
開催店

MAP

❼

●
セブンイレブン

●羽根川荘

●旧六箇小学校

至小千谷 至津南

至塩沢

川治上町117

六
箇
田
麦

（㈱スタックス）

桜花レスリング
クラブ

主催：十日町商工会議所商業部会

後援：十日町市商店街連合会・NPOにぎわい・十日町スタンプ㈿・十日町専門店会㈿・とおかまち逸品会

お問い合わせ：十日町商工会議所（尾身・蕪木） TEL.025-757-5111  FAX.025-752-6044
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「まちゼミ」 と
は？

お店の人が講
師となって専

門店なら

ではの知識や
情報、コツを

無料で教

える少人数制
のミニ講座で

す。

安心して受講
していただく

ため、

お店からの販
売は一切あり

ません !

お申込の手順

•内容によって材料費がかかるものもあります。材料費は講座当日に各店でお支払いください。

•お申込後のキャンセルは、材料費を頂戴する場合がありますのでご了承ください。

1 2 3選ぶ選ぶ 申込申込 当日当日

開催期間 11月1日火～11月30日水

とおかまちゼミとおかまちゼミ

第5回

日日

お申込は各店へ!

お申込は各店へ!

内容によって材料費がかかるものもあります。材料費は講座当日に各店

10月26日水受講受付スタート! 

受講者
大募集!

受講料無料

チラシの内容を
よく見て講座を
お選びください。

受けたい講座の

お店へ直接電話で
お申込ください。

　　　と声をかけてください。
受講内容や持ち物、材料費などの詳細
も各店へお気軽にお問い合せください。

時間、場所
をお間違え
のないよう
ご参加くだ
さい。

まちゼミ
　申込です
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十日町市が進める十日町市中心市街地活性化基本

計画の目標である「訪れる人を増やす」、「活動する人を

増やす」の一環として、本事業を実施しています。
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45 世界に１つだけのオリジナル年賀状作り

楽しくお話しをしながら自分だけの年賀状を大切な写真や、マスキング
テープ、シールを使って作りませんか？

TEL.025-757-8332
［受付9:00～19:00／休：無休］

申 込

【講　師】渡貫 愛佳　【会　場】カメラショップユザワ

【持ち物】写真など使用したい材料があれば　【材料費】0円　【定　員】3名

カメラショップユザワ
昭和町1丁目154-49

11月  9日水14:00～15:00

11月12日土14:00～15:00
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ファイナンシャル
ジャパン㈱

ファイナンシャル
ジャパン㈱

知りたかったプロの裏ワザや
生活に役立つ豆知識!

知りたかったプロの裏ワザや
生活に役立つ豆知識!

42 クラフトビールを楽しもう！

気軽にクラフトビールを楽しんでもらいたい！という思いから講座を開催し
ます！クラフトビールについての説明と代表的なスタイルを飲み比べます。

TEL.025-755-5550申 込

【講　師】髙木 千歩　【会　場】ＡＬＥ ｂｅｅｒ＆ｐｉｚｚａ（エールビアアンド ピッツァ）
【対　象】お酒の提供がある為２０歳以上の方　【材料費】500円（ビール試飲代）
【定　員】6名

