
●材料費/ 800円（チーズ代）
●持ち物/なし
●定　員/各回4名

■ 講師 /新保 敬仁

レストラン パザパ 

チーズが好きなら誰でもOK食べ比べましょう

●材料費/ 1,000円（食材代）
●持ち物/エプロン、三角巾 ●定員/各回8名■ 講師 /菊池 俊明

下北名産センター

失敗しない「べこ餅」作り！

食・料理
食に関する体験や

知識を学べる講座

●材料費/ 150円（食材代）
●持ち物/シャーペン、ハンカチ
●定　員/各回4名

■ 講師 /楯 鏡子

キッチンブレッドスクール

お菓子上手なお母さんと呼ばれる、焼き菓子です

●材料費/ 300円（食材代）
●持ち物/エプロン、三角巾
●定　員/各回5名

■ 講師 /吉田将晃・吉田夕貴・田中好

coffee HYGGE mont blanc 1955

好きな絵や文字をアイシングで描いてクッキーを作ろう

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！？「まちゼミ」とは！？

まちゼミ受講方法まちゼミ受講方法

10月28日
むつ市以外の方も受講できます。 また、お店からの販売は一切行いませんので、安心してご参加ください。
● お申し込みは定員になり次第、締め切らせていただきます。 なお受付開始前のご予約はできませんのでご注意ください。
● 講座は全て一回完結です。 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場合もございます。

※店舗が休日の場合は受付できません

（一部材料費がかかる講座がございます）

受 講 料 無 料
完全予約制

2019年11月4日　　   12月8日　

お店の人が教えてくれる!トクする街のゼミナール
プロ8第 回



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

●材料費/ 500円（食材代）
●持ち物/ 水筒、ペットボトル（1L位）
●定　員/各回4名

■ 講師 /大平 博信

和風ダイニング みつのや。

独断と偏見の正月家庭料理編（笑）

●対　象/ 20歳以上
●材料費/ 1,000円（牛肉代）
●持ち物/ 筆記用具（必要な方のみ）
●定　員/各回4名

■ 講師 /扇谷 康弘

美味小屋 蛮

電子レンジを使った簡単調理法を教えます♪

●材料費/ 500円（そば粉代）
●持ち物/ エプロン、三角巾
●定　員/各回4名

■ 講師 /石田 照光

そば処 妙見

十割そばを自分で作ってみよう

●材料費/ 150円（食材代）
●持ち物/シャーペン、ハンカチ
●定　員/各回4名

■ 講師 /楯 鏡子

キッチンブレッドスクール

お菓子上手なお母さんと呼ばれる、焼き菓子です

●材料費/ 850円（食材代）
●持ち物/エプロン、バスタオル、
　　　　　三角巾
●定　員/各回10名

■ 講師 /武川 年功

MOAグリーンマーケット下北店

無添加素材で旨み抜群とにかく作ってみて !

●対　象/ 2名様1組でお申込ください
●材料費/ 1組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10組■ 講師 /木村 圭司郎

むつグランドホテル

親子・お友達・カップルで参加OK☆

●材料費/ 500円（食材代）
●持ち物/エプロン、三角巾
●定　員/各回6名■ 講師 /佐々木 拓哉

夕凪堂

パーティーにも使える、簡単トースト作り

●材料費/ 300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

違いが分かる！？ネルドリップコーヒー講座

●材料費/なし
●持ち物/なし 
●定　員/各回6名

■ 講師 /佐々木 まき子

自然食品の店 檜葉

お茶って飲むだけじゃないんだ？？

●材料費/ 200円（食材代）
●持ち物/なし
●定　員/ 各回5名　

■ 講師 /久保 里砂子

むつベジタブルキッチンぷらす

超簡単レシピをご紹介

●材料費/ 800円（チーズ代）
●持ち物/なし
●定　員/各回4名

■ 講師 /新保 敬仁

レストラン パザパ 

チーズが好きなら誰でもOK食べ比べましょう

●材料費/ 500円（食材代）
●持ち物/エプロン
●定　員/各回10名

■ 講師 /傳法 明子

スナックぼたん

トッポギとトックのスープ。ハングル講座もあるよ !



