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※10月10日（木）が定休日の店舗は
　翌営業日からとなります。

申込受付
開 始 日開催期間 月10 日～15火 金

月11 日15 月10 日10木

きもの辻忠 0134-22-0993会場 小樽市堺町1-17
10:00～18:0010:00～12:00不定休休 受 営

CARPOOL 080-3262-2375

■10月17日（木）19:00～20:00
■10月25日（金）10:00～11:00
■10月30日（水）19:00～20:00

会場

スパイスが持つ香りや効能を学び、自
宅でも出来るチャイの作り方をお教
えします！チャイスパイスと茶葉のお
土産付きです！

講師：富士 未奈子　対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：600円（スパイス、茶葉代）　定員：各回5名

小樽市稲穂2-9-1
12:00～22:0012:00～22:00月曜日

自宅で楽しめる
チャイの作り方！01

受 営

地酒専門店酒商たかの 0134-34-1100

■10月15日（火）16:00～17:00
■10月22日（火）16:00～17:00
■11月5日（火）16:00～17:00

会場

本物の日本酒を知り、出会う事でたし
なむから楽しむ、そして人生が豊かに
なる、そんな出会いの一歩を提供出来
れば良いと思っています。

講師：髙野 泰光　対象：20歳以上　持ち物：日本酒を楽しみたいと思う気持ち
材料・教材費：1000円（お酒とおつまみ代）　定員：各回10名

小樽市稲穂1-1-6
12:00～22:0012:00～22:00なし

おいしく楽しい
お酒の飲み方教えます02

休 受 営休

手芸のぎんざ 0134-22-4141

■10月29日（火）10:30～12:00
■10月29日（火）13:00～14:30
■11月13日（水）10:30～12:00
■11月13日（水）13:00～14:30

会場

布を折って縫う簡単なシャツ型の
ティッシュケースです。蝶ネクタイのよ
うに、リボンで飾りもつけられます。

講師：RAINBOO（曽屋 理恵）　対象：小学生～　持ち物：なし
材料・教材費：200円（布、リボン代）　定員：各回5名

小樽市稲穂2-14-14
月～土 10:00～18:45　日 10:30～18:3010:30～18:30第2日曜日

簡単かわいい♪
シャツ型ティッシュケース38

休 受 営

手芸のぎんざ 0134-22-4141

■10月29日（火）10:30～12:00
■10月29日（火）13:00～14:30
■11月13日（水）10:30～12:00
■11月13日（水）13:00～14:30

会場

紙バンドで作るコースター。切って
貼ってかんたん手芸。男性の参加も大
歓迎です!!

講師：クラフトバンドhana（三ツ野 美穂）　対象：小学生～　持ち物：えんぴつ、ハサミ、
木工用ボンド　材料・教材費：200円（クラフト紙バンド代）　定員：各回5名

小樽市稲穂2-14-14
月～土 10:00～18:45　日 10:30～18:3010:30～18:30第2日曜日

人気の手芸クラフトバンドで
作るコースター39

休 受 営

手芸のぎんざ 0134-22-4141

■10月29日（火）10:30～12:00
■10月29日（火）13:00～14:30
■11月13日（水）10:30～12:00
■11月13日（水）13:00～14:30

会場

小瓶につめるワンコインハーバリウム。
世界に一つのインテリアボトルをあふれる
ほどたくさんのお花からお選び頂けます。

講師：flower.2-heart（田中 順子）　対象：小さいお子様から大人まで
持ち物：なし　材料・教材費：500円（お花・ボトル代）　定員：各回3～8名

小樽市稲穂2-14-14
月～土 10:00～18:45　日 10:30～18:3010:30～18:30第2日曜日

3才でもできちゃう！
手軽にカワイイハーバリウム40

休 受 営

手芸のぎんざ 0134-22-4141

■10月29日（火）10:30～12:00
■10月29日（火）13:00～14:30
■11月13日（水）10:30～12:00
■11月13日（水）13:00～14:30

