
健康
キレイ

美容や健康・体に
ついての講座です

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /市保健師（木村・高橋・中森）

むつ市健康推進課

あなたの体内年齢は ?今日から若返り大作戦

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回3名

■ 講師 /ＳＳ級認定眼鏡士 藤谷武

メガネのふじや

眼の体操で眼のこりをほぐしましょう

●対　象/女性（40歳以上）
●材料費 /なし
●持ち物 /なし
●定　員 /各回5名

■ 講師 /其田 静子・佐藤 勝秀

ソノダブライダル館×佐藤写真館

若がえりメイク塾自分の綺麗ひきだす

コラボ

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回8名

■ 講師 /エーザイ（小熊 正基・勘場 豊美子） 

むつ市地域包括支援センター×エーザイ

匂いで体調チェック ! 頭の体操で脳を活性化

コラボ

コラボ講座
複数店舗で協力して行う講座です。

このマークが
目印です。コラボ

講座予約の受付開始は 8/7（月）からとなります。

8/6（日）までご予約は出来ません
のでご注意ください。

受付開始日について

トクする の街 Pnu\.お店の人が教えてくれる!
プロ

4第 回

電話予約 8/7 (月)受付け開始！

8/21 ( 月 )～9/24 ( 日 )
完全予約制

※講座は全て一回完結です。
※定員になり次第、締め切らせていただきます。
※材料費を頂く講座は、金額を記載しています。

※小学生以下のお子様は、保護者同伴でご参加ください。
※予約後のキャンセルは、速やかに、お店にご連絡ください。直前の場合は、
　材料費を頂くこともあります。

まちゼミの講座はすべて受講料無料です。（一部材料費あり）
また、お店からの販売は一切行いません。安心してご参加ください。

受講料

無料

まちゼミの受講方法まちゼミの受講方法

お店の人らが講師になって、

プロのコツや専門知識・お楽しみを

無料で教えてくれる

少人数制のミニ講座。

暮らしを豊かにする、

お客様とお店の出会いの場です。

「まちゼミ」とは
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8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27

8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3

9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10

9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17

9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回3名

■ 講師 /杉本 節子

資生堂チェインストア キレイアップサロン やげんどう

5分間マスクで、美肌を取戻しましょう !

●材料費/なし  ●定員/各回1名
●持ち物/お使いのスタイリング剤
　　　　　 スタイリング道具

■ 講師 /中村・木下・浜端・大高

下北美人 エスク

自分でうまくできない方に、コツを教えます

●材料費/1,000円 (トリートメント代)
●持ち物/なし
●定　員/各回2名

■ 講師 /村上・ 三上

ソノダビューティースタジオ(ネクスト店)

美髪とは言えないそんな髮質には頭皮マッサージ !

●材料費/なし
●持ち物/なし

●対象/女性
●定員/各回4名

■ 講師 /大久保 貴美子・熊谷 直美

青森ヤクルト販売 むつ営業所

知らないと10年後に差がつくお肌のお手入れ

知る
学ぶ

お楽しみや新たな発見、
知識を学べる講座です

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回6名

■ 講師 /佐々木 智明

通訳案内士 佐々木智明

果物食べてニッコリ、おしゃべりしながら



運動公園

アスティ

むつ警察署

むつ市役所
マウスパートナー で

フリーコール
通話料無料

持込修理、出張サポート承ります！診断・お見積もりは無料です！

by (有)by (有)マウスパートナー

パソコンの事ならなんでもお任せ！

私達はむつまちゼミ・大畑まちゼミを応援しています

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /二本柳 亘

ギフトセンターレガロ

内祝いのエチケット、マナー教えます

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回10名

■ 講師 /阿部 貴裕

照月苑

仏式・神式のマナーや豆知識をお話しします

●対　象/スマホ・タブレットを
　　　　　 触った事の無い方
●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名■ 講師 /小形・二本栁

ドコモショップ むつ店

思っているより意外と簡単に操作できますよ

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回10名

■ 講師 /むつ市地域包括支援センタースタッフ

みちのく銀行むつ支店×むつ市地域包括支援センター

認知症のこと一緒に考えませんか

コラボ

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /井本 貴之

マウスパートナー

光や格安スマホのメリット&デメリット !

