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★スマートフォンからもＱＲコードですぐにアクセス！

まちゼミホームページ
http://www.mhr-cci.or.jp/yeg/machizemi/

Facebookページもチェックしてください！！
https://www.facebook.com/miharamachizemi

※各講座の内容と実施に関するお問い合わせは、各講座の
　受付電話番号へご連絡をお願い致します。

主催   三原商工会議所青年部会
連絡先　三原商工会議所
〒72 3 - 8 5 5 5　広島県三原市皆実4 - 8 - 1
☎（０８４８）６２－６１５５

※↑ 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。

まちゼミ　三原 ▲
▲

※講座中に撮影させて頂いた写真を、SNSや次回チラシに掲載させて頂く場合があります。あらかじめご了承くださいませ。

あなたのためのストレッチ法
整体師としてスポーツプログラマーとして、ひとり
ひとりの体格や体質、悩みに合わせたストレッチ法
を提案します。

■会場／木陰屋　●定員／３名　●材料費／なし　
●対象／どなたでも　●持ち物／なし（動きやすい服装で）

28

いやし処 木陰屋
受　付   ☎ 0848-62-6275 (9:00 ～19:00）
三原市宮浦 3-29-27 　休日／木曜

8/25㈭
10:00～11:00

プロに聞こう！
気になる姿勢「個別相談室」

肩・腰・膝・股関節・頭痛・冷え・外反母趾・猫背・
肩の高さの違いなど・・・姿勢や歪みが原因かもしれ
ません！まずはご相談することから始めませんか？

■会場／KCSセンター三原　●定員／各回１名
●材料費／なし　●対象／どなたでも　●持ち物／なし

27

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 ～21:00 ※定休日も受付可）

8/23㈫
①10:00～10:45
②11:00～11:45
③13:00～13:45
④14:00～14:45
⑤15:00～15:45

乳がん予防に役立つ
香りの体験講座 ！ ！

アロマが乳がん予防にどのように役立つのか説明し
た後、良いと言われる「香り」をご紹介し、実際に
手に取ってその香りを体験していただきます。

■会場／WELLアロマティーチングスクール　●定員／各日４名
●材料費／なし　●対象／どなたでも　●持ち物／筆記用具

30

有限会社  ウェル
受　付   ☎ 0848-62-5507 (9:30 ～20:00）
三原市中之町 4-6-11　休日／日曜・祝日

9/  1㈭

9/13㈫
10:30～11:30

13:30～14:30

知って欲しい！
美肌になれるクレンジング法

あなたのターンオーバー日数はご存知でしょうか？
美肌を作るにはクレンジングが重要です！クレンジ
ング体験させて頂きます。ぜひお待ちしております。

■会場／アウレナ
●定員／各日３名　
●材料費／なし　
●対象／２０歳以上の方　
●持ち物／メイクされる方はメイク
　　　　　道具

29

エステティックサロン アウレナ
受　付   ☎ 090-5371-9972 (10:00 ～18:00）
三原市城町 2-3-10 講崎ビル1F　 休日／不定休

8/29㈪
9/   3㈯

14:00～16:00
10:00～12:00

※施術中で電話に出られない場合は、後ほどご連絡させていただきます。

今の時代、肌との向き合い方
髪・顔・体、今の時代は商品がありすぎて、どれが
自分によいのか迷います。アトピーや乾燥肌、脂っ
ぽいなど色々な肌の悩みについてアドバイスします。

■会場／hair GARAGE
●定員／５名
●材料費／なし
●対象／どなたでも
●持ち物／なし

33

hair GARAGE
受　付   ☎ 0848-38-7216 (9:00 ～18:00）
三原市宮浦3-15-23  休日／月曜、第１火曜、第３日曜

9/6㈫ 10:00～11:00

眉で変わる！
眉の描き方・整え方講座

ご自身の眉の形をチェックした後、基本の眉の形や眉
カットのポイント、形によって変わるイメージなどを
説明し、実際に描き方と整え方を練習して頂きます。

■会場／salon de Belle　●定員／４名
●材料費／なし　●対象／眉で変わりたい方ならどなたでも
●持ち物／お持ちであれば眉バサミ、うぶ毛トリマー

34

salon de Belle (サロン・ド・大坪）
受　付   ☎ 0848-62-8846 (10:00 ～18:30）
三原市城町イオン三原店2F    休日／月曜・第3日曜