会場

40cm×108cmの布で、手ぬいであずま袋
を縫います。エコバッグとして自分使い、お
友達にプレゼントとしても最適ですよ♪

講師：bears hiro（東 浩美）　対象：どなたでも
持ち物：裁縫道具（針・糸・ハサミ）　材料・教材費：500円（布代）　定員：各回5名

小樽市稲穂2-14-14
月～土 10:00～18:45　日 10:30～18:3010:30～18:30第2日曜日

東さんが教えます！
簡単手ぬいのあずま袋41

休 受 営

手芸のぎんざ 0134-22-4141

■10月29日（火）10:30～12:00
■10月29日（火）13:00～14:30
■11月13日（水）10:30～12:00
■11月13日（水）13:00～14:30

会場

布を切って貼るだけで作れます。
おしゃれなコサージュはヘアアクセサ
リーとしてもお使いいただけます。

講師：CRAFT MOMS（渋谷 輝美）　対象：どなたでも　持ち物：ハサミ
材料・教材費：500円（ペップ・布・パーツ代）　定員：各回5名

小樽市稲穂2-14-14
月～土 10:00～18:45　日 10:30～18:3010:30～18:30第2日曜日

普段使いができる
華やか簡単コサージュ42

休 受 営

■10月18日（金）14:00～16:00
■10月28日（月）14:00～16:00
■11月9日（土）14:00～16:00

ご自分のお名前を篆書の字体にして石
に彫ります。彫ったはんこは手紙や書
道の作品に押して大活躍！彫り方の
他、文字の歴史などもお教えします。

講師：松田 有未　対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：300円（印材・印袋代）　定員：各回5名

大人の篆刻（てんこく）
体験教室37

まちゼミ開催!

小樽市商店街振興組合連合会・小樽市・小樽商工会議所後援「小樽まちゼミ」実行委員会主催 北海道商店街振興組合連合会協力

講師：辻 忍　対象：20歳以上の女性　持ち物：着物・帯など（なけれ
ば当店の物を使います）　材料・教材費：なし　定員：各回1名

エスティメート 0134-25-8525

■10月20日（日）13:00～14:00
■10月27日（日）13:00～14:00

会場

親子でかわいいお花をアレンジしてみ
ましょう♪楽しく笑顔で綺麗なお花
体験！お花はお持ち帰り頂けます☆

講師：厚谷 久美子　対象：お母さんと子供　持ち物：なし
材料・教材費：500円（お花代）　定員：各回5組

小樽市若松2-7-20
9:00～20:0010:00～18:00 ※10月11日（金）より受付開始木曜日

親子で楽しくフラワー体験05

休 受 営

サリューSALUT 0134-23-7156

■10月23日（水）14:00～15:00
■10月29日（火）14:00～15:00
■11月8日（金）14:00～15:00
■11月15日（金）14:00～15:00