ALE  beer&pizza
（エールビア アンド ピッツァ）

宮下町西267-1

11月  6日日16:30～17:30

11月12日土16:30～17:30

44 紅茶のおいしい淹れ方

ティ―ポットで紅茶をおいしく淹れるコツとフルーツティーを作ってみ
ましょう。

TEL.025-752-0070
［受付9:30～19:00／休：無休］

申 込

【講　師】市村 悠　【会　場】みさ伝 本店　【材料費】0円　【定　員】4名

みさ伝  本店
本町4丁目

11月  8日火14:30～15:30

11月22日火14:30～15:30

43 おいしいお茶のいれ方【初級編】

煎茶・ほうじ茶・玄米茶などいろいろなお茶のおいしいいれ方をご試飲
いただきながらご紹介いたします。

TEL.025-752-0070
［受付9:30～19:00／休：無休］

申 込

【講　師】二瓶 ユキ子　【会　場】みさ伝 本店　【材料費】0円

【定　員】4名

みさ伝  本店
本町4丁目

11月  4日金14:30～15:30

11月18日金10:30～11:30

46
十日町で今評判の
「ざるで作る蒸しパン」を作って食べよう。

「ざるで作る蒸しパン」を実際に作り、楽しいチャ茶和会をします。

TEL.025-752-2478
［受付8:00～19:00／休：日曜日・祝日］

申 込

【講　師】蕪木 康子　【会　場】㈱キジマ　【持ち物】エプロン、ハンカチ又

はタオル　【材料費】材料代500円【メニュー、蒸しパンと珈琲、紅茶、日本

茶など】※蒸しパンはお持ち帰りできます。　【定　員】4名

㈱キジマ
駅通り

11月  4日金14:00～15:30
11月  9日水14:00～15:30
11月12日土14:00～15:30
11月18日金14:00～15:30

［受付 　　　　　　　　 ／休：水曜日］
昼11:30～14:30
夜17:30～23:00



20 筆ペンGO

今回は筆ペンで芳名帳に名前を書くことを想定して、基本的な
点画の書き方の練習をしたいと考えています。

TEL.025-757-2191
［受付9:30～18:30／休：不定休］

申 込

【講　師】高橋 芳則　【会　場】㈱滝沢印刷・文具館タキザワ十日町店

【持ち物】筆ペン　【材料費】0円　【定　員】1名

滝沢印刷・文具館タキザワ
本町2丁目325番地2

11月  6日日10:00～16:00
11月13日日10:00～16:00

26
自分でできる水まわり掃除・
メンテナンス・お手入れ方法

簡単な水まわりの掃除やメンテナンス、お手入れ方法等。また
水まわりだけに限らず住宅設備について疑問点など何でも聞
いて下さい。体験型ゼミです。

TEL.025-757-9191
［受付8:00～17:30／休：日曜日・第2第4土曜日］

申 込

【講　師】大嶋 太郎　【会　場】美佐伝 四日町ショールーム
【持ち物】白く曇った鏡など、直したいものがあればお持ち下さい。
【材料費】0円　【定　員】5名

美佐伝  四日町ショールーム
四日町新田222-5

11月  2日水10:30～11:30
11月15日火14:00～15:00

27
エアコンが喜ぶフィルターの
おそうじ方法

フィルター清掃のちょっとしたコツや気をつけてほしい事な
ど、少しの手間をかけるだけで節電にもなります。他の住宅設
備についても質問してね。

TEL.025-757-9191
［受付8:00～17:30／休：日曜日・第2第4土曜日］

申 込

【講　師】大嶋 太郎　【会　場】美佐伝 四日町ショールーム
【材料費】0円　【定　員】5名
【その他】エアコン以外のことも何でも聞いてください

美佐伝  四日町ショールーム
四日町新田222-5

11月  9日水10:30～11:30
11月29日火14:00～15:00
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美容・健康
体や健康、きれいに

