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棚田のそば屋  紅そば亭

大天 孝宏

　　　新そばで二八そばを打ってみよう。

1 そば打ち体験
棚田のそば屋  紅そば亭　　　オーブン、ホットプレートを使ってそば粉の

お菓子つくりをしてみよう。

2 そば粉を使ったお菓子つくり

講 師

棚田のそば屋  紅そば亭

大天 嘉行

　　　芋からこんにゃくをつくってみよう。出来上
がりは持ち帰りできます。家庭でできる手づくりこ
んにゃく。作り方いろいろ…。

3 手づくりこんにゃくを作ろう

講 師

黒瀬園芸

黒瀬 浩巳

季節の花で、自分だけの寄せ植え。庭先や玄関先
に飾ってみるのはいかがでしょう。

4 季節の花で寄せ植え講座（ガーデニング）

講 師

片山 桃子講 師

●開催日：11/15日㈫10：00～12：00
 11/16日㈬10：00～12：00
●会場：紅そば亭（交流館）／美咲町境1371
●持ち物：エプロン　●定員：5名
●材料費：1000円　●対象：どなたでも
●申込：☎0868-68-0661／9：30～14：30

●開催日：11/2日㈬  10：00～12：00
 11/29日㈫10：00～12：00
●会場：境公民館／美咲町境1371
●持ち物：エプロン、ゴム手袋　●定員：5名
●材料費：500円　●対象：どなたでも
●申込：☎0868-68-0661／9：30～14：30

●開催日：11/26日㈯14：00～15：00
●会場：黒瀬園芸／美咲町打穴下119-1
●持ち物：エプロン、軍手、スコップ　●定員：4名
●材料費：1000円　●対象：どなたでも
●申込：☎090-3374-9848／10：00～17：00

●開催日：11/8日㈫10：00～12：00
 11/9日㈬10：00～12：00
●会場：境公民館／美咲町境1371
●持ち物：エプロン　●定員：5名
●材料費：500円　●対象：どなたでも
●申込：☎0868-68-0661／9：30～14：30
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　お店の人が講師となってプロならでは
のコツや生活に役立つ知識、自分の趣味な
どを無料で教えてくれる体験型のイベント
です。生活を豊かにする知識を学ぶ場所、
地域交流の輪を広げる場所としてお楽しみ
ください。

材料費のみいただく場合があります

勧誘やセールスは一切ありません

中央地区以外の方も参加いただけます

やってみんかいin中央とは10/18から開始
申し込み受付は



有本観光バス㈱

植木 恵美子

自分だけの「コケ玉」オンリーワンに挑戦してみて
ください。コロンとした愛らしいフォルムがインテ
リアにもピッタリ。

自分だけの「コケ玉」オンリーワンに挑戦してみて
ください。コロンとした愛らしいフォルムがインテ
リアにもピッタリ

5 苔玉作り

講 師

㈲イワノ産業
（モクモククラブ）

岩野 友彦

たまごやチーズ、ししゃも、野菜などいろいろやっ
てみよう。

6 身近な食材で燻製に挑戦しよう

講 師

㈲丸美屋

丸美屋  黒瀬

来年2023年（令和5年）の干支のうさぎ（卯）を
墨で書きましょう。

7 墨絵（干支）
㈲丸美屋 大切な方に、お友達に、お父さんに、お母さんにあ

りがとう!!を届けたい時、おめでとう!!を届けたい
時、自分らしくラッピングしたい人達どうぞ。

8 ラッピング

講 師

松岡建築

松岡 親佐

かなづちとのこぎりを使って小さい椅子を作成し
ます。

9 大工さんと工作しよう

講 師

ヨシダ整骨院

芳田 桂子

たまごの殻に多肉植物を寄せ植えしていただきま
す。

10 多肉植物の寄せ植え

講 師

attic

ICHIZE

ドライフラワーやプリザーブドフラワーを使って素
敵な小物たちが作れます。お好きな種類をお選び
ください。

11 お花を使ったハンドメイド
　　　（ハーバリウム、カードスタンドと小さな花瓶、木枠のアレンジ小物）

講 師

㈲太平製材所

桑元 公司

花炭の作り方を教えます。

12 誰でもできる花炭

講 師

丸美屋  前原講 師

い　ち　ぜ

●開催日：11/13日㈰10：00～12：00
●会場：錦織老人憩いの家／美咲町錦織1821-1
●持ち物：エプロン、ビニール手袋　●定員：5名
●材料費：1000円　●対象：どなたでも
●申込：☎090-1689-5488／10：00～17：00