会場

貴女のお顔に合った眉の形、メイクの
仕方をお教えします。いつもと違う自
分に出会いませんか？

講師：加藤 町子　対象：女性　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回5名

小樽市稲穂2-12-15
10:00～17:0010:00～17:00日曜日、月曜日、木曜日

貴女に合った眉書き＆
メークレッスン03

休 受 営

美容室Twinkle 0134-27-2124

■10月25日（金）17:30～18:30
■11月1日（金）17:30～18:30

会場

骨格診断・パーソナルカラーで似合う
ファッション、髪型、メイクなどあな
たを輝かせる洋服や色を見つけま
しょう！

講師：本多 恭子　対象：女性　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回2名

小樽市稲穂1-9-8
10:00～18:0010:00～18:00火曜日・第3水曜日

簡単骨格診断orパーソナルカラー
講座でおしゃれのレベルアップを！04

休 受 営

おたる屋台村レンガ横丁 バミコ（店前）080-4044-2408
※雨天の場合はサンモールアーケード内

■10月23日（水）10:30～11:30
■10月26日（土）10:30～11:30
■10月29日（火）10:30～11:30

会場

健康であるためには、運動習慣を身に
つけることが大切です。簡単かつ短時
間で健康効果のある運動を行いま
す。楽しく体を動かしてみましょう。

講師：塚田 由美子　対象：成人以上の男女　持ち物：体を動かせる
服装・飲み物　材料・教材費：なし　定員：各回10名

小樽市稲穂1-4-15
18:30～24:0012:00～18:00火曜日　

運動習慣を身につけよう！！06

休 受 営

講座を受講された方全員に
5,000円お買上げ相当の
50ポイント引換券をプレゼント!!
ぜひご参加ください。

オタルンカード事務局 TEL.0134-31-4151
小樽市稲穂1-4 -16（サンモール一番街）

まちゼミおたる 応援していますをまちゼミおたる 応援していますをまちゼミおたる 応援していますを

は

オタルンカード新規加盟店募集中!! こちらをオタルンカード事務局
もしくは取扱店までお持ちください。

お申込みの手順 お申込みは各店へ

選　ぶ

申込む

チラシの内容を
よく見てお選び
下さい。

受けたい講座のお店に直接電話でお申込み下さい。
■「まちゼミ申込みです」とお声かけ下さい。
■受講内容や持ち物などの詳細も各店へお問い合せ下さい。

参加する

時間や場所など、お間違えのないようご参加下さい。
■会場や駐車場の有無などは、お申込みの際に
　各店へご確認下さい。

1

2

3

受付開始
1010（木）/

当日

※材料・教材費は講座当日に各店でお支払いください。

松田印判店 0134-22-8767会場 小樽市稲穂3-16-16
9:00～18:009:00～18:00日曜日休 受 営

小樽堺町通り観光案内所 0134-27-1133

■10月15日（火）10:00～11:00
■10月15日（火）14:00～15:00

申込

会場

堺町通りを知り尽くしたスタッフが、
ランチやティータイムのとっておきの
穴場をお菓子を食べながらご紹介！

講師：事務局長 簑谷　案内所スタッフ 斎藤
対象：飲食店やカフェが好きな方
持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回8名

歴史館2F 
小樽市堺町2-12
出世前広場内

10:00～18:0010:00～18:00なし

堺町のおいしい穴場
おしえます44

休 受 営

海鮮丼屋小樽ポセイ丼 0134-61-1478

■10月16日（水）15:00～16:00
■11月8日（金）15:00～16:00

会場

自分で焼くには、なかなか難しい
ホタテやカキ…海鮮丼屋のオーナー
が楽しく美味しく焼くコツをお教え
します!!

