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◎新しくオープンする店舗、事
務所等の簡単な紹介コーナー。
開店日･屋号･住所･定休日･☎･
お店の情報2行・写真は掲載無料
発行月の6ヶ月前～1ヶ月後に開
店のお店。毎号先着11店限定。他
に条件あり。詳細はポトスまで。

★「以前はポトスが届いていた
のに最近届かなくなった」とい
うお店や読者の方は、お気軽に
編集室までお問い合わせ下さい

☎0568-87-6533

★チラシ折込します。春日井市
内（一部除く）･守山区一部、208
ブロックから希望のエリアをお
選びいただき配布いたします。
●ハガキ･A4･B5･B4…＠3.3円～
詳細はポトスまで。☎87-6533
HP【ポトス春日井】で検索下さい

★天候や諸事情などにより、配
布期間に若干の誤差が生じる場
合がございます。ご了承下さい
ますようお願い致します。

支払方法
①原稿申込み時　現金
②銀行振込　三菱UFJ銀行勝川支店
　普通預金　No.1496688
　口座名　「ポトス春日井」

ポトス発行スケジュール
発行日号 原稿の締切 折込チラシ締切

415号

416号

11月号
12月号

10／25(火)

11／22(火)

11／1(火)

11／30(水)

11／10（木）
12／8（木）

※市外局番の記載がない場合は「0568」、町名のみの住所は「春日井市」です。4

★ポトスに載っているお店に行
ったり、問い合わせの☎をする
時は「ポトスを見た」と言ってね
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1
周年

■ペットトリミングサロ
ン　petit.（プティ）

※P29参照
春日井市柏原町☎0568-29-7738

2
周年

■カレーうどん
天晴（てんせい）

※P22参照
春日井市白山町☎0568-64-5072

2
周年

■馬肉料理専門店
Basou（馬創）

※P25参照 春日井市白山町
☎070-2220-7778

5
周年

■ごはんCafé
KAWA-天使のとまり木-

※P18参照 春日井市如意申町
☎0568-34-0575
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■さくらビジネススクール医療
事務、パソコン生徒募集!公共職
業訓練、就職活動支援☎84-9992

■中高年のためのパソコン教室
スマホ授業も可★月謝3800円～
桃花台ぴぃそふ☎0568-79-1853

■空手教室生徒募集！500円/回
インスタ「shidou aiti」高蔵寺
『獅童塾』 緒方☎090-8941-9185

■糖化測定付き♪健康教室開催
10/16㈰10時～中央公民館300円
栄養士 浅井　☎080-1396-2381

■フラサークル　南部ふれあい
楽しい仲間hoa limi本場ハワイ
㈫㈭月3回:大人1回800円
㈯月2回:1回子供800円親子千円
☎090-2619-0294 無料体験OK!!
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■粗大ゴミ・不用品回収・軽作業
引越し大量ゴミもおまかせあれ
電話1本その日に対応!見積無料
ライフサービス☎0568-34-2004

■不用品や遺品の
整理回収、買取。お
部屋片付けます！
引越時の片付もお
任せ！エアコン取
外し回収無料！不用品の回収は
何でもOKかたづけレスキュー隊
春日井店　薔0120-927-004
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■サンドイッチショップスズキ
平日パート¥990+早朝手当4~8時
7~14時応相談☎31-3353 牛山町

■塗替え工房㈱TOM創屋の一級
塗装技能士施工薔0120-340-186

■お庭の手入れどうですか？
剪定・草取りなどお任せ下さい!
一刻園芸 ☎080-5291-5535

■食卓イス張替・修理します。
50年以上の経験と実績！篠木町
㈲フルサワ　　☎0568-81-5639

■エアコン清掃は冷房使用後が
おススメ!!¥9900～、掃除機能付
¥14300～。☎見積無料。実績15年
おそうじがかり薔0120-934-369

■水廻りのトラブル安心プラス
薔0120-032-004 水漏れ･雨漏り
詰り抜き　中部誠建サービス㈱
基本料金（簡易作業）6050円～

■夏に発生したカビ対策として
洗濯機、浴室、エア
コン清掃キャンペ
ーンご用意しまし
た。お引っ越し前、
後のお部屋清掃も承ります。
おそうじ本舗　春日井駅前店
薔0120-14-4737

■不要な自転車・原付バイク買
取り！お子様の自転車～電動自
転車まで買取します。
パンクしててもOK。※壊れて動
かない物も引き取りできます。
無料出張で査定します。
くるくるサイクル
薔0120-755-594
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本の時間■引越専門・安い・親切・丁寧
市内1.1万～全国OK。不用品片付
手伝・エアコン脱着・ピアノ配送
（有）リムーバル☎052-777-4144