●開催日：11/6日㈰13：00～14：00
●会場：㈲丸美屋／原田1933-5サンエース内
●持ち物：ラッピングしたい物
 （例）花、ビール、ネクタイ等
●定員：8名　●材料費：なし　●対象：どなたでも
●申込：☎0868-66-0015／11：00～15：00

●開催日：11/6日㈰  10：00～14：00
 11/20日㈰10：00～14：00
●会場：イワノ産業工場内／美咲町打穴中1308
●持ち物：燻製してみたい食材
●定員：2～6名／2組　●材料費：500円
●対象：小学生親子
●申込：☎0868-66-2114／8：00～17：00

●開催日：11/13日㈰13：00～14：00
●会場：㈲丸美屋／原田1933-5サンエース内
●持ち物：なし（自分の筆を使いたい方はご持参ください）
●定員：8名　●材料費：50円
●対象：どなたでも
●申込：☎0868-66-0015／11：00～15：00

●開催日：11/12日㈯9：00～12：00
 11/13日㈰9：00～12：00
●会場：松岡建築／美咲町打穴西184-1
●持ち物：なし　●定員：2組（4名）
●材料費：なし　●対象：親子参加（5年生以上）
●申込：☎090-3636-1723／12：00～13：00

●開催日：11/5日㈯14：00～15：00
●会場：ヨシダ整骨院／美咲町原田3206-5
●持ち物：ハサミ（小さめのほうが良いです）
●定員：4名　●材料費：1000円
●対象：どなたでも
●申込：☎080-6313-0886／12：00～20：00
　　　  着信があれば折り返します

●開催日：11/10日㈭13：00～16：00
●会場：attic  美咲町錦織1844
●持ち物：なし　●定員：4名
●材料費：600～1000円　●対象：どなたでも
●申込：☎090-7997-0935／13：00～17：30

●開催日：11/12日㈯13：00～14：00
 11/27日㈰13：00～14：00
●会場：㈲太平製材所  美咲町越尾34
●持ち物：なし　●定員：5名　●材料費：なし
●対象：どなたでも
●申込：☎090-3175-2306／8：00～17：00

㈲八田鉄工所

八田 謙二

鉄を溶接したりガスで切断してみましょう。10：00
からの講座と13：30からの講座は同じ内容です。

13 鉄の溶接・切断やってみよう
二葉 印刷物を作る場合、いかに安く良いものに仕上げ

るか？お教えいたします。

14 印刷・出版の事なら気軽にご相談ください

講 師

二葉

森岡 照幸

難しいけど慣れて行きましょう。

15 古文書講座  一緒に勉強してみませんか

講 師

作州絣工房㈲美絹糸院

日名川 茂美

綿を撚って糸にします。綿繰り（綿と種を綿繰り機
を使って分ける）、弓を使って綿打ち、紡ぎゴマで
糸作り。糸車を使って糸紡ぎ。

16 綿から糸へ　綿を紡いで糸作り体験

講 師

森岡 照幸講 師

●開催日：11/26日㈯10：00～12：00
13：30～15：00

●会場：㈲八田鉄工所／美咲町西幸776
●持ち物：汚れてもいい服（長袖長ズボン）
●定員：5名　●材料費：500円
●対象：自分で工場に来られる方
●申込：☎090-3173-0491／8：00～19：00

●開催日：11/5㈯  10：00～12：00
 11/19㈯10：00～12：00
●会場：錦織天満1823-1
●持ち物：筆記用具　●定員：3名
●材料費：300円　●対象：勉強してみたい方
●申込：☎090-3170-8233／8：00～19：00

●開催日：11/3日㈭  13：30～15：00
 11/13日㈰13：30～15：00
●会場：作州絣工房／美咲町打穴中1067-1
●持ち物：なし　●定員：3名　●材料費：なし
●対象：中学生以上
●申込：☎090-7543-9750／10：00～17：00

