
お店の人が教えてくれる！お店の人が教えてくれる！お店の人が教えてくれる！
まちゼミは「まち」の店主やスタッフが講師となって専門知識やプロの技
を基本無料でお教えする少人数制のミニ講座です。

知識や技術を学んで
習得できる講座

まなぶ
クラフトなどの
作品をつくる講座

つくる
美容などの美しく
なるための講座

きれい
食べ物や飲み物を
作って味わう講座

たべる
からだや健康に
ついての講座

健 康5種類
全40講座

１ 赤ちゃんから参加OK！ 親子
の初めて英会話

アーク学院
11/10（土）
12/2（日）11：00～12：00

14：00～15：00

０歳～３歳向けの英会話。パパ・ママと一緒
に英会話デビューしませんか。英語で楽し
く遊びましょう！

●対象／0歳～3歳（保護者同伴） ●持ち物／なし
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり10名または5組

倉吉市新陽町8-3

受付／9：00～22：00　定休日／土・日曜日

講師 上野 洋子

会場 アーク学院
TEL 27-2225

８ ワインの基礎講座

倉吉ワイナリー

●対象／20歳以上 ●持ち物／なし
●教材費／1,000円 ●定員／1講座当たり10名

受付／10：00～17：00　定休日／不定休

講師 今村 憲治

会場 倉吉ワイナリー
TEL 27-1381

６ 定年前からもらえる
年金のはなし

おさき社会保険労務士事務所

精神疾患、がん、脳疾患、難病等で日常生活
に支障がある場合に受給できる年金につ
いて、わかりやすくお伝えします。

●対象／原則20歳～64歳 ●持ち物／筆記用具
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり3名

受付／9：00～18：00　定休日／なし

講師 尾﨑 宏之

会場 さんさんプラザ倉吉
TEL 080-4260-5038

７ 家庭で作れるプロの味
「焼きおにぎり」講座

おにぎり専門店 俵屋

●対象／どなたでも ●持ち物／なし
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり6名

倉吉市駄経寺町198-2
（倉吉パークスクエア食彩館内）

受付／10：30～18：00　定休日／水曜日

講師 安藤 謙一

会場 おにぎり専門店 俵屋
TEL 090-1681-3499

２１ 自分で巻いて
フィット感をUP

土井スポーツ

テニスとバドミントンラケットのグリップテー
プの巻き方を練習していただきます。簡単す
ぎて、自分でやらないのはちょっと損かも。

●対象／ラケットスポーツをやっている方 ●持ち物／ご自分のテニスやバドミ
ントンのラケット ●教材費／300円（グリップテープ代） ●定員／1講座あたり2名

倉吉市上井213

受付／9：30～19：00　定休日／水曜日

講師 土井 玲子

会場 土井スポーツ
TEL 48-9511

１６ お手伝いが上手になる
サービス技術

白壁倶楽部

お皿、トレーの持ち方、グラスやフォーク・ナイ
フの扱い方、簡単なテーブルマナーを一緒に学
んでカッコイイサービスマンになってみよう。

●対象／大人1名・小学生1名（ペア1組） ●持ち物／なし ●
教材費／1組500円（デザート代） ●定員／1講座当たり5組

倉吉市魚町2540

受付／10：30～21：00　定休日／第３火曜日・水曜日

講師 岡本 修平

会場 白壁倶楽部
TEL 24-5753

１７ タルト作り体験

白壁倶楽部

白壁倶楽部のタルトを作ってみましょう。
生地作りから焼きの工程まで！！もちろん
作った後にはデザートタイムも。

●対象／どなたでも ●持ち物／エプロン
