手入れしたい革靴

●対象：どなたでも　●定員：各回５名
●材料費：無料　●持ち物：筆記用具

エポマルヒロ靴店
古川町殿町 6-30

高山信用金庫
古川町弐之町 8-5

親子で
乾電池つくってみませんか？12

●定員：各３組　●材料費：500円
●持ち物：ぬれタオルかウェットティッシュ

11/19 10：00 ～ 11：30
10：00 ～ 11：3011/26日

日 11/14 13：30 ～ 15：00
13：30 ～ 15：0011/21火

火

11/11  9：00 ～ 11：30
 9：00 ～ 11：3012/ 2 土

土

いつも使っている乾電池の正しい使い方と、しくみ
を知り、手作り乾電池つくってみませんか？

澤　雅之講師

みちでんき
古川町貴船町10-1　会社TEL 73-3994

この秋に自ら東京の講習会に参加して得た知識を使い、最
新のお手入れ＆ケア方法をご紹介します

坂口 昇講師

和菓子を作ってみよう！14
11/11 13：30 ～ 15：00

18：30 ～ 20：0011/15
土

水

13：30 ～ 15：00水11/22

新名屋
古川町金森町 15-17

ある日突然発生する相続。近年は争族問題も激化し
ています。今からできる生前贈与・節税対策・遺言書・
遺産分割など様々な事例をご紹介します。

11/12 13：00 ～ 14：00
10：00 ～ 11：0011/18

日

土

13：00 ～ 14：00日11/19
スタッドレス交換時期、プロが使うエアーツールを使っ
てのタイヤ交換体験をしてみましょう。冬道の走り方等
アドバイスします。

