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水まわりのこと何でも相談
漏水や詰まり等、水まわりのトラブルについて何で
も相談にのります。自分でやってみれば解決できる
事が意外とたくさんあります。

■会場／サン・シープラザ４階第３会議室　●定員／５名
●材料費／なし　●対象／どなたでも　●持ち物／筆記用具

30

三陽環境管理 株式会社
受　付   ☎ 090-1182-7682 (8:00 ～17:00）
三原市宮浦 4-7-16 　休日／日曜・祝日

10:30～11:30
8/26㈯

人手不足の今できること
求人を出す時のポイント

「スタッフ募集」の貼り紙をしているけど、誰も来な
い！ということはありませんか？なるべくお金をかけ
ずにやれる、求人の出し方・ポイントをお話します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　■会場／ポポロ小会議室
　　　　　　　　　　　　　　　　　●定員／各回１名（社）
　　　　　　　　　　　　　　　　　●材料費／なし　
●対象／お店・会社の人事担当者さん
●持ち物／相談したい事に関する資料などがあれば

31

みはら広告
受　付   ☎ 070-5305-3133 (9:00 ～17:00）
三原市館町 1-3-23　休日／土曜・日曜・祝日

雑談感覚で
楽しくやりたい
と思います。

雑談感覚で
楽しくやりたい
と思います。

8/28㈪
①13:05～13:55
②14:05～14:55
③15:05～15:55

ファンがファンを呼ぶ 
ニュースレター勉強会

なるべくコストをかけず、「また行きたい」「買いた
い」「ますます好きになった！」と思ってもらえる
ニュースレターの作り方を一緒に考えます。

■会場／ポポロ小会議室　●定員／２名　●材料費／なし
●対象／顧客との関係を深めたい店舗・会社　●持ち物／筆記用具

32

三方よし広告の中本企画
受　付   ☎ 090-5262-4149 (9:00 ～18:00）
尾道市向島町 5600-30-202  　休日／土曜・日曜

8/28㈪
16:00～17:30

痩せやすい身体づくり
体操&ゆがみのお話

あなたの体のゆがみ、大丈夫？？
体操を交えながら楽しく美姿勢を目指しましょう。
骨盤調整の施術特典もあり。

18

けんこうなかまの施術院 三原店
受　付   ☎ 0848-64-4411 (9:00 ～19:00）
三原市港町 1-17-1 　休日／日曜

■会場／三原港町会館
（港町1丁目1-11 ※けんこうなかま
三原店の斜め前）
●定員／各回４名　●材料費／な
し　●対象／どなたでも　●持ち
物／動きやすい服装・タオル

8/19㈯
①10:00～約90分
②13:30～約90分

ミニ盆栽を作りながら
友達も作ろうよ！

週末の土曜日、おしゃべりしながらミニ盆栽を作り
ませんか？老若男女が集まって世代を超えて友達に
なろう！”独り老後は友活で決まる！！”