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり5名

倉吉市魚町2540

受付／10：30～21：00　定休日／第３火曜日・水曜日

講師 平田 尚樹

会場 白壁倶楽部
TEL 24-5753

２ 幼児～小3の初めての
そろばん体験

アーク学院
11/10（土）
12/2（日）10：00～11：00

13：00～14：00

集中力・計算力をつけます。算数ができるよう
になるそろばん教室です。そろばんを30分、そ
の後はお話会を30分で行います。

●対象／幼児～小学3年生（保護者同伴） ●持ち物／筆記用
具 ●教材費／0円 ●定員／1講座当たり10名または5組

倉吉市新陽町8-3

受付／9：00～22：00　定休日／土・日曜日

講師 上野 洋子

会場 アーク学院
TEL 27-2225

４ セルフ骨格診断で私の
魅力を再発見！！

㈲ウォーキング・ギア・2001
11/10（土）・15（木）
13：30～15：00
生まれ持った骨や肉のつき方、肌の質感に似
合うデザイン、素材を見つけ、実際にお店の服
を試着して診断結果を検証してみましょう。

●対象／大人の女性 ●持ち物／なし 
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり3名

倉吉市鍛冶町1-2971
（Sマートめいりん横）

受付／10：00～18：30　定休日／水曜日

講師 山﨑 宣子

会場 ウォーキング・ギア・2001
TEL 23-2001

１１ 靴のお手入れ講座

コマツ

●対象／どなたでも ●持ち物／お手入れしたい靴
●教材費／200円 ●定員／1講座当たり5名または5組

倉吉市山根557-1

受付／10：00～20：00　定休日／不定休

講師 池口 玄訓

会場 コマツ
TEL 26-5343

５ あなたも職人！ クリスマス
の和菓子作り

お菓子処 まんばや
11/11（日）・25（日）・12/2（日）
14：00～15：00
煉切やこなしなど和菓子の材料で楽しくクリスマ
スのお菓子を作ってみませんか！和菓子について
の質問にもお答えします。あなたも和菓子職人に！！

●対象／どなたでも ●持ち物／エプロン・三角巾・手ふき用タオル
●教材費／400円（煉切等材料・パック代として） ●定員／1講座当たり5名

倉吉市明治町1031-27

受付／9：00～17：00　定休日／月曜日

講師 鶴本 豊樹

会場 お菓子処 まんばや
TEL 22-3261

おにぎり専門店「俵屋」で提供している
「焼きおにぎり」を家庭でも作れる様、レシ
ピと作り方をご紹介し、実際に作ってもら
います。

３８ 自宅で出来るホームエステ、
顔トレ体験

メディカルカイロ Siesta（シエスタ）
11/13（火）・27（火）・12/3（月）
10：30～11：30
お顔のタルミ、小ジワあきらめないで。時には
ゆったりした時間で自分ケア。認定エステティ
シャンが小顔、お手入れ方法をアドバイスします。

●対象／どなたでも ●持ち物／タオル・メイク用品
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり3名

倉吉市山根539-1
倉吉スポーツプラザ２Ｆ

受付／10：00～20：00　定休日／日曜日

会場 メディカルカイロ Siesta
（シエスタ）

TEL 26-6776

３７ プロから学べる
骨盤体操！

メディカルカイロ Siesta（シエスタ）
11/17（土）・24（土）・28（水）・12/1（土）
13：30～14：30
肩こり・太りやすいは骨盤の歪みかも。まず姿
勢、骨盤をチェックします。骨盤の動きにあわせ
全身体操。ウエスト-3 cmも夢ではないかも。