新名 正浩・由香里講師

25

26 33

3420

森茂 聡子講師

飛騨の宴会司会のコツ4

●定員：各回５名　●会場：古川町商工会研修室
●材料費：無料　●持ち物：飲み物・筆記用具

●会場：古川町商工会研修室

西向 孝史講師

名上 瑞輝講師

●対象：どなたでも　●定員：各回10名
●材料費：無料福田 幸博講師

知って得する自転車教室17

ー会場ー
杉崎教室

ー会場ー
古川教室

27

●対象：どなたでも ●定員：各５名 ●材料費：無料
●持ち物：お手持ちのデジタル一眼またはコンパクトデジカメ

これからデジタル一眼カメラを始めたい方や写真撮影
が好きな方に。当店周辺での秋の飛騨古川撮影も予定
しています。

ミニ畳をつくってみよう！13

重澤畳店
古川町向町 3-2-5

重澤 正雄・頼正講師

簡単調理でもう一品♪15

デリカショップセイワ ☎0577-73-5834
古川町栄 2丁目 1-16

初めての万年筆講座16

㈲田近百貨店
古川町弐之町 6-5

21

☎090-8735-2058

28

●対象：どなたでも　●定員：各６名
●材料費：500円　●持ち物：エプロン・包丁

11/15 13：30 ～ 15：30
13：30 ～ 15：3011/26

水

日

11/12 8：00 ～ 8：50

8：00 ～ 8：5012/10
日

日

缶詰をそのまま食べてもおいしいけど、ちょっと手を加え
てさらにおいしく食べましょう！簡単に調理できますよ！

缶詰をもっとおいしく食べよう♪30

居酒屋　源
古川町本町 3-47　店舗 TEL73-6683

小野 元講師

☎0577-73-6020

●定員：３組（１組２名まで）　●材料費：無料　

11/12 10：00 ～ 12：00日

薪を割ってみよう！ストーブに火を入れてみよう！沸かした
お湯でコーヒーを入れよう！炎の魅力を伝えます。

火日常を楽しもう♪31

薪ストーブのBee
古川町高野 2042-20

志田 悟講師

●定員：各４名　●材料費：無料　●持ち物：なし
●対象：どなたでも

11/24 13：30 ～ 14：30
19：00 ～ 20：0011/24

金

金
美肌のカギ「キメ」診断と、「リンパ」の考え方を取り入れ
たマッサージをしてみよう。簡単！実感！短時間！ですっ
きり小顔になっちゃうかも♪

デトックスを知って
美肌を手に入れる！38

酒井 朋美講師

11/13 13：30 ～ 15：00
19：00 ～ 20：30

月

11/13月

39

☎0577-73-2535

こうやって使うといいのか！
初めてのデジイチ講座32

㈲井端カメラ
古川町金森町 10-31

井端 浩二講師

29

●対象：どなたでも　●材料費：500円
●定員：８名または４組　●屋外の予定ですので
暖かくしてお越し下さい。　

えーっ！！それだけで燻製ができちゃうの？と驚くく
らいカンタン。知っていれば気軽に出来る○○スモー
クをたくさん作ってみよう！！

くん製づくりを体験しませんか？36

荒木　恭一講師

●対象：20歳以上　●材料費：無料
●定員：10名　●備考：筆記用具上野麻衣子・浅野晋平

講師

福祉用具マメ知識講座5

●対象：どなたでも　●定員：各回５名
●材料費：無料　●持ち物：特になし

㈲古川住設管工事 ☎0577-73-6196
古川町上町 954-1

住宅介護における意外と知らないことやプロだから思う
豆知識をお話しします。実際に福祉用具に触れて、体験
して、上手な利用の仕方についてお話ししましょう。

12/6 10：00 ～ 11：00
10：00 ～ 11：0012/7 木

水

今CMでも話題の” イデコ” って何！？この” イデコ”
についてわかりやすく解説しちゃいます♪

神出 絵里更講師

賢く節税しよう！6

㈱十六銀行古川支店 ☎0577-73-2611
古川町弐之町 2-23

●対象：小学３年生以上で保護者同伴

数は楽しいよ！

23

●定員：各回２組（お子様だけでも可）　●持ち物：筆記用具・さんすう教科書

●対象：小学生１年生
●材料費：無料

松下そろばん教室 ☎090-7601-8771
杉崎教室：古川町杉崎361-1　古川教室：古川町向町１丁目1-5

時計よ、止まってぇ～。今何時何分？時計を書いて
時刻を知ろう！

松下 愛子講師

24

まな板をつくろう！35

●対象：どなたでも　●定員：５名
●材料費：2,000円（無垢の材料を使います）
●備考：汚れてもいい服装でお越し下さい。

☎0577-73-7703
古川町栄１丁目 1-54

飛騨の木を使ってマイまな板をつくってみましょう！
木の手触りや香りを感じに来てください♪

堅田 恒季講師

calm's café（カームズ カフェ）

37

11/18 19：00 ～ 21：30
19：00 ～ 21：30

土

11/25 土

40

ホットミルクティーで
身体を温めよう！ 41

（あつまれぇ～小学１年生 ）

【受付時間　8：00～17：10　土日祝祭日休】

【受付時間　9：00～ 19：00　水曜休】
☎0577-73-2556

【受付時間　9：00～ 20：00　日曜定休】
☎0577-73-2002

【受付時間　9：00～ 19：00　日曜定休】

【受付時間　8：30～ 19：30　日曜日休み】
☎0577-73-2831

【受付時間　9：00～ 17：00　土日祝祭日休み】
☎0577-73-2470

【受付時間　9：00～ 19：00　水曜日休み】 【受付時間　8：30～ 18：00　不定休】

【受付時間　9：00～ 19：00　日曜休】 【受付時間　9：00～ 19：00　不定休】

【受付時間　10：00～ 20：30　木曜日休】

【受付時間　9：30～ 18：30　月曜日休】

Anoina ～あのいな～ ☎090-8955-5714
古川町三之町 2-29 【受付時間　10：00～ 21：00　土日不可】

☎0577-73-2621
【受付時間　9：00～ 17：00　土日祝祭日休み】

☎0577-73-2859
【受付時間　8：00～20：00　不定休】

【受付時間　8：00～ 17：30　日曜日休み】
☎090-3251-9191

【受付時間　8：00～ 19：00　日曜休】
☎0577-73-2408
【受付時間　8：00～ 18：00　不定休】

【受付時間　9：00～ 15：00　土日祝祭日休】
☎0577-73-2476

【受付時間　8：00～ 17：00　日曜日休み】

●対象：どなたでも

税理士法人飛騨会計事務所 古川事務所 ☎0120-313-101
古川町幸栄町 11-22 【受付時間　8：30～17：30　土・日曜休】 【受付時間　8：30～18：30　水曜休】

