2

０代からの
3 ６
美肌メイク

毛穴の大掃除
しませんか

スクライバーと言う超音波の機械で、毛穴の
深い汚れを、スッキリ落とします。

コーヒーの基本の淹れ方をはじめ、いろんなコー
ヒー器具を使った淹れ方の違いや味わいの違い
を楽しんでみて下さい。

越前市京町１ー４ー３３
（定休日／月曜日）

子供の絵を使った
ペーパーバッグ作り

7

お家にたまっている子供さんの絵で、ペーパー
バッグを作りませんか！
！もちろん、子供さんの絵
でなくても大丈夫。お好きな紙をお持ち下さい。

期間中（火・土）
は、毎回開催致します！
★対象：女性★定員：各日４名または２組
★持物：タオル１本★材料費：５００円
（おひとり一人に合ったエステ商材 + おみやげ）
★会場：当店★講師：清水 陽子 他スタッフ

越前市千福町３６９
（定休日／第２・４日曜日） 【受付／１
０：００〜１８
：００】

はじめての
ミシンキルト講座

☎0778-22-4287

越前市南２丁目２ー１
（定休日／不定休）

10

【受付／８：００〜１
９：００】

！
多肉植物で楽しもう！

育てやすい、多肉植物を組み合わせて器を
飾り、
オリジナル作品を作ります。
３日間、希望時間（朝・昼・夜）
に応じます。
２８日のみ夜なし

９月２６日 月 １０：００〜１２：００
９月２７日 火 １９：００〜２１：００
９月２８日 水 １４：００〜１６：００

11

ふるーれ Ｔ

☎0778-21-0005

越前市南１丁目１ー１ー１
７
（定休日／不定休）

13

【受付／９：００〜１
７：００】

頭皮の元気チェック

自分では見ることが出来ない頭皮を、特殊なアナ
ライザーで見て、自宅で簡単に出来るヘッドマッサー
ジ法を学びませんか。
（サンプルプレゼント）

【期間中】毎週木曜日開催
各日１
０：００〜
★対象：なし★定員：各日５名
★材料費：なし★持物：なし★会場：当店
★講師：坂下 えい子・宮川 峰子・正通 和美

正通瑞香堂薬局

☎0778-24-0826

越前市南３丁目５ー４
（定休日／日曜・祭日） 【受付／８：００〜１
９：００】

登記簿の見方や戸籍のしくみと共に相続手
続きの基礎をわかりやすく説明いたします。

１
０月２日 日

越前市蓬莱町６ー５
（定休日／土日） 【９１
/５
（木）より受付／９：００〜１
７：００】

Ｐが教える
25 Ｆ
資産運用の王道

26

運用始めたいけど、
ちょっと不安…。
そんな
人に、資産運用の基本中の基本をＦＰ
（ファイ
ナンシャル・プランナー）の立場から、分かりやすく解説します。

なぜ失敗するのか、理由は簡単！そうならな
い為のポイントを補聴器のプロが楽しくお
話しします。関心のある方、必聴の講座です。

骨の老化について

ココロ薬局

☎0778-21-3147

越前市高瀬１丁目２０ー２
１
（定休日／第３曜日） 【受付／９：００〜２０：００】

遠近両用の
お悩み相談
９月１８日 日
９月２８日 水
１
０月２ 日 日

１
０：３０〜１１：３０

越前めがねの里

（月）より受付／９：００〜２１：００】
越前市矢放町２１ー５ー１
１
（定休日／不定休） 【９/２０

住所

ホームページ： 武生まちゼミ

簡単風呂敷
活用法

日常に和文化を取り入れてみませんか？