■会場／ダスキン西宮支店
　　　　　　　３階会議室
●定員／６名
●材料費／２，０００円　
●対象／どなたでも　
●持ち物／なし

20

ダスキン西宮支店
受　付   ☎ 0848-63-7755 (8:30 ～17:30）
三原市西宮 2-6-8 　休日／土曜・日曜

8/19㈯
10:00～11:30

意外と簡単！
サッサッと窓ガラス清掃！

日頃、後回しにしがちな窓ガラスのお掃除を、プロ
が使う道具「スクイジー」を使って、簡単！キレイ
にするコツをレクチャーする講座です。

■会場／三原美装社
●定員／４名
●材料費／なし　
●対象／興味ある方
　　　　どなたでも
●持ち物／なし

25

株式会社 三原美装社
受　付   ☎ 0848-62-5460 (8:15 ～17:00）
三原市和田 1-11-19  休日／日曜・祝日・隔週土曜

8/25㈮
14:00～15:00

【コラボ】Good Night講座
　～グッスリ眠る習慣づくり～

英語教室と寝具店のコラボ講座で、英語の楽しさ、睡眠
の大切さをお伝えし、英語を混ぜた絵本の読み聞かせや、
寝かしつけのコツを楽しく教えます。

19

寝・生活館よしなが
こどもえいご ラボ加藤パーティ三原教室

受付   ☎ 0848-62-0011 （※よしなが9:00 ～19:00  水休）

■会場／寝・生活館よしなが
●定員／６名　
●材料費／なし　
●対象／４歳～8歳のお子さ
　ん(保護者1名同伴)　
●持ち物／筆記用具

10:30～11:30
8/19㈯

三原市宮浦 3-6-26 

三原市西町 2-16-5

今さら聞けない保険の
あれこれ！個別相談会

家計の大きなウエイトを占める毎月の保険料！それな
のにどんな保障内容だったかな？って方はぜひ。保険
のあれこれ。あなたの「知りたい」にお応えします。

                                    　　　　　　　　■会場／Consulting Switch
                                                                  　●定員／各回１名　
                                                                      ●材料費／なし　
                                                                      ●対象／どなたでも　
   ●持ち物／確認したい内容が分かる書類(保険証券など)

22

Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　Ｓｗｉｔｃｈ
受　付   ☎ 080-1901-1064 (9:00 ～18:00）
三原市港町 1-14-1　 休日／不定休