●対象／どなたでも ●持ち物／なし
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり3名

倉吉市山根539-1
倉吉スポーツプラザ２Ｆ

受付／10：00～20：00　定休日／日曜日

講師 鉄本 奈津江・幹枝 講師 鉄本 奈津江・幹枝

会場 メディカルカイロ Siesta
（シエスタ）

TEL 26-6776

１０ 心地よい排泄ケア

小林薬局本店

適切なおむつの選び方・当て方についてお
話します。そして生活の質を向上させるた
めにできる事を一緒に考えてみましょう。

●対象／どなたでも ●持ち物／なし
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり5名

倉吉市明治町1032-6

受付／9:：00～19：00(土曜日は18:00まで） 定休日／日曜日・祝日

講師 山﨑 真代

会場 小林薬局本店
TEL 23-1231

１８ 正しい羽毛布団の
お手入れ方法

すいみんはうすKitaya

●対象／どなたでも ●持ち物／なし
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり4名

倉吉市昭和町１丁目２２番地

受付／9：30～19：00　定休日／水曜日

講師 政次 康仁

会場

倉吉市伊木220

すいみんはうすKitaya
TEL 22-7185

１９ 宝物になる！！
節句子育て教室

人形のたいら

お雛様、五月人形飾ってますか？節句飾りは買った
後が大切です。意味や子育てとの関係性を知ること
でお子様の教育に欠かせない宝物になるでしょう。

●対象／どなたでも ●持ち物／なし
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり3名

倉吉市西町2708

受付／9：00～18：00　定休日／なし

講師 平　真

会場 人形のたいら
TEL 22-2391

２２ 簡単DIY壁紙を使って日用品
を蘇らせよう

㈲東洋インテリア
11/17（土）
11/27（火）14：00～15：00

10：30～11：30

ご自宅の日用品（引出し、プレート、小物入れ等）
を持って来てください。木目やレンガ調の壁紙で
蘇らせてみませんか？※貼れない物もあります。

●対象／どなたでも ●持ち物／ご自宅の日用品
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり5名

倉吉市河北町141

受付／8：30～17：30　定休日／第２土曜日・日曜日・祝日

講師 羽田 忠正

会場 ㈲東洋インテリア
TEL 26-7250

３ スポーツビジョン
トレーニング入門

岩間眼鏡店

両眼視機能をトレーニングすると身体が反
応しやすくなります。日常生活にも役立ちま
すのでスポーツしない方も参加OKです。

●対象／10才以上 ●持ち物／動きやすい服・スニーカー 
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり3名または3組