【受付時間　9：00～18：00　日曜・祭日休】

【受付時間　10：00～20：00　不定休】

【受付時間：9：00～16：00】

●定員：各４名　●材料費：無料
●持ち物：エプロン・三角巾・筆記用具

11/13 14：00 ～ 15：00
14：00 ～ 15：0011/14 火

月

和菓子大好きな方、和菓子作りに興味のある方、一緒に
作ってみませんか？ちょっとしたコツをお教えします。

☎0577-73-2109

●対象：どなたでも　

●対象：どなたでも　●定員：各回３名　●会場：総合会館調理室
●材料費：500円　●持ち物：エプロン・バンタナ。やる気

11/15 19：30 ～ 21：00
11/29 水

水

19：30 ～ 21：00
忙しいとき、もう一品、パパッと作れると助かりま
すよね。さぁ、一緒に作ってみましょう。料理の不
得手な方や男性陣も大歓迎♪村山 清和講師

●対象：中学生以上 ●定員：各回３名 ●材料費：無料

11/17 19：00 ～ 20：00
19：00 ～ 20：0011/25

金

土

19：00 ～ 20：00土12/ 2
①細字から太字のペン先で書いてみる
②色を何色もかえて線画を描いてみる
③万年筆で美文字体験
④素敵なプレゼント、あります。

田近　豊一講師

●対象：小学生以下は保護者同伴　●材料費：無料
●雨天時は中止。当日の問合せ先【080-6903-5525】
●持ち物：変速機付き自転車・お子様はヘルメットをご持参下さい

11/18 10：00 ～ 11：00
11/19 日

土

10：00 ～ 11：00
走る前の簡単な自転車の点検方法を学んでから、実際に近
くを走行してみましょう！

自転車専門店ナガクラ
古川町金森町 10-21

永倉 秋則講師

●対象：小学生以上　●定員：各２～３名×２組
●材料費：500円　●持ち物：バンタナ、手ふき、エプロン
●備考：大きな包丁を使います

11/18 19：00 ～ 20：30
11/19日

土

19：00 ～ 20：30
自分で打ったそばは格別です！！初めてでも大丈夫。少人
数で丁寧に教えます。わいわい楽しんで取り組めます！

蕎麦正なかや
古川町三之町 1-16

中家 智規講師

●対象：どなたでも　●定員：５名
●材料費：500円（お土産あり）
●会場：MOTHER’S HOUSE（マザーズハウス）

福山米穀店・精米所
古川町末広町 3-7

今年の当店のまちゼミのテーマは「もち米の消費拡
大」赤飯に続いて豆餅のつき方教えます。黒豆使っ
てうんまいやつつきます。

福山 昌昭・良子講師

かわいい多肉植物でホッ♡と
癒されませんか

●定員：各４名　●持ち物：特になし
●材料費：1,000～2,000円（植物と鉢植え等）　

11/11 10：00 ～ 11：00
13：30 ～ 14：3012/ 7

土

木

サロンドフルベール ひだ古川店
古川町上町店 720-1 旧収穫祭様

多肉植物の植え方、増やし方、年間を通しての管理
の仕方など、実際にかわいい多肉植物を植えながら
楽しくお伝えします。

タニクen 田中 由紀子講師

●対象：どなたでも　

☎0577-73-0887
090-7317-9702 受付時間

10:00～19:00

贈る”気持ち” を
ラッピングでおしゃれに演出!!