①10:00～12:00
②13:30～15:30

8/21㈪・22㈫
    24㈭

失敗しない前髪カット講習会
「ちょっと前髪が伸びたけど、美容院に行くほどでは
ないかな」という時など、失敗せずに簡単にカット
出来る方法をお教えします。

■会場／ULTRA　
●定員／各日３名
●材料費／なし
●対象／どなたでも
●持ち物／普段使用しているハサミ

21

ＵＬＴＲＡ
受　付   ☎ 0848-61-3710 (9:00 ～20:00）
三原市港町 3-4-7　休日／月曜、第１・３日曜

8/20㈰
8/21㈪
10:00～11:30

野草と絶景を
美味しく食べて元気に！

身近に体が喜ぶ野草が多く有ります。ヤギの出迎えに
よる多島美が見える所で野草の招介をしながら試食し
て頂きます。ミネラル栽培のブル―ベリーもあるかも。 

■会場／山の家  川中屋　●定員／各回６名
●材料費／５００円　●対象／どなたでも　●持ち物／エプロン

29

山の家　川中屋
受　付   ☎ 090-7505-7097 (10:00 ～17:00）
三原市登町 4914 　休日／火曜・水曜・木曜

8/26㈯
①10:00～11:30
②15:00～16:30

フルーツグラノーラと
塩グラノーラを作ろう！27

株式会社 かねしょう

15:00～16:00

15:00～16:00

■会場／かねしょう　●定員／各日１２名
●材料費／３００円　●対象／どなたでも　●持ち物／筆記用具

ご自宅でヘルシーなグラノーラを作りましょう！主
材料のオーツ麦は、栄養価が非常に高く、ダイエッ
トにも効果があると評判の食材です。

受　付   ☎ 0848-64-3210(11:00 ～18:30）
三原市港町 3-3-1　休日／日曜

8/25㈮

8/26㈯

調理の仕方が大切！野菜の
栄養素を上手に取る方法

ビタミンＣは茹で加熱では、茹で水に溶け出していくた
め、茹で時間が長いほど野菜中のビタミンＣ含量は低下
する事など、料理をするときのポイントをお教えします。

■会場／竹野八百屋　●定員
／各日３名　●材料費／なし
●対象／どなたでも　●持ち物
／筆記用具

26

竹野八百屋
受　付   ☎ 090-8604-6497 (9:00 ～18:00）
三原市城町 1-21-17 　休日／不定休

8/25㈮・28㈪
　29㈫・30㈬
　31㈭
14:00～15:00

メンズキッチン
魚のおろし方講座

料理に困っている男性のために、基本的な魚のおろ
し方を教えます。おろした後は調理付きの楽しい講
座です。

■会場／登喜将　●定員／各日４名
●材料費／３００円　●対象／男性限定　●持ち物／エプロン

28

和食処 登喜将
受　付   ☎ 0848-62-7393 (13:00 ~18:00）
三原市城町 3-2-7 　休日／水曜

8/25㈮

8/29㈫
21:55～22:55

15:00～16:00

ちびっこ枕作り教室
お子さんに、自分に合った世界に一つだけの枕を楽し
く作っていただきます。夏休みの自由研究でも使える
よう、中材のサンプルもおまけしています。

■会場／寝・生活館よしなが 　
●定員／各日６名　●材料費／
３,２４０円(税込)(おまけ付)
●対象／小学３年～６年生
●持ち物／なし

23

寝・生活館よしなが
受　付   ☎ 0848-62-0011 (9:00 ～19:00）
三原市宮浦 3-6-26 　休日／水曜

8/21㈪
8/22㈫
13:30～15:00

唎酒師が教える
夏の日本酒の楽しみ方と管理

日本酒のラベルの読み方と意味を踏まえて三種類のお
酒を唎き酒します。お酒を美味しく呑むための管理や
飲み方など奥の深い日本酒の世界を味わいませんか？

■会場／瀬戸内料理 瓢月　●定員／各日５名 　●材料費／なし
●対象／２０歳以上　●持ち物／なし

17

瀬戸内料理 瓢月
受　付   ☎ 0848-64-3350 (13:00 ～ 20:00）
三原市宮浦 4-13-5 　休日／水曜

8/7㈪

8/8㈫
17:00～18:00

17:00～18:00

※酒類の提供がありますので
　お車でのご参加はご遠慮ください。

自分でやってみよう！　
～簡単包丁研ぎ講座～

難しいように思える包丁研ぎも、コツさえ掴めば、そん
なに難しいものではありません。ポイントを覚えておけ
ば自分でも包丁が研げるようになります。

■会場／三愛機工 新倉工場　●定員／各日２名　●材料費／なし　
●対象／どなたでも　●持ち物／お使いの包丁、エプロン

16

有限会社 三愛機工
受　付   ☎ 090-1015-6605 (8:30 ～17:00）
三原市新倉2-13-11  休日／日曜・祝日・隔週土曜

8/  5㈯
8/24㈭

14:00～15:30

10:00～11:30

食改善は健康の第一歩！
正食事でデトックス

「私たちの身体は食べ物で出来ています。」何をするにし
ても、健康は第一の条件ですので、当たり前すぎること
もまとめてお伝えいたします。

■会場／やはら鍼灸整骨院　●定員／各日６名
●材料費／なし　●対象／どなたでも　●持ち物／なし

15

やはら鍼灸整骨院
受付   ☎ 0848-62-0123 (8:30 ～12:30・15:00～19:30）
三原市館町 1-9-20　休日／水土午後、日・祝

8/  5㈯

8/17㈭
14:00～15:00

14:00～15:00

自転車も車両です！
交通ルールを学びましょう

近年、自転車による交通事故が増加しています。
原因は、自転車や安全に対する意識の甘さ。正し
い自転車の乗り方と交通ルールを学びましょう。

14

三原自動車学校
受　付   ☎ 0848-66-4611 (8:30 ～20:30）
三原市小泉町 160-4 　休日／日曜・月曜

■会場／三原自動車学校
●定員／各日６名
●材料費／なし
●対象／３０歳以下
●持ち物／なし

8/   5㈯・12㈯
　19㈯
10:00～11:20

姿勢がよくなる「裏ワザ！」
あなたの姿勢大丈夫？猫背、肩の高さの違い、骨盤の
歪みなど、気になりませんか？姿勢科学 ®に基づいた
「裏ワザ！」を姿勢のプロが教えちゃいます！

■会場／KCSセンター三原　　
●定員／各回４名　●材料費／
なし　●対象／どなたでも　●
持ち物／なし

13

KCS センター三原
受付  ☎ 090-2868-8605 
三原市本町 1-3-2　休日／火曜・水曜

(10:00 ～20:00 ※定休日も受付可）

8/5㈯

8/8㈫
10:00～11:00

①10:00～11:00
②13:00～14:00

いろいろシロップ漬けで
爽やか夏デザート

季節のフルーツ、梅やハーブをシロップ漬けにして、
夏にぴったりな爽やかドリンクやスイーツでどうぞ。
もちろん、かき氷にもぴったり。試食と作り方講座です。

24

道の駅みはら神明の里
受　付   ☎ 0848-63-8585 (11:00 ～15:00）
三原市糸崎 4-21-1　休日／毎月第３火曜

■会場／みはら神明の里2階ミーティングルーム　●定員／各日４名
材料費／３００円　●対象／どなたでも　●持ち物／エプロン

8/23㈬

8/30㈬
15:00～16:00

15:00～16:00