すぐに役立つ簡単な御風呂敷の扱い方、
活用方法を楽しくおしゃべりしながらやりましょう。

９月２６ ・２９
日月

〒

【受付／９：００〜１
８：００】

氏名

検索

日木

各日 １
０：００〜１
１
：３０
★対象：なし★定員：各日４名★材料費：無料
★持物：お持ちの風呂敷を何枚か
★会場：当店★講師：山本 悦子

ヤマモト５

☎0778-22-0172

越前市京町１丁目１ー８
（定休日／日曜日）

【受付／１
０：００〜１
８：００】

（バッテリーは必ず充電、カードは入れてきて下さい）

★会場：当店★講師：藤田 まり代

ふぉとみどり

腕時計の電池交換・
27 バンド交換の方法を教えます
家電店で腕時計の電池売ってます。腕時計の
電池交換を自分でやってみませんか。ベルト
交換もプロがご伝授いたします。

９月２４日 土 １０月６日 木・１３日 木
各日 １３：００〜１４：００

★対象：少しでも聞こえに不便を感じる方やご家族
★定員：各日５名★材料費：無料★持物：なし
★会場：当店★講師：森下 正道・高橋 かおり

★対象：なし★定員：各日３名
★材料費：５００円★持物：お持ちの腕時計
★会場：当店★講師：村田 秀幸

マルツ補聴器センター武生店

☎0778-22-8262

８：００】
越前市平出２丁目４ー８ 野尻医院ななめ前（定休日／日曜日） 【受付／９：００〜１

カンタンに、楽に着られる着物の着かたを
おぼえませんか？
９月１８日 日 １３：３０〜１５：３０
９月２４日 土 １０：００〜１２：００・１３：３０〜１５：３０
１０月２０日 木 １３：００〜１５：００・１８：００〜２０：００
１０月２６日 水 １８：００〜２０：００
１０月３０日 日 １０：００〜１２：００
★対象：女性★定員：各日５名★材料費：無料
★持物：着たい着物・帯・長襦袢・着るための小物
★会場：当店★講師：齋藤 和子・中村 栄子・今野 ゆかり

きもの和粋

☎0778-25-6850

越前市府中１ー２ー３ センチュリープラザ１階（定休日／火曜日） 【９/１４（水）より受付／１０：００〜１８：００】

各日 １５：００〜１６：００

29 きものの着かた
！
教えます！

☎0120-231-227

越前市上四目町９ー２
１ー４
（定休日／火曜日） 【受付／１
０：００〜１
９：００】

ジュエリータイム ムラタ ☎090-2093-6400
越前市国府２ー１
７ー１
３
（定休日／不定休）

【受付／１
０：００〜２０：００】

「まちゼミ」
参加店大募集！
！

得する街のゼミナールに
あなたのお店も参加しませんか？
★募集お問い合せ先★

武生商工会議所（駅前分室）
・まちづくり武生㈱
得する街のゼミナール事務局

☎0778ー25ー0050ˇ
（担当：山本・梅田）
☎0778ー25ー6802

ー

まちゼミ

チラシを持ってまちゼミに参加しよう！
まちゼミ開催店舗３ヶ所のゼミを受講し、
店名スタンプを
「まちゼミＧＯ」
に押して
（重複店舗不可）
いただき、
最後の店舗で住所・氏名を書いて提出してください。
抽選でまちゼミ参加店舗で使えるお買い物券を差し上げます。
当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
多数のご参加をお待ちしています。