ついての講座です

作る・食べる
作ったり、食べたりを

体験する講座です

学　 ぶ
新しい発見や知識を

学ぶ講座です

換気扇・レンジフードが
喜ぶおそうじ方法

台所のレンジフードや換気扇のお掃除のちょっとしたコツな
ど実演を交えてご紹介します。他の水まわりやエアコン等の住
宅設備についても質問してね。

TEL.025-757-9191
［受付8:00～17:30／休：日曜日・第2第4土曜日］

申 込

【講　師】大嶋 太郎　【会　場】美佐伝 四日町ショールーム
【材料費】0円　【定　員】5名　【その他】換気扇・レンジフード
以外のことも何でも聞いて下さい。

美佐伝  四日町ショールーム
四日町新田222-5

11月19日土10:30～11:30
11月22日火14:00～15:00

年賀状でGO！！

年賀状のオモテ面を心を込めた手書きにしてみませんか。宛名
の書きぶりで裏面の印象も変わってきます。バランス良く書け
るように練習しましょう。

TEL.025-757-2191
［受付9:30～18:30／休：不定休］

申 込

【講　師】高橋 芳則　【会　場】㈱滝沢印刷・文具館タキザワ十日町店
【持ち物】筆記具（ボールペン、サインペンなど）　【材料費】0円
【定　員】1名

滝沢印刷・文具館タキザワ
本町2丁目325番地2

11月20日日10:00～16:00
11月27日日10:00～16:00

ディズニーリゾートの
キャラクターを学ぼう

園内にいるキャラクター、声をかけたいけどあれ？名前何だっ
け？という経験ありませんか？メインキャラからレアキャラま
で楽しく勉強しましょう！

TEL.025-752-4128
［受付9:00～18:00（土曜は17：00まで）／休：日曜日・祝日］

申 込

【講　師】小林 茜　【会　場】共立観光十日町支店
【持ち物】筆記用具　【材料費】0円　【定　員】4名
【その他】お子様連れOK

共立観光十日町支店
駅通り120-3

11月  2日水14:00～15:00
11月  9日水14:00～15:00
11月18日金14:00～15:00
11月26日土14:00～15:00

初心者向け ＨＴＭＬ基礎講座

よくわからず何となくホームページ更新作業しているあなた！
一度基礎からＨＴＭＬを学んでみませんか？飛躍的にホーム
ページ更新作業が捗ります！

E-mail  hplab@trustlab.jp （電話受付はいたしません。メールのみです。）
［受付24時間／休：土・日曜日・祝日］

申 込

【講　師】山本 真麻　【会　場】トラストラボ㈱　【対　象】企業の
Ｗｅｂ担当者　【持ち物】ノートパソコン（無い方はご相談ください）
【材料費】0円　【定　員】3名

トラストラボ㈱
昭和町4-156-16

11月  2日水13:30～14:30
11月  9日水13:30～14:30
11月16日水13:30～14:30

海外通販のお試し！
ebay出品体験講座

お店の商品を海外に販売してみたいと思いませんか？多くの時間と労力
を使う前に一度気軽に試してみたい！そんな要望をかなえる講座です！

E-mail  hplab@trustlab.jp （電話受付はいたしません。メールのみです。）
［受付24時間／休：土・日曜日・祝日］

申 込

【講　師】河合 里美　【会　場】トラストラボ㈱　【対　象】自社商品お
もちの方。落札された場合、速やかに配送できる方。　【持ち物】商品
【材料費】出品時：ebayシステム手数料のみ。弊社手数料無料　落札時：
販売額に応じたebayシステム手数料含め40%程度　【定　員】1名