9/9㈮
18:15～19:15

腰痛でお悩みの方へ
目からウロコの姿勢講座

腰痛ツライですよね～！湿布や薬で一時的に楽に
なっても、またあの痛みがやって来る！そんな苦し
みを繰り返さない為の聞いてビックリ講座です。

■会場／KCSセンター三原　●定員／５名
●材料費／なし　●対象／どなたでも　●持ち物／なし

32

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 ～21:00 ※定休日も受付可）

9/6㈫
10:00～11:00

誰にでも出来る
「ゆがみチェック＆ゆがみ調整」

あなたの体のゆがみ、大丈夫？？ご家族や友人にす
ぐ使える「ゆがみチェック」と簡単で安全な「技術」
や「ゆがみについてのお話」も学べます。

31

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

9/2㈮  9/6㈫
①10:00～約90分
②14:00～約90分
③18:00～約90分

交通事故に遭われた方必見！
賢い対応方法

交通事故に巻き込まれたその後の正しい対応をご存知で
すか？知らなかったじゃ損するかも！？事故後の治療や
保険会社との対応方法をわかりやすくお教えします。

■会場／やはら鍼灸整骨院　●定員／３名
●材料費／なし　●対象／どなたでも　●持ち物／なし

22

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／日曜・祝日

9/7㈬
14:00～15:00

ダンボールとスマホで
VR体験講座

３D映像の中に入り込むことができる「VR」。ダンボー
ルとスマートフォンを使った VR 装置を組み立てて、
実際に体験して頂きます。楽しくて大迫力です！

■会場／アピオ港町事務所　●定員／４名　●材料費／なし　
●対象／１０歳以上　●持ち物／スマートフォン、イヤホン

20

ホームページのアピオ
受　付   ☎ 090-5265-3412 (9:30 ～18:00）
三原市港町 3-4-8-2F 　休日／日曜・祝日

9/4㈰
10:00～11:00

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　●定員／５名
●材料費／なし　●対象／どなたでも　●持ち物／筆記用具

19

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

14:00～15:00
9/3㈯

愛する家族を守る！
～ペット信託のきほん～

あなたにもしもの事があった時、愛する家族（ペット）
がその後も幸せに暮らせるように。いま話題のペッ
ト信託を選択肢の１つとして考えてみませんか？

9/  6㈫、9/12㈪
9/  8㈭、9/13㈫
9/10㈯、9/15㈭
■会場／行政書士なかのしんご事務所　
●定員／各日４名　●材料費／なし　
●対象／すでにペットと暮らしている方
　　　　これからペットをお迎えしたい方
●持ち物／筆記用具

21

行政書士なかのしんご事務所
受　付   ☎ 080-9798-0121 (9:00 ～19:00）
三原市糸崎 2-11-11 中野ビル2Ｆ  休日／日曜

10:30～12:00

14:00～15:30

16:00～17:30

想いを託す遺言書の書き方
残されたご家族が困らないように、またせっかく書
いた遺言書が無効にならない為に、作成の要件やメ
リット、デメリット、問題点などを丁寧に解説します。

■会場／中央公民館２階資料室　●定員／５家族
●材料費／なし　●対象／どなたでも　●持ち物／筆記用具

25

あんどうゆき司法書士・行政書士事務所
受　付   ☎ 0848-68-1131 (9:00 ～17:00）
三原市糸崎 7-15-1  休日／土曜・日曜・祝日

9/16㈮ 15:00～16:30

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５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

26

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

8/21㈰
8/22㈪

10:00～11:30

10:00～11:30

手軽で簡単！
みんなで楽しく窓ガラス清掃！

普段、プロが使っている道具「スクイジー」を使って、
窓ガラス清掃を実際に体験していただく講座です。

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

23

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

9/10㈯
14:00～15:00

自己流運転の問題点をチェック
長年運転していると、気づかないうちに色々な癖
がつき、それが危険な運転につながることがあり
ます。自己流運転の問題点をアドバイスします。

■会場／三原自動車学校　●定員／各日３名
●材料費／なし　●対象／運転免許所持者　●持ち物／マイカー

24

三原自動車学校
受　付   ☎ 0848-66-4611 (8:30 ～20:00）
三原市小泉町 160-4 　休日／日曜・月曜

9/13㈫

9/15㈭

9/17㈯

11:20から約１時間

11:20から約１時間

11:20から約１時間

もったいない講座 
～研いで使おう包丁編～

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／大人　●持ち物／お使いの包丁、エプロン

18

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

9/   1㈭
9/   8㈭
9/15㈭

10:00～11:30

10:00～11:30

10:00～11:30

売上増につなげる！
販促・広告お悩み相談

「自店の販促・広告の手段は何が最適か」「リピーターを
増やしたい」等のお悩みありませんか？貴店にあった販
促・広告・求人の出し方等についてアドバイスします！

　　　　　　　　　　　　　　　　　■会場／ポポロ小会議室
　　　　　　　　　　　　　　　　　●定員／各回１名
　　　　　　　　　　　　　　　　　●材料費／なし　
●対象／個人商店経営者さん・店舗責任者さん等
●持ち物／相談したい事に関する資料など

15

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

チラシ？

ＰＯＰ？

ホームページ
？

ホームページ
？

求人？

8/29㈪
①13:00～13:50
②14:00～14:50

結んで作る
ふろしきバッグの作り方（初級）

日常のどんなシーンにもふろしきバッグは大活躍し
ます。４～５のバッグの作り方を一緒に作りましょ
う。

■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／ふろしき、筆記用具

16

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

各日／14:00～15:00

8/29㈪・8/30㈫・8/31㈬
9/   1㈭・9/  2㈮
9/   5㈪・9/  6㈫・9/   7㈬
9/   8㈭・9/  9㈮

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」「ますますこのお店を好きになった！」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

17

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

8/29㈪
15:00～16:30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　■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