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /井本 貴之

マウスパートナー

溜まった写真をPC&スマホで便利に管理

●材料費/なし
●持ち物/筆記用具
●定　員/各回5名

■ 講師 /心屋系マインドリセットカウンセラー 菊池如美

心理カウンセラー 菊池如美

子供と自分のタイプを知り子育てを楽にする

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回3名

■ 講師 /山本 理子

アンエイム東京堂

塗り絵の楽しさが広がる色使いやぼかし方

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /原田 敏匡・井本 貴之

Discoveryむつproject×マウスパートナー

政策プレゼン全国大会優勝のプレゼンを実演

コラボ

●材料費/なし
●持ち物/譲られた着物や長襦袢
●定　員/各回4名

■ 講師 /後藤 義昭・後藤 憲和・白取 文代

きもの後藤

譲られた着物を着用する際のポイントを紹介

●対　象/女性
●材料費/なし
●持ち物/名古屋帯、帯枕、帯締め、
　　　　　 帯揚げ
●定　員/各回4名

■ 講師 /白取 文代・後藤 真理子

きもの後藤

結ばないから帯が傷まず楽ちん♪

●対　象/集中して一時間過ごして
　　　　　みたい方！
●材料費/なし
●持ち物/なし  ●定員/各回8名

■ 講師 /高屋 龍一・大室 聡史

眞心堂

だれでも簡単に写経を体験してみよう !



●材料費/なし
●持ち物/なし 
●定員/各回4名

■ 講師 /高屋 龍一・熊野 一成

眞心堂

大切な人とのお別れの一場面 伝えたいことがある !

●材料費/なし
●持ち物/なし 
●定員/各回3名

■ 講師 /高屋・尾崎

眞心堂×外資系金融機関

知って得する相続雑学セミナー

コラボ
●材料費/なし  ●定員/各回8名
●持ち物/なし■ 講師 /末竹 秀子

三井住友海上 むつ営業支社

他人ごとではない 自分が働けなくなったら…

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回4名

■ 講師 /佐藤 俊介

はんこの三章堂

使い道や綺麗に押すコツをお教えします

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回2名

■ 講師 /佐藤 雄太

パークホームズ青森店(むつ不動産取引センター)

活用事例・活用方法などお教えします !

●材料費/なし
●持ち物/筆記用具
●定　員/各回4名

■ 講師 /飯田 正志・畑中 政浩

タムラ・パワーステーションむつ

あなたにも出来るストーブのお手入れ !

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /浜田 裕治

カーコンビニ倶楽部 浜田自動車工業

オイル交換で「得する人 損する人」

●材料費/なし
●持ち物/濡れても良い服装
●定　員/各回5名

■ 講師 /浜田 裕治

カーコンビニ倶楽部 浜田自動車工業

虫の死骸 鉄粉 水アカ etc 対処法

●材料費/なし
●持ち物/ジーンズ
●定　員/各回4名

■ 講師 /伏見 幸生

田名部クリーニング店

クリーニングのプロがやってる洗い方教えます

●材料費/なし
●持ち物/大事な衣類、大事なクツ、
　　　　　大事なカバン
●定　員/各回4名

■ 講師 /伏見 幸生

田名部クリーニング店

クリーニングのプロが衣類のキレイ教えます

●材料費/なし
●持ち物/名古屋帯、帯板、帯枕、
　　　　　帯揚、帯〆、紐2本
●定　員/各回3名

■ 講師 /小柳 享子・掛端 英理子

小柳呉服店

紐2本できれいなお太鼓を作ります

●持ち物/話を聞いてくれる温かい気持ち
●材料費/なし
●定　員/各回5名■ 講師 /成田 圭秀・齋藤 晃史

みらい保険センター×社会保険労務士 齋藤晃史事務所

年金の基礎、分散投資の基礎のお話です

コラボ



大覚院熊野神社

〒035-0051 青森県むつ市新町 3-15　TEL 0175-22-2682 
宮司 渡邉英司

人生の節目の
　お詣りに…

祝祭日には国旗を
掲げましょう

まちゼミ参加店募集
次回のまちゼミへ参加してみたいという方は、
今回の各参加店へお声掛けください。

追加講座やお知らせなど最新情報は
むつまちゼミ公式Facebookまたは
公式ホームページをご覧ください。

URL http://www.mutsuzemi.com

むつまちゼミ で検索！！

●対　象/近くが見づらくなった方
●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回3名

■ 講師 /ＳＳ級認定眼鏡士 藤谷学

correct megane（コレクトメガネ）

見え方の違いを実際に体験してみましょう !