私達はむつまちゼミを
応援しています。

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回10名

■ 講師 /阿部 貴裕

照月苑

”事前相談は縁起が悪い”…そのお考えもうお古いかと

●対　象/スマホ・タブレットを
　　　　　 使った事がない方
●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名■ 講師 /杉山 大輔

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出来ます

●材料費/なし
●持ち物/悩み中の衣類
●定　員/各回4名

■ 講師 /伏見 幸生

田名部クリーニング店

仕事と家事の違いや失敗談、時短のコツの話

●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 むつ営業所

書いた文字がすぐ乾く！手やハガキが汚れない見本有り

●材料費/ 1,000円
　（PG入り食品、化粧品体験代）
●持ち物/なし
●定　員/ 10名

■ 講師 /原・青森県PG推進協議会

ミルク工房 ボン・サーブ

今話題のPGを知る、体感（食品、化粧品）する

●対　象/女性
●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/ 各回6名

■ 講師 /其田 静子

ソノダブライダル館

ボディのチェック&長生き味噌汁の作り方

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回2名

■ 講師 /松尾 圭哉

円融堂治療院

家族でおこなう健康管理

●持ち物/飲み物、タオル
●材料費/なし ●定員/各回6名■ 講師 /黒田 英知

むつ市ウェルネスパーク

誰でもご自宅で続けられる運動教えます !

●対　象/女性　●持ち物/なし 
●材料費/ 1,000円（体験代）
●定　員/各回8名

■ 講師 /鷹架 則子

健康小町

ポカポカいい気持ち、気分リフレッシュ

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回3名

坪眼鏡店

テレビの音が高いと言われませんか ?

知る・学ぶ
お楽しみや   

新たな発見、

知識を学べる講座

健康・キレイ
美容や健康、

ファッションや

体についての講座



まちゼミ参加店募集！！
お客様とお店との出会い、お客様同士の出会いを
作るまちゼミで、街を盛り上げていきましょう。

（きもの後藤）

ご婚礼・ご宴会・ご宿泊・ご法要・仕出し・各種会議等に

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

むつ市大曲二丁目13-33むつ市大曲二丁むつ市大曲二丁目13 33
TEL0175-22-3231
下北名産センター

私達は、むつまちゼミを
　　　　　　　応援します。

北彩市場・しもきた産直広場

私
達
は
、む
つ
ま
ち
ゼ
ミ
を

　
　
　
　
　
　
　

応
援
し
て
い
ま
す
。

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/ 5名

■ 講師 /全国通訳案内士 佐々木智明

全国通訳案内士 佐々木智明

やわらかい内容の話しやすい講座です☆

●対　象/ご家族の付き添い見学OK
　　　　　 中学生以下は要保護者同伴
●持ち物/お家で使っているブラシ
　　　　　 （ない場合は貸します）
●材料費/なし
●定　員/各回2名■ 講師 /鳥山 智穂

わんこの美容室 はなこ

お店のトイプードルでやってみましょう !

●材料費/ なし
●持ち物/なし
●定　員/各回4名

■ 講師 /関裕介・関準之（福祉用具専門相談員）

関商店

電動ベッドや車いすを体験してみませんか ?

●対　象/20歳以上
●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回8名

■ 講師 /ＳＳ級認定眼鏡士 坪勇一

坪眼鏡店

懐かしのヒット曲

●対　象/ 20歳以上
●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /前田 悟志

青森銀行 むつ支店

考えよう、これからの資産運用

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回8名

■ 講師 /木立航平・駄賃場美智代

東洋建物管理 むつ営業所

トイレの清掃のコツを余すことなく教えます

●対　象/女性  ●定員/各回3名　
●材料費/なし
●持ち物/袋帯、帯板、帯揚、帯〆、
　　　　　 帯枕、洗濯バサミ２個、
　　　　　 紐３本■ 講師 /掛端 英理子・小柳 享子

