
「作る」「食べる」「学ぶ」「美容・健康」「作る」「食べる」「学ぶ」「美容・健康」

第５回 三原第５回 三原 開催期間
平成２８年平成２８年

８月２０日
～９月１９日
８月２０日
～９月１９日
申込受付開始８月２日（火）申込受付開始８月２日（火）

安心してご受講頂くため安心してご受講頂くため
販売・勧誘はありません！販売・勧誘はありません！

お店の人が講師となって、専門店ならではの専門知識や情報、コツを教えてもらえる、街の中のゼミナール。
略して「まちゼミ」です。三原商工会議所の会員事業所が講師となって「作る」「食べる」「学ぶ」「美容・健康」の
４つのカテゴリーで全３４講座を開催いたします。どうぞふるってご参加ください。

全３４講座全３４講座

受付時間は店舗により異なります。
詳しくは各店の記載の内容をご覧ください。

●内容により、材料費のみを頂戴する講座もあります。
●お申し込み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。
●材料費は原則として講座当日に会場で徴収いたします。
　（つり銭のいらないようにご用意お願いいたします。）

受講料は無料！受講料は無料！

※↑ ＱＲコードをスキャンすると各店のホームページやFacebookページが開きます。

(土)(土)
(月・祝)(月・祝)

講座の色に注目 ！ ４つのカテゴリーに分かれています。

作　る 学　ぶ 美容・健康食べる

①選ぶ ②申込み ③当日
内容をよく見て
講座を選ぶ ！

お店へ直接電話 ！ 会場へＧＯ ！

▲ ▲
▲◆「まちゼミの申込みです」とお電話ください。　◆各講座、定員になり次第締め切らせていただきます。

◆お申込みは各店の受付時間内にお願いします。
◆受講対象者が限定されている講座もありますのでご注意ください。
◆会場や駐車場の有無などはお申込み時に各店にご確認ください。