●対象：どなたでも　●定員：各３名
●材料費：無料　●持ち物：特になし

11/11 13：00 ～ 15：00
13：00 ～ 15：0011/18

土

土

あっ！いいものみつけた ポポロ ☎0577-73-3576
古川町金森町 14-2

包み方、いろいろ。平包み・スクエア包み等やリ
ボンのかけ方、楽しみませんか。

渡辺 洋子講師

ベーグルをつくってみませんか？

●持ち物：エプロン・筆記用具　●材料費：1,500円（材料・試食時の飲み物代）
●対象・定員：各回大人５名またはお子様連れ５組

11/18 11：00 ～ 13：00
①11：00 ～ 13：00 ②17：00 ～ 19：00

①10：00 ～ 12：00 ②18：00 ～ 20：00
11/19

土

日

水11/29

MOTHER'S HOUSE ☎090-6924-2880
古川町末広町 2-14

ご家庭でも作れるベーグル教えます。トッピングを選んで
オリジナルベーグルを作りましょう。

小倉 夕子講師

（ﾏｻﾞｰｽﾞﾊｳｽ）

【受付時間　午前中】

【受付時間　8：30～20：00　不定休】

ー会場ー
杉崎教室

ー会場ー
古川教室

11/12 9：00 ～ 9：50

9：00 ～ 9：5012/10
日

日

数は楽しいよ！

●定員：各回２組（お子様だけでも可）　●持ち物：筆記用具・算数教科書
●対象：小学生２年生　●材料費：無料

松下そろばん教室 ☎090-7601-8771
杉崎教室：古川町杉崎361-1　古川教室：古川町向町１丁目1-5

かけ算九九唱えて覚えます。意味・しくみ覚えながら・・・ね。

松下 愛子講師

（あつまれぇ～小学２年生 ）

【受付時間　午前中】

ー会場ー
杉崎教室

ー会場ー
古川教室

11/12 10：00 ～ 10：50

10：00 ～ 10：5012/10
日

日

数は楽しいよ！

●定員：各回２組（お子様だけでも可）　●持ち物：筆記用具・算数教科書
●対象：小学生３年生　●材料費：無料

松下そろばん教室 ☎090-7601-8771
杉崎教室：古川町杉崎361-1　古川教室：古川町向町１丁目1-5

割り算。ひとり・ふたり・さんにん・・・で、うまいお菓
子わけような！！

松下 愛子講師

（あつまれぇ～小学３年生 ）

（あつまれぇ～小学４年生 ）

数は楽しいよ！
（あつまれぇ～小学３年生 ）

数は楽しいよ！
（あつまれぇ～小学５年生 ）

【受付時間　午前中】

090-2268-1217
または

または

ー会場ー
杉崎教室

ー会場ー
古川教室

11/12 13：00 ～ 13：50

13：00 ～ 13：5012/10
日

日

そろばんはじいてみよう！

●定員：各回２組（お子様だけでも可）　●持ち物：筆記用具・算数教科書
●対象：小学生４年生　●材料費：無料

松下そろばん教室 ☎090-7601-8771
杉崎教室：古川町杉崎361-1　古川教室：古川町向町１丁目1-5

そろばんを学校の授業で楽しく習って、そろばんに興味持っ
てくれたらうれしいなぁ～。

松下 愛子講師

【受付時間　午前中】

ー会場ー
杉崎教室

ー会場ー
古川教室

11/12 14：00 ～ 14：50

14：00 ～ 14：5012/10
日

日

●材料費：無料　●持ち物：筆記用具・算数教科書
●定員：各回２組（お子様だけでも可）

松下そろばん教室 ☎090-7601-8771
杉崎教室：古川町杉崎361-1　古川教室：古川町向町１丁目1-5

たしざん・ひきざん・かけざん・わりざんのまざった計算。
さて、どれからとこうかしら？四則計算やってみます。

松下 愛子講師

【受付時間　午前中】

ー会場ー
杉崎教室

ー会場ー
古川教室

11/12 15：00 ～ 15：50

15：00 ～ 15：5012/10

日

日

数は楽しいよ！

●定員：各回２組（お子様だけでも可）　●持ち物：筆記用具・算数教科書
●対象：小学生６年生　●材料費：無料

松下そろばん教室 ☎090-7601-8771
杉崎教室：古川町杉崎361-1　古川教室：古川町向町１丁目1-5

割合って、ほんとにむつかしいのかなぁ～？？松下と一緒に割合問題といてみよう！

松下 愛子講師

（あつまれぇ～小学６年生 ）

【受付時間　午前中】

風呂敷で包む。はこぶ。
そして楽しむ講座

●対象：どなたでも　●定員：各６名
●材料費：100円（茶菓子代）　●持ち物：風呂敷

11/21 10：00 ～ 11：00
19：30 ～ 20：3011/21

火

火

11/11 19：00 ～ 20：30土

11/27 14：00 ～15：00月

呉服まるみ ☎0577-73-3025
古川町弐之町 8-14

儀礼包みからおしゃれ包みまで、日本の「包む文化」
を風呂敷の扱いから学びます。ていねいな時間を過ご
しませんか。お気軽にご参加ください。

三浦 順子講師

【受付時間　9：00～19：00　日曜休】

【受付時間　8：00～21：00　日曜休】

【受付時間　9：00～19：00】

【受付時間　10：00～17：00　水曜休】

【受付時間　12：00～17：00　水曜休】

●対象：薪ストーブ未経験で焚火に興味のある方
　は是非ご参加ください。

かわいい
がま口バッグをつくりましょう！

●定員：各回４名 ●材料費：小500円、大1000円
●対象：どなたでも

染と呉服大洞 ☎0577-73-2209
古川町本町 2-15

前回大好評につき今年もがま口バッグづくりをします！お気に
入りの布で手作り感を味わってみませんか。初心者の方でも簡
単につくれますよ。夢中になること間違いなし！表布・裏布に
なるような布があればご持参下さい。