越前市向陽町５３
（定休日／年中無休）

☎0778-23-9500

☎0778-21-1329

越前市村国２ー５ー３７
（武生高校前）
（定休日／土・日曜日）【受付／９：００〜１
７：００】

★対象：なし★定員：各日３名
★材料費：無料★持物：デジタルカメラ

９月２８日 水 １０月１２日 水・２６日 水

★対象：なし★定員：各日４名
★材料費：無料★持物：なし
★会場：当店★講師：水上 大哉

ほ・ねっと

☎0778-22-0867

失敗しない補聴器
選びに役立つ講座

各日 １
４：００〜１５：００

★対象：なし★定員：各日５名
★材料費：無料★持物：なし
★会場：当店★講師：飯島 清和

☎0778-42-8137

！スタンプラリー
ＧＯ！

１
０：００〜１１：００
１
４：００〜１５：００
１
０：００〜１１：００

平山司法書士事務所

１
０月１
９日 水・２０日 木・２１日 金

28

遠近両用を上手に使えていますか？レンズの良い点・
悪い点をお伝えし、
あなたの視生活に適したレンズを
ご案内いたします。

☎0778-22-2371

９月２６日 月 １４：００〜１５：００
９月２９日 木 １１：００〜１２：００

★対象：なし★定員：各日４名
★材料費：無料★会場：当店
★講師：司法書士 平山 勝康

越前市京町３丁目１ー２６
【元 津田医院前】
（定休日／日・祝日）【受付／９：００〜２０：００】

【受付／９：３０〜１
６：３０】

デジタルカメラを人からプレゼントしていただいた
けど使い方わからなくて困っている方、電源の入れ
方からやりましょう。

各日 １
５：００〜

★対象：女性限定★定員：各日３名
★材料費：５００円程度（飲物代）
★持物：筆記用具★会場：コメダ珈琲武生
★講師：城戸 宏美（誕生数秘学カウンセラー）

☎0778-22-6136

24 よくわからない
デジタルカメラ（入門編）

９月２９日 木 １
０月１
３日 木

各日 １
４：００〜１５：００

虎ノ門漢方堂

15

まちゼミ

１
０月６日 木・１
３日 木

越前市杉崎町１
２ー６２
（定休日／日曜・祝日）

★対象：なし★定員：各日３名
★材料費：無料★持物：動きやすい服装
★会場：当店★講師：三田村 知美

mooRoom（むぅルーム）

登記制度のしくみ
相続手続きを教えます

マルカワみそ株式会社 ☎0778-27-2111

各日 １
４：００〜１５：００

時間帯は申込時に確認下さい！
！

★対象：なし★定員：３名★材料費：無料
★持物：着物・小物一式・名古屋帯
★会場：当店★講師：鴨原 敏子

誕生日はあなたが選んだ最初の運命です！あなた
の誕生日にはたくさんのメッセージが隠されていま
す。みんなで楽しく読み解いてみませんか。

☎090-2746-1497

★対象：なし★定員：６名
★材料費：無料★持物：なし
★会場：当店★講師：山田 健一郎

９月２８日 水・１０月２２日 土・２７日 木

★対象：なし★定員：各日２名
★材料費：無料★持物：なし
★会場：当店★講師：林 忠義

23

９月２９日 木

楽しく体操をしながら、
体バランスを整えま
しょう。
ツライところ、気になるところ、飛ん
でいけ〜！
！

１
８：３０〜１９：３０

22「女性限定」
誕生数秘学講座

甘酒で作る
おいしい麹漬の作り方

１
４：００〜１
５：００

体の歪みを自分で
整える体操教室♪

１０月２０日 木

各日 ９：００〜１０：００

越前市元町５ー４
（定休日／月・第１・第３日曜日）【９/１３
（火）より受付／１０：００〜１７：３０】

★対象：老若男女★定員：５名
★材料費：無料★持物：なし
★会場：当店★講師：賀川 典明

14

９月２８日 水 １０月１
９日 水

TOSHI HAIR 〜トシ美容室〜

寝たきりにならないように、
今からしておく
ことを考えてみましょう！
！
健骨度測定実施。

【受付／９：００〜２０：００】

やさしく、簡単に着付をお教えします。和のお稽古