●開催日：11/12㈯10：00～12：00
 11/26㈯10：00～12：00
●会場：二葉／津山市中島412-5
●持ち物：制作中の物等あればお持ち下さい。
●定員：3名　●材料費：なし
●対象：印刷に興味のある方
●申込：☎0868-28-2848
 8：00～17：00



㈲内田石材店

内田 豊彦

ドローン飛行に関する法令の説明の後、ドローンの
操作体験をしていただけます。USBメモリを持参い
ただくと撮影したデータを持ち帰ることができます。

自分だけの「コケ玉」オンリーワンに挑戦してみて
ください。コロンとした愛らしいフォルムがインテ
リアにもピッタリ

17 ドローンで棚田の空中散歩！やってみんかい？

講 師

㈲日神山内装

太田 泰子

かわいい布をミシンではぎあわせてコースターを
作ります。吸水性バツグンです。小さな花瓶敷に
も。２枚持ち帰りいただけます。

18 かわいい布コースターを作ってみんかい

講 師

日神山塾

藤本 倫香

11/5硬筆　11/19毛筆　自分の住所、名前を中
心に上手に書けるコツを教えます。

19 今年もやります！ りんこう先生の美文字教室
㈲日神山内装 かわいい保護ネコに癒されながら保護ネコ地域ネ

コについてお話します。預かりボランティアに興味
がある方、ネコを家族に迎えたい方の相談も受けま
す。※ネコの状況により中止する場合があります。

20 かわいい保護ネコとたわむれてみんかい

講 師

日神山塾

日神山 千代子

インパクトのある文字で元気の出る一言メッセージ
を書いてみる。はがきに、プレゼントの添えに、金
封にと役立つシーンがいっぱいです。

21 誰でも即名人になれます！一言メッセージを書いてみんかい

講 師

延原司法書士事務所

延原  健

終活に欠かせないエンディングノートの作成方法を教えます。

22 エンディングノート作成方法

講 師

タイラファイナンシャルパートナー

宮尾 廣実

お気に入りの豆を見つけて美味しいコーヒーを入れ
てみましょう。

23 農家が教えるちょっとおいしいコーヒーの淹れ方

講 師

㈱中央建設

三船 博之

キャンプカレーを作りましょう。

24 デイキャンプ

講 師

日神山 陽子講 師

●開催日：11/3日㈭10：00～12：00
 11/6日㈰10：00～12：00
 11/6日㈰13：00～15：00
●会場：大垪和西 棚田公園／美咲町大垪和西424
●持ち物：USBメモリ（撮影データ希望の方）
●定員：3組　●材料費：なし  ●対象：どなたでも
●申込：☎090-3178-6626／8：00～21：00

●開催日：
　11/6日㈰  13：30～14：30・15：00～16：00
　11/27日㈰13：30～14：30・15：00～16：00
●会場：㈲日神山内装／美咲町打穴中1088-1
●持ち物：なし　●定員：3組　●材料費：なし
●対象：どなたでも（10歳以下は保護者同伴で）
●申込：☎0868-66-1404／10：00～16：00

●開催日：11/５日㈯  13：30～15：00
 11/24日㈭13：30～15：00
●会場：㈲日神山内装／美咲町打穴中1088-1
●持ち物：布切用のハサミ（なくてもOK)
●定員：5名　●材料費：なし
●対象：どなたでも（10歳以下は保護者同伴で）
●申込：☎0868-66-1404／10：00～16：00

●開催日：11/5日㈯  13：30～15：30
 11/19日㈯13：30～15：30
●会場：日神山塾／美咲町打穴中1088-1
●持ち物：筆記用具
 （使い慣れた筆、筆ペン、ボールペンなど）
●定員：6名  ●材料費：200円  ●対象：どなたでも
●申込：☎0868-66-1404／10：00～16：00

●開催日：11/5日㈯  10：00～11：30
 11/19日㈯10：00～11：30
●会場：日神山塾／美咲町打穴中1088-1
●持ち物：筆ペン（太字用、うす墨）　●定員：5名
●材料費：なし　●対象：どなたでも
●申込：☎0868-66-1404／10：00～16：00