倉吉市鍛冶町1-2971-2
（Sマートめいりん内）

受付／11/2（金）より10：00～17：00　定休日／木曜日

講師 岩間 康典

会場 岩間眼鏡店
TEL 22-5551

２４ はじめての花嫁体験

ブライダルハウスとさき

衣装試着で憧れの花嫁体験！ドレス姿を美
しく見せるファッションルールもあわせて
ご紹介します。

●対象／未婚女性の方 ●持ち物／なし
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり3名

倉吉市大正町1079

倉吉市駄経寺町212-5

受付／10：00～19：00　定休日／水曜日

講師 戸崎 直美

会場 ブライダルハウスとさき
TEL 23-0211

２９ 初心者のための
万年筆講座
ビーワイ ヨシダ
11/22（木）
11/23（金・祝）14：00～15：00

18：00～19：00

万年筆の歴史や仕組みを学びながら、マイペンを作りま
す。万年筆専用の便箋を使って大切な人へ手紙を書きま
しょう。※使ってない万年筆があれば、洗浄いたします。

11/14（水）
11/17（土）18：00～19：30

15：00～16：30

普段の食卓にワインを！講座ではワインの選び
方・飲み方・開け方を中心にワイン初心者の方に
“ワインの楽しみ方”をわかりやすく解説します。

●対象／中学生以上 ●持ち物／使っていない万年筆（あれば） 
●教材費／500円（マイ万年筆組立キット） ●定員／1講座当たり5名

倉吉市昭和町1-107

受付／9：00～19：00　定休日／なし

講師 吉田 知子

会場 ビーワイ ヨシダ
TEL 23-1611

２８ 種先生のあなたの
畑をぶったぎり

花こまち-谷本種苗園芸

シードアドバイザーである種先生が全て答
えます。野菜づくりに関すること何でも聞
いてください。

●対象／どなたでも ●持ち物／なし ●教材費／0円
●定員／1講座当たり4名または2名2組

倉吉市瀬崎町2769

受付／8：00～18：30　定休日／なし

講師 藤田 裕仁

会場 花こまち-谷本種苗園芸
TEL 23-7088

３０ 楽しい・かんたん・
手作り講座
ビーワイ ヨシダ

身近なもので簡単にできる
小物づくりを楽しみましょう。

●対象／どなたでも ●持ち物／なし
●教材費／300円 ●定員／1講座当たり5名

倉吉市昭和町1-107

受付／9：00～19：00　定休日／なし

講師 河本 睦美

会場 ビーワイ ヨシダ
TEL 23-1611

３３ 100均DIY★ワイヤー
バスケット作り

ホームデコ倉吉 井戸垣産業㈱

流行の100均DIYで、男前な雑貨を作りま
す。DIY初心者の方でも簡単に作れるの
で是非ご参加下さい。

●対象／中学生以上 ●持ち物／エプロン ●教材費／700
円（カッティングボード・ビス・アミetc） ●定員／1講座当たり5名

倉吉市堺町3丁目57-1番地

受付／9：00～18：00　定休日／なし

講師 上田 栄子

会場 ホームデコ倉吉 井戸垣産業㈱
TEL 22-4193

３４ 簡単なのにオシャレ！
ファブリックパネル

ホームデコ倉吉 井戸垣産業㈱

オシャレなファブリックパネルを自分で作っ
てみませんか。飾りやすい22 cm角のパネ
ルを作ります。

●対象／どなたでも ●持ち物／裁ちばさみ・30㎝ものさし
●教材費／300円（パネル、カーテン生地） ●定員／1講座当たり5名

倉吉市堺町3丁目57-1番地

倉吉市山根532-7

受付／9：00～18：00　定休日／なし

会場 ホームデコ倉吉 井戸垣産業㈱
TEL 22-4193

３２リメイクPOTで多肉を
植えよう

ホームデコ倉吉 井戸垣産業㈱

素焼きの鉢を自分好みにペイントして、プ
二プ二かわいい多肉植物を植えましょう。

●対象／どなたでも ●持ち物／移植ゴテ（あれば） ●教材費
／300円（鉢・ペンキ・多肉植物・シール） ●定員／1講座当たり5名

倉吉市堺町3丁目57-1番地

受付／9：00～18：00　定休日／なし

講師 吉田 成子

会場 ホームデコ倉吉 井戸垣産業㈱
TEL 22-4193

９ はじめてのノルディック
ウォーク

小林薬局本店

からだ全体の筋肉を使える有酸素運動として話
題のノルディックウォークを公認指導員と一緒に
体験します。二本のポールで楽しく歩きましょう。

●対象／『初めて』の方、ちょっとだけやった事があり興味がある方 ●持ち物／運動ができる
靴・持ち物はリュック等に入れ、両手がつかえること ●教材費／0円 ●定員／1講座当たり5名

倉吉市明治町1032-6

受付／9：00～19：00(土曜日は18:00まで） 定休日／日曜日・祝日

講師 小林 秀治

会場 小林薬局本店
TEL 23-1231

２３ 日常の抹茶

徳岡茶舗

お茶が健康によく楽しいこと。
抹茶をたてて飲んでみましょう。

●対象／まちゼミ初参加の方 ●持ち物／なし
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり3名

倉吉市西町2674

受付／10：00～16：00　定休日／なし

講師 徳岡 章男

会場 徳岡茶舗
TEL 22-4277

２５ 骨は大切な臓器です
(骨密度測定会)

日進乳業㈱
11/25（日）
10：00～13：00/14：00～16：00
年に一度は骨密度を測って健康寿命を伸
ばしましょう。(裸足になります)