■パソコン、タブレット、スマホ
トラブルや困ったを解決します
㈲パーソナルシステム・携帯OK
薔0120-47-2831見積無料土日可

■♪ピアノ教室用会場募集♪
空きスペースや文化教室・学習
塾などに音楽教室を開設しませ
んか。楽器の設置・講師の派遣
は当社が実施。KAWAIひまわり
音楽教室。☎090-4081-8643
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■【春日井】
篠木町1･2･3･4･6･7･8､穴橋町2､
瑞穂通6･7･8､
東野新町1･2､
如意申町1･2､
妙慶町､王子町
美濃町1･2､
菅大臣町、
東野町9､出川町2。
上記エリアは11月から始められ
ます。月1回、発行週の月～金曜
の5日間で配布。料金はエリアに
より異なるため、お問い合わせ
下さい。車or自転車などで、引き
取り可能な方。引き取り後、自宅
でポトスにチラシをはさみ込み
担当エリアへ行き配布して頂き
ます（地図あり）。50～70歳代が
活躍中！まじめで長期できる方
歓迎。WワークもOK。やる気のあ
る方、複数エリア担当できます。
空き待ち登録者も随時受付中！
ポトス春日井　☎0568-87-6533
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■今月の推し本↓
『料理家　村上祥子式 78歳のひ
とり暮らし　ちゃんと食べる！
好きなことをする！』
（村上祥子著　集英社）
一人暮らしでも、ちゃんと食べ
よう！と、ごはんもビーフシチ
ューも、鶏ムネナゲットも（他多
数）レンジで短時間調理をあみ
出された創意工夫に脱帽です。
食だけでなく、話は50代、60代、
70代でしておくこと、やめてお
くことをも瑞的に語り、今後の
足がかりにできそうなところも
オススメ。
「エネルギーは天下の回りもの。
毎日１日を思いっ切り楽しく過
ごそう」と78歳で言える村上先
生、サスガです。
トランポリンもオススメだそう
ですよ！ 本の虫M
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■土地建物の売却をお考えなら
個性派不動産　☎052-433-1930
崖地・傾斜地・狭小地・古建物
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■貴方の要らなくなった車無料
で引きとります。廃車手続も無
料。北愛知三菱 ☎0568-81-7208

■車どこよりも高く買取!!
電話一本即参上！親切・丁寧。
古い車、ボロボロ車、動かない車
も大歓迎!手数料無料 創業60年
（株）山下自動車薔0120-41-4143
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◎不要になった物を無料で差し
上げる場合、掲載料は0円です。

■捨てる前に遺品整理など年代
物買取 家解体、片付け格安相談
出張無料0120-15-2960つくも堂
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■9月号「シミケア専門 アメジ
スト」様のQRコードが誤ってお
りました。正しくは下記URLです
https://clv-estheroom.com
訂正してお詫び申し上げます。

★ポトス誌面のメッセージ広告
は、出す方、読む方それぞれの良
識によって成り立ちます。トラ
ブルなどを避けるため、ご利用
の際は契約内容・料金体制など
を充分にご確認下さい。
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■60歳以上限定！健康麻雀
毎月第2･第4日曜日13時～ ¥600
知多公民館　☎052-380-2880
NPO法人笑顔スマイル360°
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■女性0円!!男性入会0円!!出張
相談可☎052-770-5400東海結婚

■１年以内の成婚を!男性限定。
2021年度成婚優秀賞受賞！
相談室CC　☎090-6351-1458
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■足つぼ・ふく
らはぎ・頭の揉
みほぐし（ドラ
イヘッドスパ）、
外反母趾トレー
ニング、高純度水素吸入専門店
個室空間で感染対策もバッチリ
足つぼ40分￥3000～、ヘッド30分
￥3000、水素吸入40分￥2000～
このポトス持参で水素吸入40分
無料体験ができます。（吸入チ
ューブ代￥800かかります）
尾張旭市三郷町栄41三郷駅交差
点 ☎090-1820-5012(予約優先)

■電動ハブラシ使用時のリスク
口の中を清潔に保つため、歯磨
きの重要性は皆さんご存知であ
ろうと思います。しかし磨き方
で歯や歯肉を痛めてしまう事が
あるので要注意です。特に電動
ハブラシは、強く歯にあて続け、
しかも手を横に動かしている場
合は、危険です。長年これを続け
ていると歯に溝を作ってしまい
ます。せっかく熱心に磨いてい
るのに…。ブラッシング指導で、
正しい磨き方を習うとよいです
親知らずの日帰り抜歯
矯正用CTによる発育期・成人の
矯正相談　　　●ヒアルロン酸
シワ取り（保険外）1cc 37,800円
小児成人矯正30年の信頼と実績
医療法人　桃成会　桃花台歯科
理事長 村上昇 ☎0568-79-8244
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旭町御食事処　魚定
魚の三枚おろし方と刺身の切り方
1
グルメ