小柳呉服店

紐一本できれいな帯山作れます

●材料費/ 300円（茶葉代）
●持ち物/なし
●定　員/各回3名

■ 講師 /赤田 更介

弁当だるま

中国茶飲んだり中国語喋ったり

●材料費/なし
●持ち物/なし 
●定　員/各回3名

■ 講師 /高屋龍一・山崎忍・尾崎幸

眞心堂×街の金融屋さん

知って得する新相続セミナー※新相続改正説明付

コラボ



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

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)マウスパートナー

パソコンの事ならなんでもお任せ！

レンタル始めました！
お客様の声にお応えして

成人式レンタル 普段着レンタル

タンスのきもの相談・ママ振りお手入れ承ります

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/ 10名

■ 講師 /むつ消防署

みちのく銀行むつ支店×むつ消防署

突然人が倒れたらあなたは何が出来ますか？

コラボ

●材料費/なし
●持ち物/なし 
●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

心が楽になる「言ってみるカウンセリング」

●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

眼にやさしいレンズを体験しましょう

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /齋藤 晃史

下北人財サポート

効き脳を知ることで思考の違いを体験

●材料費/ なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /市川 仁

東北電力 むつ営業所

暮らしを一緒に考える省エネライフ

●対　象/女性
●材料費/なし
●持ち物/長襦袢、半衿、裁縫道具
●定　員/各回4名

■ 講師 /白取・蠣崎

きもの後藤

自分できれいに半衿を付けるコツが学べます

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回6名

■ 講師 /其田静子・後藤憲和

きもの後藤×ソノダブライダル館

十二単の着付け方と構成を解説します

コラボ

●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

タイヤについてのあれこれ教えます！！

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /渡邉 英司

大覚院熊野神社

神社は地域を一つにまとめ絆を結びなおす場



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

●材料費/ 500円（材料代）
●持ち物/なし
●定　員/各回5名■ 講師 /山口 敬子

山口商店

貝殻か缶にペーパーナプキンを貼りつけて

●材料費/ 1,000円（材料代）
●持ち物/汚れても良い服装
●定　員/ 5名

■ 講師 /能登良春・大高良樹 

小田桐石材

墓詣でがブーム ! オリジナル提灯でお墓参り

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回4名

■ 講師 /山本 理子

アンエイム東京堂

今使っている文具の見方が変わるかも

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回4名

■ 講師 /井本 貴之

マウスパートナー

よく聞く「キャッシュレス」って何？便利なの？

●対象/ まちゼミご参加に興味をお持ちの方
●材料費/なし ●持ち物/筆記用具
　　　　　　　 ●定員/各回6名

■ 講師 /むつまちゼミの会執行部メンバー

むつまちゼミの会

まちゼミの魅力と効果をお伝えします

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回4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

作る
作り方を楽しく
学べる講座

●持ち物/生命保険証券
　　　　　（あれば参考になります）
●材料費/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /齋藤 晃史・成田 圭秀

みらい保険センター×社会保険労務士 齋藤晃史事務所

人生100年時代「生きていくリスク」について解説します

コラボ



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を応援しています。

●対象/小5以上 ●材料費/ 1,000円（材料代）
●持ち物/手芸ボンド、はさみ  ●定員/各回5名■ 講師 /向井 あぐり

本格的な押絵が簡単に作れます

●材料費/ 500円（材料代） ●持ち物/なし
●対象/小学5年生以上 ●定員/各回5名■ 講師 /向井 あぐり

ふわふわビーズとモールで作るポインセチア

●材料費/ 500円（材料代）
●持ち物/ なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /小田桐

服と雑貨 Pea ぴー

花と光を楽しむ

11/4 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10

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

11/18 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24

11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1

12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8



景品が選べる！スタンプラリー
3講座受講でお好きな景品をプレゼント！

特別企画

下北名産センター

コーヒー通り21

スナックぼたん

ライフステージからたち

山口商店

坪眼鏡店

弁当だるま

むつ市ウェルネスパーク

わんこの美容室はなこ

ソフト焼きホタテ

コーヒー1杯（店内にて）

手作りの小物

手作りフリーマット

癒糸 ハンドメイド雑貨

レンズ拭き

中国茶プチセット

トレーニングマシンマンツーマン指導券

ホゴテクト（トリマー向け手荒れ防止ローション）

10名様

3名様

10名様

15名様

5名様

15名様

3名様

5名様

3名様

きもの後藤

マウスパートナー

夕凪堂

関商店

小柳呉服店

アンエイム東京堂

和風ダイニング みつのや。

レストランパザパ

白半衿（交織）

USBフラッシュメモリー(16GB)

お買い物券300円

泡ハンドソープ500ml

ちりめんポーチ

お楽しみ文具セット

万能出汁 !下北（ジ）オでんスープ 500ml

ガーリック豚と白レバーのテリーヌ
(来店時に使えるチケット)

5名様

5名様

5名様

10名様

5名様

10名様

10名様

5名様

ＧＯＡＬ！

2019年12月9日（月）～12月23日（月）
●まちゼミ開催中は景品の交換はできません。交換期間はまちゼミ終了後となりますのでご注意ください。
●交換期間前の取り置きは出来ません。  ● 同じ講座を受講した場合もスタンプを差し上げます。 

お
名
前

ご
住
所

景品は数量限定(先着順)となりますのでお早めに！
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