受付時間は店舗により異なります 持ち物・材料費などを
ご確認の上、ご来場ください

ちびっこ枕づくり教室
子供たちに、睡眠の大切さを伝えながら楽しく枕を
作ります。（作った枕は、お持ち帰り頂けます。）

■会場／寝・生活館よしなが  ●定員／６名  ●材料費／３,２４０円
●対象／小学３年～６年（保護者同伴）　●持ち物／なし

２

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

8/20㈯
13:30～15:00

歯科技工所で
手の型を一緒に作ろう！

歯科技工所って何をしている所？気になる疑問にお
答えしながら、ここで記念に残るお子様の手の型を
一緒に作りませんか？

■会場／Yoshii Giko　●定員／各日２名　●材料費／なし　
●対象／３歳～小学生とその保護者様　
●持ち物／なし（爪を切っておいてください）

１

Yoshii Giko
受　付   ☎ 0848-38-2313 (9:00 ～13:00）
三原市和田 1-6-10 　休日／日曜

8/20㈯
8/27㈯
9/  3㈯

12:00～13:30

12:00～13:30

12:00～13:30

a cup of tea♥
ほっとひと息 紅茶時間

紅茶の世界へようこそ！残暑厳しい折「冷たい紅茶っ
ておいしい☆」さっぱり爽やかアイスティーの淹れ
方をお話しします。

8/23㈫ 11:00～12:00

■会場／紅茶専門店 Tea heart　
●定員／１０名
●材料費／１，５００円
●対象／どなたでも　
●持ち物／なし

６

紅茶専門店 Tea heart
受　付   ☎ 0848-67-4504 (9:30 ～18:30）
三原市城町 1-1-1（JR 三原駅構内）  休日／月曜

アーティシャルフラワーで
かわいいブーケを

長期保存のできるアーティシャルフラワーでどこに
でも飾ることができ、やさしくかわいいブーケを短
時間でつくりましょう。

■会場／ギャラリーエンジェル　●定員／各回１０名
●材料費／２，１６０円　●対象／小学生以上
●持ち物／ハサミ、ハンドタオル

４

フラワーショップ ギャラリーエンジェル
受　付   ☎ 0848-67-4266 (9:30 ～19:00）
三原市宮浦 3-17-8-102 　休日／不定休

9/3㈯
①10:00～11:30
②13:30～15:00

グレードアップ落款印講座
本格的な器具を使用して、落款印をつくります。
書道や絵画、絵手紙などで落款印が必要な方の参加
をお待ちしています。

■会場／ハンコ卸売センター三原店　●定員／３名
●材料費／なし　●対象／高校生以上　●持ち物／エプロン

３

ハンコ卸売センター三原店
受　付   ☎ 0848-64-5900 (9:00 ～18:30）
三原市宮浦 6-2-27 　休日／日曜・祝日

8/27㈯
14:00～15:00

お庭・外構どうしよう？
その場で解決講座！

これからどうしよう？とお悩みの方、図面や写真を持っ
て来ていただければ、その場で聞き取りしながら、プロ
のアドバイスを含め立体的な図面を書きあげます。

●材料費／なし　●対象／お庭・外構でお悩みの方
●持ち物／図面や写真（スマホでＯＫです）

５

三平商事 有限会社
受　付   ☎ 0848-63-1301 (10:00 ～18:00）
三原市皆実 1-14-11 　休日／水曜

9/3㈯

9/4㈰
10:00～12:00

10:00～12:00
■会場／三平の家（事務所２Ｆ）
●定員／各日２名

あっと驚く
下味で美味しい鶏の唐揚げ

普段使っている調味料で鶏の唐揚げのレパートリー
を増やしてみませんか。定番の塩唐揚げやブームの
レモン風味などシンプルカンタンに料理できます。

　　　　　　　　　　　　　　■会場／道の駅みはら神明の里
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミーティングルーム　
●定員／各日６名　●材料費／３００円　●対象／どなたでも　
●持ち物／なし

７

道の駅みはら神明の里
受　付   ☎ 0848-63-8585 (9:00 ～17:00）
三原市糸崎 4-21-1　休日／毎月第３火曜

8/24㈬
8/31㈬
9/  7㈬
9/14㈬

15:00～16:00
15:00～16:00
15:00～16:00
15:00～16:00

体が喜ぶ薬草を
美味しく食べて健康に！

身近にミネラル豊富な薬草が多くあります。竜王山
の景色の良い所で薬草の紹介をしながら試食して頂
きます。ブルーベリーもあるかも！？

■会場／山の家  川中屋　●定員／各回５名
●材料費／５００円　●対象／どなたでも　●持ち物／エプロン

８

ふでかげ山 元気村
受　付   ☎ 090-4692-1578 (10:00 ～17:00）
三原市登町 4914 　休日／火曜・木曜

8/27㈯
①10:00～11:30
②15:00～16:30

豆腐とおからで
健康料理かなえマジック公開

雪花菜のレシピ公開します。豆腐とおからを使った簡
単料理、残ったおかずのアレンジ紹介します。無駄の
ない料理をして健康でエコな生活を送りましょう。

■会場／小西豆腐店　
●定員／５名
●材料費／なし　
●対象／どなたでも　
●持ち物／筆記用具

９

（有）小西豆腐店 直売店 雪花菜
受　付   ☎ 0848-62-2070 (9:00 ～19:00）
三原市西町 1-8-59　休日／日曜・第４土曜

14:00～15:008/27㈯

プロが教える天ぷらのコツ
天ぷらを作ると、「ベチャっとして苦手」と感じてい
るあなたに、カラッと揚がる天ぷらのコツを実演を
交えながらお教えします。

■会場／登喜将　●定員／４名
●材料費／５００円　●対象／どなたでも　●持ち物／エプロン

10

和食処 登喜将
受　付   ☎ 0848-62-7393 (11:00 ~17:00）
三原市城町 3-2-7 　休日／水曜

9/8㈭ 15:00～16:00

自分の自転車をメンテナンス！
～入門編～

いつも何気なく乗っている自転車。ちゃんとメンテ
ナンス出来ていますか？点検項目に沿ってメンテナ
ンスをしてみましょう！

■会場／中野輪業　●定員／各日２名
●材料費／なし　
●対象／自転車の整備をしたい人
●持ち物／自転車

11

有限会社 中野輪業
受　付   ☎ 0848-62-2463 (7:45 ～18:30）
三原市糸崎 2-11-11 　休日／日曜

8/20㈯
9/19

14:30～16:00

14:30～16:00(月・祝）

万年筆の基礎知識と
お手入れ方法

伊勢志摩サミットでの贈呈品にもなり、日本を代表す
るプラチナ万年筆さんを講師にお迎えして、万年筆の
基礎知識、お手入れ方法、選び方など、お話します。

■会場／ヒロヨシ２階
●定員／１０名
●材料費／なし　
●対象／どなたでも
●持ち物／お持ちであれば
　　　　　万年筆１本

13

ビジネスセンター㈱ヒロヨシ
受　付   ☎ 0848-64-8211 (10:00 ～17:00）
三原市皆実 2-1-5 　休日／なし

8/24㈬14:00～15:00

おうちのお掃除
お悩み相談室 PART 2

おうちのお困りごとをスッキリ解決します！
ダスキン西宮支店のお掃除シェルジュの佐々木がわ
かりやく伝授します。

■会場／ダスキン西宮支店３階会議室　●定員／５名
●材料費／なし　●対象／どなたでも　●持ち物／なし

12

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

8/23㈫
10:00～11:30

知っておきたい
ふとん取扱い講座

ふとんを干す時に叩いてはダメって知ってますか？
その答えをはじめ、他にもふとんを長く大切に使う
為のコツや工夫を楽しくお伝えします。

■会場／寝・生活館よしなが
●定員／各日３名　
●材料費／なし
●対象／どなたでも
●持ち物／なし

14

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

8/29㈪
9/   6㈫

10:30～11:30

10:30～11:30