トラストラボ㈱
昭和町4-156-16

11月  2日水15:00～16:00
11月  9日水15:00～16:00
11月16日水15:00～16:00

メガネでもっと仕事も趣味も
楽しく快適に！

メガネに日頃感じている「もっと～だったら」を解消できるご
提案。お手入れ方法や便利で楽しいグッズのお試し。メガネを
もっと楽しむ活用方法いっぱい。

TEL.025-757-3311
［受付10:00～19:00／休：無休］

申 込

【講　師】古澤 郁夫　【会　場】朝日堂
【対　象】メガネをお使いの方　【持ち物】現在お使いのメガネ
【材料費】0円　【定　員】3名

朝日堂
本町1丁目

11月14日月10:00～11:00

折り紙で作る雪玉飾り

アーケードでよく見かける雪玉飾り。カラフルな折り紙で作る
とお部屋のインテリアにもぴったり！ぜひ一緒に作ってみませ
んか？

TEL.025-757-2030
［受付9:00～18:00／休：無休］

申 込

【講　師】藤城 亜衣子　【会　場】中央印刷山内商店

【材料費】0円　【定　員】4名

㈱中央印刷所山内商店
本町3丁目

11月  7日月10:00～11:00
11月26日土13:30～14:30

うで時計の豆知識

うで時計に関する色々な疑問や悩みを解決いたします。また、
自分で出来る簡単なメンテナンスもご紹介。

TEL.025-757-3311
［受付10:00～19:00／休：無休］

申 込

【講　師】玉田 繁雄　【会　場】朝日堂

【持ち物】ご愛用のうで時計　【材料費】0円　【定　員】4名

朝日堂
本町1丁目

11月19日土10:00～11:00

のし袋の選び方・書き方【初級編】

慶事・弔事ののし袋の表書きや種類にも、時と場合にあわせた
礼儀があります。いざという時に覚えておきたい知識をご紹介
いたします。

TEL.025-752-0070 
［受付9:30～19:00／休：無休］

申 込 TEL.025-752-4080 
［受付11:00～18:00／休：日・月曜日］

申 込

【講　師】根津 正己　【会　場】みさ伝 本店　【材料費】0円

【定　員】4名

みさ伝  本店
本町4丁目

11月  2日水10:30～11:30
11月16日水14:30～15:30

気持ちが伝わるラッピング

包装の仕方、リボンの結び方、ちょっとしたコツできれいにで
きます。心を込めたプレゼントを自分でラッピングできたら素
敵ですね！！

TEL.025-752-0070
［受付9:30～19:00／休：無休］

申 込

【講　師】上村 純　【会　場】みさ伝 本店　【材料費】0円

【定　員】4名

みさ伝  本店
本町4丁目

11月11日金10:30～11:30
11月25日金14:30～15:30

半幅帯で出掛けましょう

着物は着られても、名古屋帯や袋帯を結ぶのは難しいと思って
いる方。お出掛け向きの半幅帯結びを覚えませんか。とても簡
単でラクチンです。

【講　師】村山 哲子　【会　場】きもの＆和雑貨 雪月花
【対　象】着物を着て、お出掛けしたい方　【持ち物】半幅帯（長め
のもの）と帯じめ　【材料費】0円　【定　員】4～5名