●開催日：11/5日㈯  13：30～14：00
 11/12日㈯13：30～14：00
 11/19日㈯13：30～14：00
 11/26日㈯13：30～14：00
●会場：延原司法書士事務所／美咲町原田3215-4
●持ち物：筆記用具
●定員：4名　●材料費：150円
●対象：おおむね60歳以上の方
●申込：☎0868-66-7065／9：00～18：00

●開催日：11/5日㈯  10：00～12：00
 11/19日㈯10：00～12：00
●会場：タイラファイナンシャルパートナー

美咲町原田1933-5（サンエース２F)
●持ち物：なし　●定員：4名　●材料費：300円
●対象：どなたでも
●申込：☎090-7779-3778／9：00～17：00

●開催日：11/12日㈯10：00～13：00
 11/26日㈯10：00～13：00
●会場：打穴西元気ひろば／美咲町打穴西57
●持ち物：軍手　●定員：5名　●材料費：300円
●対象：小学生親子
●申込：☎090-3178-9195／8：00～17：00

㈱中国銀行久米支店

中国銀行行員

あなたのスマートフォンに銀行の口座を登録してみ
ませんか？行員が直接丁寧にご案内します♪

25 ちゅうぎんアプリ使い方講座

講 師

㈱中国銀行久米支店

中国銀行行員

今後恒久的な運用が検討されているNISA(ニー
サ)制度、その仕組みや利用方法について解説いた
します！

26 NISA(ニーサ ) 教室

講 師

●開催日：11/２日㈬13：00～14：00
●会場：㈱中国銀行久米支店／美咲町原田1930-8
●持ち物：スマートフォン　●定員：1組
●材料費：なし　●対象：どなたでも
●申込：☎0868-66-0164／9：00～15：00

●開催日：11/９日㈬13：00～14：00
●会場：㈱中国銀行久米支店／美咲町原田1930-8
●持ち物：なし　●定員：1組　●材料費：なし
●対象：どなたでも
●申込：☎0868-66-0164／9：00～15：00

㈱中国銀行久米支店

中国銀行行員

最近増えてきている相続のトラブル、押さえておき
たいポイントや、今からでもできる対策についてご
説明いたします♬

27 相続について考えてみませんか？セミナー

講 師

ミサキアエル

津山東高校の
生徒さんたち

世界で一つだけの「押し花アート」と「キャンドルホル
ダー」が作れます！親子で最高の思い出を作りませんか？
当日は高校生の私たちが作り方をレクチャーします♪

28 親子でつくろう!! ～押し花アートとキャンドルホルダー～ from 津山東高校

講 師

●開催日：11/16日㈬13：00～14：00
●会場：㈱中国銀行久米支店／美咲町原田1930-8
●持ち物：なし　●定員：1組　●材料費：なし
●対象：どなたでも
●申込：☎0868-66-0164／9：00～15：00

●開催日：11/13日㈰14：00～15：30
●会場：ミサキアエル／美咲町原田1722
●持ち物：空き瓶（直径4cmのキャンドルが入るもの）やキャン
　ドルホルダーに使いたい素材などがあればお持ちください。
　ない場合もワークショップ内の材料でお作りいた
　だけます。　●定員：3組
●材料費：100円　●対象：親子（小学生
　3年生以下は必ず大人が同伴してください）
●申込：☎080-1780-8108／9：00～16：00

写真は春のイメージ写真です



●キャンセルの場合は速やかにお店までご連絡ください  
●各講座には定員があります。早めにお申し込みください  
●受講対象者が限定されている場合がございます  
●申し込み受付は10/18から開始！  

●申し込みの流れ

講座一覧で気になる
講座を探す

記載の申込先まで直接
ご連絡ください

お問合わせは下記事務所まで
久米郡商工会本部
〒709-3717 久米郡美咲町原田１７５７-８ TEL０８６８-６６-００３３ FAX０８６８-６６-０４４２
久米郡商工会本部
〒709-3717 久米郡美咲町原田１７５７-８ TEL０８６８-６６-００３３ FAX０８６８-６６-０４４２