事にチャレンジしたり、着方を知っておくと、着くず
れしても自分でなおせて安心です。

越前市京町１ー５ー３２
（定休日／月曜日） 【９/１３
（火）より受付／９：００〜１９：００】

12

☎0778-22-0356

きものに
興味ありませんか！

タマヤサイクルショップ ☎0778-22-1592

１０月１
０日 月

越前市神明町２ー２６
（定休日／日曜日）

21

☎090-2746-1497

越前市千福町２
１
９
（定休日／月・第１日曜日）【９/１３
（火）より受付／９：００〜１９：３０】

【受付／９：００〜１
８：００】

１
４：００〜１５：３０

賀川薬局

主にスポーツ車・日頃の点検整備
サイクリングのアドバイス
輪行について、技術的アドバイスします。
その他

各日 ２０：００〜２１：００

各日 １
４：００〜１
４：３０

中国・日本の四千年間に蓄積された、漢方の
経験から、秋〜冬における毎日のすごし方を
お話していきましょう。身体に心配・不安な方、大歓迎です。

簡単に出来る自転車
安全点検と整備

★対象：なし★材料費：無料
★定員：各日５名または５組
★持物：なし
★会場：当店★講師：庭本 泰則

★対象：なし★定員：各日５名
★材料費：５００円★持物：箸・タッパー
★会場：当店★講師：河崎 宏

漢方の医学から考える
秋・晩秋のすごし方

★対象：なし★材料費：１０
, ００円
★定員：各日５名★持物：なし
★会場：当店★講師：竹腰 千代

９月２８日 水・
１０月４日 火

９月２４日 土・２５日 日・２６日 月

【受付／９：００〜１
８：３０】

越前市千福町２
１
９
（定休日／月・第１日曜日）【９/１３
（火）より受付／９：００〜１９：３０】

20

自分にあったシャンプー選べていますか？ 美容室や
ドラックストアでも選べる自分にあったシャンプーの
買い方を教えます！
！

１８：００〜１９：００

季節の野菜を甘酒でおいしい浅漬けにする
作り方講座。

☎0778-22-0550

越前市神明町３ー３２
（定休日／不定休）

Clover

越前市稲寄町７ー１
８ー１
（定休日／日・月曜日）【受付／１
０：００〜１
８：３０】

Clover

★対象：なし★定員：各日４名
★材料費：５００円★持物：なし
★会場：当店★講師：笠島 壽夫
カーサ

番茶カフェ かりんとう ☎0778-42-8012

越前市幸町１ー１
３
（定休日／火・水曜日）

９月２３日 金・２４日 土 各日１０：００〜１１：３０
１０月１２日 水・１３日 木 各日１０：００〜１１：３０

ホーム・デコ Ca-Sa

自分にあった
シャンプーの選び方

★対象：なし★定員：各日５〜６名
★材料費：５００円（お茶菓子代）★持物：なし
★会場：当店★講師：上木 春美

ブライダルマスミ 愛・美裳 ☎0778-23-8181

9

ミシンのパッチワークが初めての方でも楽し
く受講できます。今回は、ばら
（花）のコース
ター作りです。

☎0778-22-0010

９：００】
越前市蓬莱町３ー１
２
（蔵の辻）
（定休日／年中無休）【受付／９：００〜１

★対象：女性（年齢、未婚、既婚問わず）
★定員：各回２名または１組
★材料費：無料★持物：カメラ、携帯電話
★会場：当店★講師：宇野 佳恵

ＰＯＬＡ エステＩＮ 美 ☎090-7081-7965

★対象：なし★定員：５名★材料費：５００円
★持物：３０cm×２５cm以上の紙（子供の絵）
はさみ・カッター・ものさし
★会場：当店★講師：まつい あゆみ

きものの店 大つか

19

９ ２６
１０ ６
１０月２８日 金

各日１
０：００〜１
２：００

９月２７日 火 １３：００〜１５：００

アオバフォト

シンデレラになって
（試着体験）
みよう
！

ドレスまたは打掛を着て写真がとれます。（着付け
は試着使用）あなたに似合う１着を一緒にお選び
します。お友達や家族で
月
日月
記念に残してみましょう。
１
４：００〜１５：００
月
日 木 各日１６：００〜１７：００