きもの＆和雑貨  雪月花
昭和町4丁目156-45

11月13日日10:30～12:00
11月16日水19:00～20:30

お家でじゅわっと肉汁が出る
ハンバーグ作り

毎日使ってるガスコンロで、ちょっとしたコツで、ぐぐぐんと美
味しくなる方法を覚えちゃいましょう！最後に皆さんでランチ
会します！！

TEL.025-752-3597
［受付8:30～18:00／休：第３第４日曜日］

申 込

【講　師】村山 ゆか里　【会　場】㈱村熊商店　【材料費】800円

【持ち物】エプロン、筆記用具　【定　員】6名

㈱村熊商店
高田町6

11月  2日水10:30～12:30
11月  5日土10:30～12:30
11月  9日水10:30～12:30
11月10日木10:30～12:30

切れ味復活！ 包丁砥ぎ講座

包丁の砥ぎ方が分からない。砥いでみたいが砥石がない。この
講座で砥ぎ方を習得してみませんか？日頃お使いの包丁をご
持参下さい。

TEL.025-757-9191
［受付8:00～17:00／休：日曜日・第2第4土曜日］

申 込

【講　師】斎木 正之　【会　場】美佐伝 四日町ショールーム
【持ち物】お使いの包丁（三徳包丁・菜切・牛刃どれか１本）
【材料費】0円　【定　員】5名

美佐伝  四日町ショールーム
四日町新田222-5

11月  8日火14:00～15:30
11月16日水14:00～15:30
11月24日木10:00～11:30

大切な指輪やネックレス！
もっと使いやすくする方法

留めにくい金具、きつくなった指輪はもちろん、簡単に指輪を
ペンダントにしたり日常に使いやすくする方法をお教え致し
ます。

TEL.025-757-3311
［受付10:00～19:00／休：無休］

申 込

【講　師】太田 京子　【会　場】朝日堂　【材料費】0円

【定　員】5名

朝日堂
本町1丁目

11月15日火10:30～11:30

３０代トワニストが教える
肌のお手入れ講座

衣料のかみしん
新座甲883-2

11月  5日土14:00～15:00
11月19日土14:00～15:00

化粧品の専門家「トワニスト」の資格を持った30代のかみしん
の嫁が肌の基本的なお手入れについてお話しします。

TEL.025-752-2706
［受付10:00～18:00／休：不定休］

申 込

【講　師】樋熊 景子　【会　場】衣料のかみしん　【対　象】女性

【持ち物】自分が使っている化粧品（基礎）　【材料費】0円

【定　員】3名

７歳若く見えるかもしれない！？
メイク講座

衣料のかみしん
新座甲883-2

11月  9日水14:00～15:00
11月16日水14:00～15:00

化粧品販売歴40年以上の専門家が教える、60歳以上限定のメ
イク講座です。70代、80代も大歓迎です。

TEL.025-752-2706
［受付10:00～18:00／休：不定休］

申 込

【講　師】樋熊 ミヤ子　【会　場】衣料のかみしん

【対　象】女性 60歳以上　【材料費】0円　【定　員】3名

美波リンパケアセンター
水野町363-8

11月13日日10:00～11:00
11月17日木10:00～11:00
11月21日月10:00～11:00

人それぞれ違う、心と体の不調。できれば自分で日々ケアして
あげたいですよね。そんなヒントをみつけに来て下さい♪

TEL.025-752-5521 （留守録お願いします）
［受付8:00～19:00／休：不定休］

申 込

【講　師】中町 みえ　【会　場】美波リンパケアセンター

【対　象】女性　【材料費】500円（セルフケアグッズ代）

【定　員】6名　【その他】駐車場はありません

詩吟流発声講座

衣料のかみしん
新座甲883-2

11月  1日火18:00～19:00
11月29日火18:00～19:00

文部科学大臣杯受賞、詩吟神風流樋熊励風が教える発声講座
です。大きな声を出してストレス発散！

TEL.025-752-2706
［受付10:00～18:00／休：不定休］

申 込

【講　師】樋熊 励風（秀行）　【会　場】衣料のかみしん　

【材料費】0円　【定　員】6名

【その他】２名以上の申込みで開催

「快腸ですか！！」
お通じのお悩み相談室

いずみ調剤薬局
駅通り5番地

11月　9日水 15:00～16:00

快腸ですか？腸が元気なら体も元気！お通じのトラブル・セル
フメディケーションの相談を薬剤師がさせていただきます。

TEL.025-752-0386
［受付14:00～18:00／休：木・土曜日（各日午後）・日曜日・祝日］

申 込

【講　師】宮沢 悦子　【会　場】いずみ調剤薬局

【材料費】0円　【定　員】3名

まちなか健康講座
（講和・軽運動）

エリアドゥ21
諏訪町265

相談の上決定

市民の健康意識を高める為の講座です。職場や地域の集会、そ
の他グループなどで希望の内容を相談の上、出張します。無料
ですのでご利用ください。

TEL.090-2532-9879
［受付8:30～22:00／休：水・日曜日（日曜日・祝日：受付不可）］

申 込

【講　師】関口 陽子　【会　場】希望の会場へ出張
【対　象】概ね30才～の男女【持ち物】水分、タオル、実技の場合は
運動できる服装　【材料費】0円　【定　員】何名でも可