岩成台ANGLE COFFEE
おいしいドリップコーヒー教室
2
グルメ

松本町松の家道宗
栗きんとん作り
3
グルメ

味美町クルル(株式会社エアサポート)
親子でつくろう！オリジナルフルーツロールサンド
4
グルメ

大和通ダル バァッヴォ
初級編イタリアワインとチーズ講座
5
グルメ

神明町パティスリーメリメロ
チョコレートでバラの花を作ろう
6
グルメ

鳥居松町お箸フレンチ ボンティグレ
お家で簡単に薫製を作ろう
7
グルメ

不二町御菓子司　美乃雀
和菓子作りと手洗い教室
8
グルメ

大和通㈱インテリアモリソン
手作りファブリックパネルの簡単な作り方！
9
アート

味美白山町フラワーショップ　レトワール
季節の寄せ植え
10
アート

美濃町フラワースタジオ　マーブル
ボタニカル・アロマストーン
11
アート

小野町サカエ楽器
オカリナを吹こう！
12
アート

旭町㈱ドゥーミュージック
ベースでリズム感を養おう！
13
アート

白山町花の松本ナーセリー
お花を楽しもう！お花屋さんと仲良くなろう
14
アート

藤山台合同会社 7days ok Habit
歯っぴ～に美味しく食べたい！お口の老化を予防しよう
15
ビューティー＆ヘルス

柏井町佐藤音楽教室
♪元気なシニアのためのお歌の教室♪
16
ビューティー＆ヘルス

六軒屋町studio Beau（ボウ）
セルフ腸もみで自律神経を整え免疫力UP！
17
ビューティー＆ヘルス

中央通さかいのりこピアノ教室
ピアノ～最強の習い事～脳トレ、豊かな感性
18
ビューティー＆ヘルス

乙輪町カイロプラクティック幸生堂
肩こり、腰痛は骨盤のゆがみが原因だった
19
ビューティー＆ヘルス

六軒屋町ポーラザビューティ春日井六軒屋店
自分に似合う秋色アイメークレッスン
20
ビューティー＆ヘルス

八幡町Mod Kasugai　（株）モア・フーズ
初心者さん向け・姿勢改善エクササイズ
21
ビューティー＆ヘルス

柏井町柏接骨院
目からウロコの姿勢の話
22
ビューティー＆ヘルス

高蔵寺町肌トラブルケア専門店フリータイム
プロに聞こう！私に合う化粧品の選び方
23
ビューティー＆ヘルス

大和通こどもサークル勝川
カラダの衰えチェック～測る、知る、運動する～
24
ビューティー＆ヘルス

六軒屋町1st☆Stretch
ストレッチのプロが教える股関節ストレッチ
25
ビューティー＆ヘルス

けん玉で遊ぼう！（初心者編）
旭町カフェ百時26

ビューティー＆ヘルス

大留町（株）神領不動産
仏像を語りながら、蓮の仏花を作ろう
27
ライフ

下市場町㈱麻布
プロが教える失敗しない住まいの塗替講座
28
ライフ

高山町１toSWIMスイミングスクール
簡単１５分で分かる「AEDはしゃべる」を体験
29
ライフ

中新町株式会社ケベック
愛犬長生き！ペットの食事について知ろう！
30
ライフ

松本町中部大学人文学部コミュニケーション学科
ご高齢者スマホ教室
31
ライフ

二子町和室工房　田口商店
知ってるようで知らない！？　ミニ畳製作体験
32
ライフ

大和通こどもサークル勝川
発達に重要なスキンシップ
33
ライフ

若草通㈱アールデザイン
スマホで作れる簡単ネットショップ
34
ライフ

柏原町BOWWOW
飼い主さんとワンコのナチュラルケアー
35
ライフ

八事町㈱名古屋ホウコドウ
長持ちする筆の手入れ講座（一般用）
36
ライフ

町屋町学習塾Rock On
ココロに残る・ココロを動かすスピーチ講座
37
ライフ

高座町㈲カワイ建築
工務店による暮らしが豊かになるお手伝い
38
ライフ

高山町㈱レインボーペイント
ミニテーブルを塗装してみよう！
39
ライフ

月見町わんこのナニー
わんちゃんの食育
40
ライフ

不二ガ丘㈱後藤壮建築事務所
設計士が伝える冬を快適に過ごす住まいの工夫
41
ライフ

鳥居松町髙木仏壇店
仏壇・仏具お手入れワンポイント講座！
42
ライフ

西本町パナショップ味美
なかなか聞けないおうちにまつわるお話
43
ライフ

若草通三上税理士法人
今さら聞けない、相続の基本の「き」
44
ライフ

二子町きもの山喜
名古屋帯の前結び体験
45
ライフ

味美上ノ町しょくにん.com（㈱岡田商店）
包丁研いだら 舞いあがってちむどんどん！
46
ライフ

松新町勝川ランドリー　駅前店
プロが教えるアイロンのかけ方
47
ライフ

高山町ジンバルワークス　一級建築士事務所
リノベーションのすすめ
48
ライフ

弥生町春日井シティ不動産㈱
プロが教える春日井の空地空家売却のコツ
49
ライフ

高根合同会社 natural earth field
多肉植物寄せ植え体験♪
50
ライフ

高根合同会社 natural earth field
無肥料無農薬自然栽培の野菜を五感で味わう
51
ライフ

高蔵寺町はんの伯山堂
初めて彫ってみよう。石で自分の落かん印。
52
ライフ

鳥居松町春日井まちゼミ
やってみよう！まちゼミ講座実施の極意
53
ライフ

坂下町日本sango15
子ども達の脳が喜ぶ触れあい方教えます♡
54
オンライン
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