【期間中】毎週火曜日・土曜日開催

8

【受付／１
０：００〜１９
：００】

★対象：結婚したい男性又はその親御様
★定員：各日５名または５組
★材料費：無料★持物：なし
★会場：当店★講師：庭本 泰則

まちゼミ

まちゼミ

ＧＯ
！
！

ＧＯ
！
！

ＧＯ
！
！

スタンプ

スタンプ

スタンプ

【まちゼミフェイスブック】 https://www.facebook.com/takefumachizemi

ぶ

☎0778-22-1221

（月）より受付／１０：００〜１８：００】
越前市幸町３ー１
９
（定休日／第３日曜日）【９/２６

6

まず、ご自分のお肌状態を知り、その状態に一番
ピッタリ！の一番必要な、お手入れをレクチャー致し
ます。お肌の分析もします。

１０：３０〜１２：００
各日１４：００〜１５：３０
１６：００〜１７：３０
★対象：女性★定員：各回２名
★材料費：１
５００円★持物：なし
★会場：当店★講師：関 亜澄

☎0778-22-0976

越前市蓬莱町５ー５
（定休日／不定休）

夏の太陽で痛んだ
お肌のお手入れ方法

１０月３日 月・８日 土
１４日 金・１８日 火

セキセイ

【受付／１
０：００〜１
８：００】

各日 ２０：００〜２１：００

各日 １
４：００〜１５：３０

学

資生堂最高級ブランドのスキンケアを使った
贅沢なエステ（マスク付）
とハンドエステ体験。
さらに１泊分のスキンケアサンプルセットのお土産つき！

5

しみず化粧品店

☎0778-22-0717

９月３０日 金・
１０月１
７日 月

９月２６日 月・
１
０月２日 日

康

贅沢なエステ体験

★対象：６０才以上の女性★持物：なし
★定員：各日１名★材料費：無料
★会場：当店★講師：前澤 豊子

お見合いでは服装が重要です！
！気に入られる服装
の選び方をロジックを使い説明していきます。結婚
したい、
させたい方はぜひ！
！

健

黒枠は初参加

自分にご褒美！ちょっぴり

１
９：００〜２０
：３０
１
０：００〜１１
：３０
１
４：００〜１５：３０
★対象：なし★定員：各回４〜５名
★材料費：無料★持物：相談したい着物
や帯があればご持参下さい。
★会場：当店★講師：大塚 和良・桂子

お見合いでうまくいく
服装の選び方

つくる

おしゃれの店 くろだ

越前市稲寄町７ー２２ー１
（定休日／日・祝日） 【受付／１
０：００〜１
８：００】

１
０月７日 金
１
０月１
４日 金

各日 １
０：００〜１
１
：３０

★対象：女性（１
８才以上）★持物：なし
★材料費：３００円★定員：各日６名
★会場：当店★講師：石田・高橋・五十嵐

MAMI CAFÉ たちばな屋 ☎0778-23-9660

日本各地のおもしろい番茶を紹介。
ひとつの急須で意外な思わぬ時間が
生まれます。

18

きれい

★対象：なし★材料費：５００円（材料代）
★定員：各日５名★持物：エプロン・水筒
★会場：当店★講師：丸山 純・浜川 咲子

きものの着こなしのポイントは、帯との相性や小物
使いのセンス次第です。良い例と悪い例を実物を
使って体験してみませんか。

９月１７日 土・２４日 土
１０月１日 土・１５日 土・２２日 土・２９日 土

所要時間１５分程度 各日時間帯は申込時に確認下さい。

各日 １
３：００〜１４：３０

17

たべる

９月２３日 金・３０日 金 各日 １０：００〜
１０月７日 金・１４日 金・２１日 金

９月２９日 木
１０月６日 木・１３日 木・２０日 木・２７日 木

4

さらに、若く美しくなっていただけるように、
かんたんメイクアップをアドバイスします。
おたのしみに！
！

たかが番茶
されど番茶

・帯・小物の
16 きもの
組合わせ方講習会

講座の種類

開催店舗一覧

いろんなコーヒー
器具を使ってみよう！

1