知らなきゃ損する！
家計の見直しのポイント

ファイナンシャルジャパン㈱
長岡市中島6-2-6　ルビナスビル2F

11月  9日水10:30～12:00
11月16日水12:30～15:00

世の中のしくみ・ニーズが複雑化していく中、家計をどうやって
守っていけばいいの？家計改善のポイントをわかりやすく解説
します。

TEL.090-2982-8930
［受付9:00～20:00／休：不定休］

申 込

【講　師】蠣原 大介　【会　場】分じろう セミナールーム３

【持ち物】筆記用具　【材料費】0円　【定　員】6名

知らなきゃ損する！
住宅購入資金のポイント

ファイナンシャルジャパン㈱
長岡市中島6-2-6　ルビナスビル2F

11月12日土10:30～12:00
11月26日土12:30～15:00

住宅は人生において大きな買い物。だからこそ事前にしっかりと
した資金計画が大切です。わかりやすくポイントを解説します！

TEL.090-2982-8930
［受付9:00～20:00／休：不定休］

申 込

【講　師】蠣原 大介　【会　場】分じろう セミナールーム３

【対　象】住宅購入を検討している方　【持ち物】筆記用具

【材料費】0円　【定　員】6名

妊婦さん、新米ママさんのための
タオル講座

衣料のかみしん
新座甲883-2

11月  7日月11:00～12:00
11月  8日火11:00～12:00

今年タオルソムリエ資格をとったかみしんの新米ママが、自分
の経験と知識で妊婦さん、新米ママさんの為のタオルのお話
をします。

TEL.025-752-2706
［受付10:00～18:00／休：不定休］

申 込

【講　師】樋熊 景子　【会　場】衣料のかみしん
【対　象】妊婦さん、新米ママさん　【材料費】0円
【定　員】4名　【その他】親子参加OK

生活が豊かになる
かみしんの「逸品」の話

衣料のかみしん
新座甲883-2

11月16日水11:00～12:00
11月25日金18:00～19:00

全国逸品セレクショングランプリ２連覇など全国的にも注目を
あびているかみしんの逸品。８つの「逸品」すべてご説明させて
頂きます。

TEL.025-752-2706
［受付10:00～18:00／休：不定休］

申 込

【講　師】樋熊 秀行　【会　場】衣料のかみしん　【材料費】0円

【定　員】8名

詩吟入門講座

詩吟の入門講座です。詩吟の世界に触れてみませんか。詩吟神
風流全国大会優勝者が教えます。興味のある方は継続して練
習することもできます。

TEL.025-752-2706
［受付10:00～18:00／休：不定休］

申 込

【講　師】樋熊 励風　【会　場】衣料のかみしん　【材料費】0円

【定　員】6名　【その他】２名以上の申込みで開催

衣料のかみしん
新座甲883-2

11月  4日金17:30～18:30
11月18日金17:30～18:30

【講　師】水落 靖生　【会　場】㈲水落住建
【材料費】0円　【定　員】１0名または5組
【その他】ご夫婦での参加をオススメします！

学校でモテちゃう
マット運動体験

前転・後転できますか？側転はもちろん、もしかしたらバック転
までできちゃうかも！レスリングのマット運動で、かっこ良く飛
び跳ねよう！

TEL.090-7901-1460  E-mail  ouka@ouka-wrestling.jpn.org
［受付9:00～18:00／休：火・木・金・日曜日］

申 込

【講　師】涌井 篤　【会　場】桜花レスリングクラブ
【対　象】幼児～小学生　【持ち物】飲み物、タオル、着替え
【材料費】0円　【定　員】5名

桜花レスリングクラブ
丁98番地　旧六箇保育園

11月16日水19:00～19:45

お父さん限定！
やさしいキックボクシング

メタボ改善！運動不足のお父さん、キックとパンチで楽しく運
動してみませんか？痛いことはしません！初心者のためのキッ
クボクシング体験です。

TEL.080-5485-3601  E-mail  kick.arungym@gmail.com
［受付9:00～18:00／休：日曜日・祝日］

申 込

【講　師】児玉 正暁　【会　場】キックボクシングARUNGYM（アルンジム）　
【対　象】30歳以上のお父さん限定　【持ち物】飲み物、タオル、着替え、
軍手、ヨガマット（バスタオル）　【材料費】0円　【定　員】8名

キックボクシングARUNGYM
（アルンジム）

本町2丁目220番地

11月18日金19:15～20:00

親子で一緒に
キックボクシング体験

レディース
キックボクシング体験

元プロ選手が教えるキックボクシングを体験してみませんか？
親子で一緒に楽しくパンチやキックを打ち込んでみましょう！

TEL.080-5485-3601  E-mail  kick.arungym@gmail.com
［受付9:00～18:00／休：日曜日・祝日］

申 込

【講　師】児玉 正暁　【会　場】キックボクシングARUNGYM（アルンジム）

【対　象】幼児～小学生の子供と親の２人組　【持ち物】飲み物、タオル、

着替え、軍手　【材料費】0円　【定　員】5組

キックボクシングARUNGYM
（アルンジム）

本町2丁目220番地

11月11日金19:15～20:00

元プロ選手が教えるキックボクシングです。音楽に合わせてパ
ンチとキックをうってストレス解消！キックと体幹トレーニン
グで健康美を目指そう！

TEL.080-5485-3601  E-mail  kick.arungym@gmail.com
［受付9:00～18:00／休：日曜日、祝日］

申 込

【講　師】児玉 正暁　【会　場】キックボクシングARUNGYM（アルンジム）
【対　象】中学生以上の女性限定　【持ち物】飲み物、タオル、着替え、軍手、
ヨガマット（バスタオル）　【材料費】0円　【定　員】8名

キックボクシングARUNGYM
（アルンジム）

本町2丁目220番地

11月  4日金19:15～20:00

家を建てる前に
聞いておきたい得する話

毎日の家計の支出を減らすマル秘テクニックや予算をアップさ
せる方法等をお伝えします。家造りの疑問や不安な事もどんど
ん質問してください！

TEL.0120-958-508
［受付8:00～18:00／休：日曜日］

申 込

㈲水落住建
下条4丁目836番地

11月  2日水13:30～15:00
11月12日土13:30～15:00
11月16日水13:30～15:00
11月26日土13:30～15:00

更年期を幸年期にしたい貴女の
セルフリンパケア

骨粗鬆症予防に効率よく
カルシウムを摂る食べ方を学ぶ

簡単なアンケートで、カルシウムが足りているかチェック！バイ
キング式の料理を取って組み合わせ方を学び、実食する！

TEL.025-752-2478
［受付8:00～19:00／休：日曜日・祝日］

申 込

【講　師】蕪木 康子　【会　場】㈱キジマ　【持ち物】ハンカチ又は
手拭き　【材料費】材料代1000円【メニュー、主食、主菜2品、副菜
4品】お茶付き（レシピ・資料付き）※食事はお持ち帰りできません。
【定　員】6名