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /佐藤 彰人・山本 淑子

青森銀行 むつ支店

野菜の話もありますよ (^^)

●材料費/なし
●持ち物/筆記用具
●定　員/各回4名

■ 講師 /個性心理學認定講師 川端みゆき

Own happiness

「トキのリズム」でへそくりがたまる開運法則

●材料費/なし
●持ち物/筆記用具
●定　員/各回4名

■ 講師 /個性心理學認定講師 川端みゆき

Own happiness

個性を知って子育て(パートナーシップ)を楽にする方法

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回3名

■ 講師 /TOTOメンテナンスサービス代行店 カスタマーエンジニア 向井輝美

イエモリ

”必見”トイレのプロの『そうじ法』

●材料費/なし
●持ち物/運動のできる服装、 タオル
●定　員/各回10名

■ 講師 /佐藤 守・片山 茂・竹森 末五郎

合気道大湊道場

合気道による護身術で自分の身を護る !

●対　象/20歳以上
●材料費/なし　●定員/各回8名
●持ち物/シニアグラス(歌詞カードを見る)■ 講師 /坪 勇一

坪眼鏡店

懐かしのヒット曲を生演奏で歌いましょう

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回3名

■ 講師 /坪 良子

坪眼鏡店

テレビの音が高いと言われませんか ?

●材料費/なし
●持ち物/自家用車、軍手
●定　員/各回3名

■ 講師 /白浜 憲一

協栄石油

最低限押さえておきたい点検箇所教えます !

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /菊池 政彦

カネイリ

基本的な使い方を覚えてみませんか ?

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回8名

■ 講師 /渡邉 英司

大覚院熊野神社

この邑を火災から救った偉大なる先人



ご婚礼・ご宴会・ご宿泊・ご法要・仕出し・各種会議等にご利用くださいませ

むつ市下北町2-46（JR下北駅前）
TEL0175-23-7111（代）
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食・料理

食に関する体験や
知識を学べる講座です

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回4名

■ 講師 /上平 有利子

正ちゃん

黒にんにくで病原菌を跳ね飛ばそう!!

●対　象/ 20歳以上
●材料費/ 500円（食材代）
●持ち物/なし
●定　員/各回10名

■ 講師 /傳法 明子

スナックぼたん

高麗人参茶と本場のキムチ付き

●対　象/ 20歳以上
●材料費/ 200円（食材代）
●持ち物/エプロン
●定　員/各回5名

■ 講師 /楯 鏡子

キッチンブレッドスクール

我が家でレストランメニューを楽しむ

●対　象/ 20歳以上
●材料費/ 250円（食材代）
●持ち物/ハンカチ
●定　員/各回5名

■ 講師 /楯 鏡子

キッチンブレッドスクール

ミルクティゼリーとクッキーでティタイムを

●材料費/ 400円（コーヒー代）
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /コーヒー検定員クリティック 弓暢子

コーヒー通り21

アイスコーヒーを飲みながら、作り方のお話

●対　象/親子
●材料費/ なし
●持ち物/エプロン
●定　員/各回親子ペア3組（6名）

■ 講師 /吉田 将晃・夕貴

吉田ベーカリー もんぶらん

パティシエと作る創作クレープ

●材料費/ 1組1,000円（食材代）
●持ち物/エプロン
●定　員/各回6組（1組1～4名）

■ 講師 /菊池 俊明

下北名産センター

初心者、お子様でも失敗しないべこ餅作り !

●材料費/ 300円（食材代）
●持ち物/三角巾（バンダナ）、
　　　　　 エプロン、マスク、
　　　　　 スリッパ（上履き）
●定　員/各回10名

■ 講師 /野呂 浩子

東北電力 むつ営業所

トライフルを作ってコーヒータイム

●材料費/ 300円（試食用ジオ寿司）
●持ち物/なし
●定　員/ 5名　

■ 講師 /石川 智・小池 拓矢

下北ジオパーク推進協議会×餐カフェ

北部海岸を食にしてみました

コラボ

●材料費/ 300円（食材代）
●持ち物/空の水筒かペットボトル
●定　員/各回4名

■ 講師 /大平 博信

和風ダイニング みつのや。

ご家庭でお気軽にダシ活始めませんか !?