お問合わせは下記事務所まで

ミサキアエル たまに珈琲焙煎所の“あこさん”が丁寧に聞き取り
しながらあなたの好みの焙煎度を選定。実際に自
分で焙煎してみましょう。オリジナル焙煎のコー
ヒー豆をお持ち帰りいただけます！

自分だけの「コケ玉」オンリーワンに挑戦してみて
ください。コロンとした愛らしいフォルムがインテ
リアにもピッタリ

29 たまに珈琲焙煎所“あこさん”と一緒にコーヒー豆を焙煎してみよう！
ミサキアエル スマートフォンの基本操作を学びます。電源の入り

切り、画面操作の方法など、使いはじめに知ってお
きたい入門知識を一緒に学びましょう。

30 はじめてのスマホ講座

スマートフォンで写真を上手に撮りたい！動画を撮
影してみたい！どうやって編集するの？スマートフォ
ンを使いこなしたい初級～中級者向けの講座です。

31 スマホで動画を撮影してみよう！
山﨑商店 美咲生姜の収穫体験。生姜つくだにレシピを教え

ます。

32 生姜の収穫体験

山﨑商店

山﨑 由美子

ピアノに触って音を出してみましょう。

33 初めてのピアノ（経験者も可）

講 師

キッサコ

楽画鬼

楽画鬼の楽しく描く油絵教室です。テーマは自由です。
1枚の油絵作品を時間内で仕上げてみましょう。筆を
握ればあなたもアーティスト！あなたの個性が光ります。

34 楽しく描く油絵教室

講 師

キッサコ

スカット☆リンダ

大自然に囲まれた環境の中、優しい動きで大自然
との一体感を感じましょう！

35 スカット☆リンダの大自然にささげるヨガ

講 師

山﨑 勇一講 師

●開催日：11/6日㈰  11：00～12：00
 11/20日㈰11：00～12：00
●会場：ミサキアエル／美咲町原田1722
●持ち物：なし　●定員：5名　●材料費：500円
●対象：どなたでも
●申込：☎080-1780-8108／9：00～16：00

●開催日：11/1日㈫10：00～11：00
●会場：山﨑商店（畑に移動）
　　　  美咲町打穴中1848-2
●持ち物：手袋、土がついてもよい服装と靴
●定員：4名　●材料費：なし　●対象：どなたでも
●申込：☎090-3377-1239／8：00～17：00

●開催日：11/15日㈫10：00～12：00
 11/22日㈫10：00～12：00
●会場：ミサキアエル／美咲町原田1722
●持ち物：スマートフォン　●定員：5名
●材料費：なし　●対象：どなたでも
●申込：☎080-1780-8108／9：00～16：00

●開催日：11/29日㈫10：00～12：00
●会場：ミサキアエル／美咲町原田1722
●持ち物：スマートフォン　●定員：5名
●材料費：なし　●対象：どなたでも
●申込：☎080-1780-8108／9：00～16：00

●開催日：11/12日㈯10：00～11：00
●会場：山﨑商店／美咲町打穴中1848-2
●持ち物：なし　●定員：4名　●材料費：なし
●対象：どなたでも
●申込：☎090-3377-1239／8：00～17：00

●開催日：11/5日㈯  10：00～11：30
 11/19日㈯10：00～11：30
●会場：アートとヨガの楽園 キッサコ
　　　  美咲町大垪和西1024-7
●持ち物：なし　●定員：5名　●材料費：500円
●対象：どなたでも
●申込：☎080-1392-5917／12：00～16：00

●開催日：11/19日㈯10：00～11：30
●会場：アートとヨガの楽園 キッサコ
　　　  美咲町大垪和西1024-7
●持ち物：動きやすい服装、飲み物　●定員：5名
●材料費：なし　●対象：どなたでも
●申込：☎080-1162-7331／12：00～16：00

たまに珈琲焙煎所
池上　温子

講 師

ミサキアエル

見藤 恭太郎
大橋 佳奈講 師

見藤 恭太郎
大橋 佳奈講 師

コロナ
対策の
お願い

※当日の朝は体温のチェックをお願いします。くしゃみや咳など体調に
　不安のある方は参加をご遠慮ください。
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