㈱キジマ
駅通り

11月  5日土10:30～12:00
11月  9日水10:30～12:00
11月10日木10:30～12:00
11月12日土10:30～12:00

世界で１つ！
初めての手作りメガネチェーン

ビーズを使って一緒に世界でひとつだけの手作りメガネチェー
ンを作ってみませんか？

TEL.025-752-0177
［受付10:00～19:00／休：無休］

申 込

【講　師】高橋 雅人　【会　場】メガネ・補聴器のミヤコヤ

【材料費】800円　【持ち物】メガネ　【定　員】3名

メガネ・補聴器のミヤコヤ
高田町6丁目　妻有ショッピングセンター内

11月  2日水10:00～11:30
11月  3日木14:00～15:30
11月  8日火14:00～15:30
11月10日木10:00～11:30

楽しいチーズ講座

チーズについての話を聞きながら、本格的なナチュラルチー
ズを試食して楽しんでいただけるという内容です。お気軽に
どうぞ！！

TEL.025-752-2558
［受付9:00～19:00／休：無休］

申 込

【講　師】小海 真理子、福納 卓哉　【会　場】㈲宮幸酒店

【材料費】0円　【定　員】5名

㈲宮幸酒店
昭和町1丁目179-1

11月  2日水13:30～15:00
11月  9日水13:30～15:00

（１時間ごと）

（１時間ごと）

13 今治タオルの話

良いタオルとして話題の今治タオル。何が良いのか、そのくわ
しい部分をお話しします。タオル選びの基準になるかも！

TEL.025-752-2706
［受付10:00～18:00／休：不定休］

申 込

【講　師】樋熊 秀行　【会　場】衣料のかみしん　【材料費】0円

【定　員】4名

衣料のかみしん
新座甲883-2

11月  5日土11:00～12:00
11月19日土11:00～12:00

12 タオルソムリエのタオル講座

公認タオルソムリエがタオルについてお話しします。タオルの
種類や取扱い方など実際にタオルに触れながら行います。

TEL.025-752-2706
［受付10:00～18:00／休：不定休］

申 込

【講　師】樋熊 秀行　【会　場】衣料のかみしん　【材料費】0円　

【定　員】4名

衣料のかみしん
新座甲883-2

11月  4日金11:00～12:00
11月18日金11:00～12:00
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TEL.025-752-0177
［受付10:00～19:00／休：無休］

申 込

似合うメガネの選び方、
こっそり教えちゃいます

メガネ・補聴器のミヤコヤ
高田町6丁目　妻有ショッピングセンター内

11月  2日水14:00～15:00
11月  3日木10:00～11:00
11月  8日火10:00～11:00
11月10日木14:00～15:00

「メガネの選び方ってよくわからない」そんな声にお応えして、
似合うメガネの選び方のポイントをお伝えします。

【講　師】高橋 雅人　【会　場】メガネ・補聴器のミヤコヤ

【材料費】0円　【定　員】5名

28
日本とギリシャ、まるで違います。
財政破綻問題とは？

両極端な見方がある財政破綻問題をマスコミとは違う角度から
考えたり意見を交わしたり興味を持って頂く機会にしたいです。

TEL.025-757-9191
［受付8:00～17:30／休：日曜日・第2第4土曜日］

申 込

【講　師】大嶋 太郎　【会　場】美佐伝 四日町ショールーム

【対　象】財政問題に詳しくない方大歓迎です。

【材料費】0円　【定　員】5名

美佐伝  四日町ショールーム
四日町新田222-5

11月24日木18:00～19:10

29
教科書に書いてない
近現代史入門

私が小学6年生の時、先生がこれは教科書に書いていないんだ
けど、と話してくれた近代史がとても印象深く自分の海外経験
も交えてわかり易くお話しします。

TEL.025-757-9191
［受付8:00～17:30／休：日曜日・第2第4土曜日］

申 込

【講　師】大嶋 太郎　【会　場】美佐伝 四日町ショールーム

【材料費】0円　【定　員】5名

美佐伝  四日町ショールーム
四日町新田222-5

11月18日金18:00～19:10