●材料費/ 300円（豆乳、ケーキ他）
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /光野 恵美子

餐カフェ

良い仕事します♥一緒にスープしましょ



作る

作り方を楽しく
学べる講座です

●材料費/ 300円（材料代）
●持ち物/なし
●定　員/各回4名

■ 講師 /山本 勝之

十字堂

100均のフォトフレームが華麗に変身 !

●対　象/男女問わず子供でもOK
●材料費/ 1,000～1,500円程度
　　　　　 （花材代）
●持ち物/花切ハサミ、筆記用具等
●定　員/各回4名■ 講師 /坂部 大介

フローリストモントヴェル

フラワーアレンジメントに挑戦してみよう !

●材料費/ 1,000円（多肉植物他）
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /ガーデンコーディネーター 澤田貢士

フラワーショップ 花とも

多肉でハンギングタブロー (壁掛け ) を作ろう

●材料費/ 500円（布、糸、針）
●持ち物/なし  ●定員/各回7名■ 講師 /河岸 よし

工房むつ 河岸手芸店

作る時間 使う楽しみ 贈る喜び 初心者歓迎

●材料費/ なし  ●定員/各回6名
●持ち物/1辺30cm以上の正方形の紙、
裏面は白で可（完成品は1辺の5分の1の
サイコロサイズとなります）※紙は講師が
ご用意可（要実費）申込時にお申付け下さい。■ 講師 /菊池 俊明

下北名産センター

折るだけで取手の付いたカゴを作ります !

●材料費/ なし  ●定員/各回5名
●持ち物/汚れても良い服装、長靴、
　　　　　 タオル

■ 講師 /能登 良春・大髙 良樹・碇谷 塁也

小田桐石材

石に文字を彫刻する体験です

●材料費/ 800円（鉢、苗、土）
●持ち物/ゴム手袋、エプロン
●定　員/各回4名

■ 講師 /田村 好子

ガーデンコーディネイター 田村好子

カラフルリーフで楽しむミニ鉢の寄せ植え

●材料費/ 500円（側、綿、糸）
●持ち物/ハサミ、スカーフ、指ぬき
●定　員/各回4名

■ 講師 /八木橋 清三

八木橋フトン店

自分で綿入れから仕上げまでやってみよう

●材料費/ 500円（ペーパーナプキン、
　専用糊、ラメ、シール、針金、処理をした貝）
●持ち物/なし  ●定員/各回5名■ 講師 /山口 敬子

山口商店

素敵なペーパーナプキンを貼った飾りです

●材料費/ 500円（畳のへり他）
●持ち物/なし
●定　員/各回5名■ 講師 /向井 あぐり

ライフステージからたち

バッグやお洋服、帽子にも似合います

●対　象/親子
●材料費/ 1組（2名）1,000円（食材代）
　 ※3名以上は1名につき500円プラス
●持ち物/エプロン・三角巾
●定　員/各回5組■ 講師 /洋食料理長 木村圭司郎

むつグランドホテル

美味しく簡単に作れるスイーツも作ろう♪



希望の羽　世界へ届け　むつの光 ＊「夜景キャッチコピー」優秀賞作品

未来の暮らしが輝くように、 私たちがしっかりと貯蔵します。

〒035-0022 青森県むつ市大字関根字水川目 596 番地 1
TEL.0175-25-2990　FAX.0175-25-2991　http://www.rfsco.co.jp

私達はむつまちゼミ・大畑まちゼミを応援しています。

当日の「遅れそう…」や「急用で行けない…」、
「迷った…」といった場合は、すぐにご予約した
お店へご連絡をお願い致します。

●材料費/ なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名■ 講師 /中野 昌勝

まるかんのお店 中野商店

ガラスの浮き球をインテリア加工 実演 !

●材料費/ なし
●持ち物/はさみ
●定　員/各回5名

■ 講師 /三浦 文江

ジブラルタ生命保険 むつ営業所

どうなるの介護・年金・相続・ドール $

●対　象/親子参加歓迎
●材料費/ 500円
　（マグカップ、ビーズ、フェルト等）
●持ち物/なし
●定　員/各回3名■ 講師 /春藤 望

サポートセンターひろば

マグカップに楽しく可愛くデコレーション！
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