●対象／20歳～ ●持ち物／なし
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり8名

（日進乳業㈱／倉吉市福庭町1-396）

受付／8：00～17：00　定休日／日曜日・祝日

講師 市村 英浩

会場 倉吉未来中心アトリウム
TEL 26-2021

１３ 国際エステティシャンが教える
フェイシャルマッサージ

Salon de eri*embellie
サロン ド エリー アンベリー

顔の筋肉の走行と、お肌の構造を知りお悩
みにそった手技を学びましょう。

●対象／女性 ●持ち物／お帰りの際のメイク用品
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり2名

倉吉市福守町179-3

受付／9：00～19：00　定休日／月曜日・第２・第３火曜日

講師 萬場 恵理

会場 Salon de eri*embellie
TEL 090-9068-6757

１５ 写真うつりが良くなるための
写され方体験

写真のカワラジョー

●対象／どなたでも ●持ち物／なし
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり4名

倉吉市八屋196-13

受付／9：30～17：30　定休日／水曜日

講師 河原條 秀紀

会場 写真のカワラジョー
TEL 26-0142

２７ クリスマスハーバリウム

花こまち-谷本種苗園芸

クリスマスをハーバリウムで
楽しく飾りましょう。

●対象／小学生以上 ●持ち物／なし ●教材費／1,620円（プリザーブド
フラワー・びん・シリコンオイル・りぼん） ●定員／1講座当たり4名または2名2組

倉吉市瀬崎町2769

受付／8：00～18：30　定休日／なし

講師 藤田 昭子、高嶋 早苗、津村 佑佳

会場 花こまち-谷本種苗園芸
TEL 23-7088

11/13（火）・17（土）
14：00～16：00

11/16（金）・17（土）
13：30～14：30

11/16（金）・26（月）
15：00～16：00

11/11（日）・25（日）・12/2（日）
10：00～11：00

11/13（火）・20（火）・27（火）
14：00～15：00

11/15（木）18：00～19：00

講師 枠島 智恵子

11/14（水）
11/28（水）14：00～15：00

10：00～11：00

まち
ゼミ

第4回
久領堤 纒久領堤 纒

３１ キレイにみえるサイズの
選び方(PT編)

ファッションルーム オサキ

洋服選びで自分に合っていて、ラインがキレイに
みえるポイントをアドバイス。今の流行から定番ま
で、パンツの種類と特徴をまとめてお伝えします。

●対象／女性 ●持ち物／なし
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり3名

受付／10：00～18：00　定休日／水曜日

講師 能見 和代

会場 ファッションルーム オサキ
TEL 26-1321

３５『空き家のお手入れ』～HOW TO～
ホームデコ倉吉 井戸垣産業㈱
11/19（月）
12/5（水）10：00～11：00

14：00～15：00

放っておくとどんどん劣化していく空き
家。そんな空き家のお手入れ方法をご紹介
します。

●対象／どなたでも ●持ち物／なし
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり5名

受付／9：00～18：00　定休日／なし

講師 井口 未佳

会場 ホームデコ倉吉 井戸垣産業㈱
TEL 22-4193

３６ ハートのアイシング
クッキーを作る

Chez MAOTORA

ハートのクッキーにお客様の好きな色で
アイシングしてみましょう！

●対象／小学生以下のお子様は保護者同伴で ●持ち
物／なし ●教材費／200円 ●定員／1講座当たり5組

倉吉市西倉吉町458-10

受付／11：00～15：00　定休日／不定休

講師 早田 真恵

会場 Chez MAOTORA
TEL 28-6671

３９ ハーバリウムワークショップ

矢間モータース

ドライフラワーやプリザーブドフラワーを専
用のオイルに浸す、今話題のインテリア雑
貨です。作る楽しさを体験してみませんか？

●対象／どなたでも ●持ち物／なし ●教材費／1,500円(ドラ
イフラワー・プリザーブドフラワー・ビン・オイル) ●定員／1講座当たり5名

倉吉市秋喜486-4

受付／8：00～18：00　定休日／日曜日・祝日

講師 矢間 加須美

会場 矢間モータース
TEL 28-3382

11/17（土）・24（土）
12/1（土）10：00～11：00

14：00～15：00 11/23（金・祝）16：00～17：30

11/22（木）・29（木）・12/6（木）
14：00～15：00

１２ 元気な足を育てよう！
足育講座
コマツ
11/19（月）10：30～11：00
歩きはじめの子供さんと若いママさんは
もちろん、おばあちゃんもご一緒に参加な
さいませんか？大切な子どもさんの足を一
緒に観察しましょう。

12/4（火）10：30～11：00
大好き・お気に入りの１足をキレイにお手
入れする方法を一緒に磨きながら身につ
けていきましょう。長持ちする靴の保管方
法もお伝えします。