大洞 寿賀子講師

090-3300-9471

生地代別

●対象：どなたでも　●材料費：300円
●定員：各回８名　●持ち物：特になし

11/10 10：00 ～ 11：15
11/22

金

水 10：00 ～ 11：15
お店で提供しているミルクティーの作り方を教え
ちゃいます！アレンジしたチャイティーやそれら
に合うケーキを食べながら楽しいひと時を♡

パティスリー マツキ ☎0577-73-2159
古川町南成町 3-9

松木 美幸講師

ジャンボあらき 古川店 ☎0577-73-0033
古川町是重 2丁目 3-17

☎0577-73-2761

●対象：どなたでも　●定員：各３名
●材料費：無料　●持ち物：タオル・歩きやすい靴

11/17 19：00 ～ 20：30
10：00 ～ 11：3011/22

金

水

自分がその気になれば楽しんでできる、身体も心も喜
ぶコツ、教えちゃいます。町内散歩もお楽しみに！

楽しく自分の身体を
手当てしてみませんか？

くすりのシモデ
古川町末広町 3-8

下出 由美子講師

サロンドフルベール ひだ古川店
古川町上町店 720-1 旧収穫祭様

☎0577-73-0887
090-7317-9702 受付時間

10:00～19:00

●対象：どなたでも ●定員：各４名 ●材料費：無料
●持ち物：ご愛用のアイブロウ（あれば）

11/15 13：30 ～ 15：00
19：00 ～ 20：3011/15

水

水
メイクのポイントは眉！わずか 1 ㎜違うだけで印象は
ガラッと変わります。マスターしてイメージを替えま
しょう♪

今日はこれでキマリ！
もう悩みません　私の眉

酒井 朋美講師

サロンドフルベール 古川壱之町店
古川町壱之町 8-8

☎080-1608-6183

【受付時間　9：00～ 19：00　不定休】

【受付時間　9：00～ 20：00　火曜日休】

●対象：どなたでも　●定員：各４名
●材料費：無料　●持ち物：特になし

12/ 2 13：00 ～ 15：00土

技ありメイクであこがれフェイスに！裏技をマス
ターして楽しくメイクしてみませんか？

楽しくメイクレッスンしましょ

宮代 麻衣講師

サロンドフルベール 古川壱之町店
古川町壱之町 8-8

☎080-1608-6183

あなたにピッタリの
枕を作ってみませんか？

●対象：どなたでも　●定員：各回４名
●材料費：1,000円（玄関マット・枕カバー代）
●持ち物：バスタオル1枚、フェイスタオル15枚位

11/17 10：00 ～ 12：00
14：00 ～ 16：0011/18

金

土

10：00 ～ 12：00月11/20

㈲まるじん ☎0577-73-2254
古川町幸栄町 10-10

毎回大好評！！枕で肩こりや腰痛の 7 割は改善します。自
宅にあるタオルなどで自分に合う枕の作り方を教えます。

北村 伊佐雄講師

新
講座

新
講座

新
講座

新
講座

※急なキャンセルや、代理でのご参加の時はお手数ですがお申込み店へご一報お願いいたします。  ※受付時間を厳守くださいますよう、ご協力お願いいたします。

●対象：小学生５年生

各
講
座
の
色
に
注
目
！

オープンファクトリー
普段は見る事のできない工場内を見学する講座

健康・きれい
美や健康を保つ秘訣や技の講座

つくる・食べる・体験
食べ物や作品づくり。色々役立つ体験講座

まなぶ
趣味・生活・お金の事など生活を豊かにする講座

会場が特別記載されていな講座の開催会場は、基本的にその開催会社
または店舗となります。詳細は開催会社・店舗にお問い合わせ下さい。