●対象／パパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃん ●持
ち物／なし ●教材費／0円 ●定員／1講座当たり3組

倉吉市山根557-1

受付／10：00～20：00　定休日／不定休

講師 小松 陽子

会場 コマツ
TEL 26-5343

11/9（金）・23（金・祝）
11/17（土）18：00～19：15

13：30～14：15 11/18（日）・12/1（土）
15：00～16：00

11/18（日）・12/2（日）
11：00～12：00

12/2（日）15：00～16：00
高価なものだから永く使いたい羽毛ふと
んです。正しいお手入れ方法でさらに永く
快適に使える方法をお伝えします。

11/10（土）10：00～11：00

11/10（土）・18（日）
14：00～16：30の間に1日4回

11/30（金）
11/16（日）・12/5（月）
10：00～11：00

14：00～15：00 11/9（金）・21（水）・12/1（土）
14：00～15：00

11/28（水）
10：30～11：30/14：00～15：00

11/10（土）
11/12（月）14：00～15：00

10：00～11：00

11/17（土）・24（土）
10：00～11：00

11/27（火）14：00～15：00
より若く、より細く写りたい。好印象の写真
を用意したい。願いは同じでもお顔や体つ
きは千差万別。あなたに合った撮られかた
を見つけましょう。

１４ 自動車保険講座

㈱サンクス

●対象／どなたでも ●持ち物／自動車保険証書
●教材費／0円 ●定員／1講座当たり5名

受付／8：30～17：30　定休日／日曜日・祝日

講師 中江 ひろみ、藤本 勝広

会場 ㈱サンクス
TEL 28-3993

４０ スマホ音声検索

ゆっくりやさしくパソコン教室 倉吉教室

●対象／非会員の方 ●持ち物／ご自身のスマートフォ
ン ●教材費／0円 ●定員／1講座当たり6名

受付／10：00～17：20　定休日／日・月曜日・祝日

講師 山﨑 みどり

会場 ゆっくりやさしくパソコン教室 倉吉教室
TEL 47-4520

11/13（火）13：30～14：30
突然の事故、大切な自動車の補償は大丈夫
ですか？台風、洪水、火災、地震の時の補償
は大丈夫ですか？もう一度保険の内容を確
認してみませんか？

11/16（金）16：00～17：00
スマホの画面に文字を打つのは苦手な方
に音声検索をご紹介！地図アプリを使って
目的地までの道なりや料金、時間を調べて
便利さを体験してみましょう。

倉吉市堺町3丁目57-1番地

倉吉市生田692-4

倉吉市秋喜365-15

２６ 光熱費ゼロ＆災害に
備えた家づくり

ニューウェーブ電視館

●対象／どなたでも ●持ち物／月々の電気代がわかるも
の ●教材費／0円 ●定員／1講座当たり10名または5組

受付／10：00～18：00　定休日／なし

講師 岩間 洋介

会場 ニューウェーブ電視館
TEL 22-1131

倉吉市明治町2-45-1

まちゼミに
関する

お問い合わせ
はこちらへ 0858-22-2191TEL

0858-22-2193FAX

倉吉商工会議所倉吉商工会議所
〒682-0887 倉吉市明治町1037-11

地震や台風など様々な災害が頻発する日
本。日々の光熱費を抑えながら災害に備え
るオトクで安心安全な新しい暮らし方をご
検討してみませんか？

11/25（日）13：00～14：00

11/13（火）・27（火）
14：00～15：00

倉吉市西仲町2627

倉吉市堺町3丁目100鶴乃觜

２０ 常備菜をつくろう

㈲鶴乃觜

手軽においしく作れて、いつでも食べられ
る常備菜を作ろう。

●対象／どなたでも ●持ち物／なし
●教材費／300円 ●定員／1講座当たり5名

受付／8：30～19：00　定休日／第３火曜日

講師 井上 容子

会場 ㈲鶴乃觜
TEL 23-5161

つるのはし

11/17（土）・21（水）・12/2（日）
10：00～11：00