講師：木村 年宏　対象：中学生以上　持ち物：なし
材料・教材費：1,000円（食材費）　定員：各回5名

小樽市堺町4-9
11:00～19:0011:00～19:00年末年始

ホタテとカキの
美味しい焼き方45

休 受 営

大正硝子 酒器蔵 0134-24-2660

■10月23日（水）16:00～17:00
■11月6日（水）16:00～17:00
■11月13日（水）16:00～17:00

会場

ワインとグラスの関係は奥深く、組み
合わせ次第で美味しくも、不味くもな
ります。正しい組み合わせでお酒の本
当の美味しさを楽しみましょう。

講師：小泉 一希、池田 憲昭　対象：20歳以上　持ち物：ハンカチ
材料・教材費：1,000円（お酒、おつまみ代）　定員：各回6名

小樽市堺町3-17
10:00～19:0010:00～19:00なし

ワインとグラスの
テイスティングセミナー46

休 受 営

小樽洋菓子舗ルタオ（パトス店）0134-31-4500

■11月6日（水）10:30～12:30

会場

旬の野菜を使ったロールキャベツを
作ります。ケーキセット付きです。

講師：稲葉 悦子　対象：どなたでも　持ち物：エプロン、筆記用具、
三角巾　材料・教材費：1,000円（食材費）　定員：8名

小樽市堺町5-22
9:00～18:009:00～18:00なし

旬の野菜を使った料理教室48

休 受 営

利尻屋みのや不老館 0134-31-3663

■10月18日（金）10:00～11:30
■10月25日（金）10:00～11:30

会場

料理教室では教えてもらえない、昆布
の時短技や簡単で美味しい昆布料理
をお教えします！！

講師：南沢 美代子　対象：どなたでも　持ち物：ペン、メモ帳、エプロン
材料・教材費：なし　定員：各回6名

小樽市堺町1-20
9:00～18:009:00～18:00なし

カンタン 時短 昆布料理47

休 受 営

■10月16日（水）10:00～11:00
■10月23日（水）10:00～11:00
■10月29日（火）10:00～11:00

気軽に普段着物の
着方・初級編43

親が作ってくれたのに、一度も袖を通
さずにタンスの肥やしになっている着
物はありませんか？親孝行のためにも
着てあげましょう！カビ予防にも◎

堺 町 特 集 観 光 が 賑 わう堺 町に 行ってみよう! !

このステッカーが目印です

・定員になり次第締め切らせていただきます。・申込みは各店の受付時間内にお願い致します。・申込み初日は電話が混雑することが予想されます。・受講対象者が限定されている講座もあります。予めご了承下さい。
・各講座ともに、申込みの際に受講時の持ち物をご確認下さい。・小学生以下は保護者同伴のご参加をお願い致します。・内容によっては材料費がかかるものもございます。 ・お申込み後のキャンセルは、材料・教材費を頂戴する場合があります。

　お店の人が講師となって専門知識や
プロのコツを無料で教えてくれる
少人数制のミニ講座です。
　安心して受講していただくため、
お店からの販売は一切ありません。

まちゼミってなに?

受講料無料!!
※一部材料・教材

費をいただく場合
が

　ございます。予
めご了承ください

。

プレゼント!!オタルン
カード50pt
受講者全員に



メガネのサトウ 0134-34-3434

■10月26日（土）11:00～12:00
■10月30日（水）11:00～12:00
■11月6日（水）11:00～12:00
■11月13日（水）11:00～12:00

会場

メガネを掛け外しする時に便利なフレー
ムチェーン。実はアクセサリーとしても
使えるんですよ♥世界に一つだけのフ
レームチェーンを作りませんか！

講師：渡辺 知佳、佐藤 秀子　対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：300円（ゴムパーツ、ビーズ、糸代）　定員：各回3～4名

小樽市花園3-25-13
11:00～17:0011:00～17:00日曜日

あなただけの
フレームチェーンを作ろう！33

休 受 営

岩永時計店 都通り店 0134-33-8618

■10月23日（水）15:00～16:00

会場

初心者にも分かるクォーツ式、機械
式、ソーラー式の違いや使い方、簡単
な時計のお悩み相談もいたします。

講師：岩永 尚己　対象：どなたでも　持ち物：ご自分の腕時計
材料・教材費：なし　定員：4名

小樽市稲穂2-9-8
月～土 10:00～19:00　日 10:00～18:0011:00～17:00水曜日

腕時計の違いと
使い方のコツについて23

休 受 営

バッグのアカイシ サンモール一番街店

■10月16日（水）11:00～12:00
■10月23日（水）11:00～12:00
■10月30日（水）11:00～12:00

会場

バッグ＆カバンの素材について、リ
フォーム、デザイン替えの見積など何
でもお応えします。

講師：赤石 達郎　対象：どなたでも　持ち物：マイバッグ（無しでも可）
材料・教材費：なし　定員：各回4名または2組

小樽市稲穂1-4-16
10:00～18:3010:00～18:30元旦のみ

素朴な疑問・質問に応えます
〈第二弾〉21

休 受 営

むとう呉服店 0134-22-3366

0134-23-7777

■10月30日（水）10:30～11:30
■11月14日（木）10:30～11:30

会場

季節、場所にふさわしい着物・帯・小
物などの種類と貴女に似合うコー
ディネートをお教えいたします。

講師：武藤 修　対象：女性　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回2名

小樽市花園1-10-1
9:00～19:009:00～19:00日曜日

初心者のための
着物のＴＰＯと着こなし術22

休 受 営

手芸のぎんざ 0134-22-4141

■10月15日（火）11:00～12:00
■10月15日（火）13:30～14:30
■10月27日（日）11:00～12:00
■10月27日（日）13:30～14:30

会場

知ってトクするミシンのお手入れの仕
方や使い方をお教えいたします。その
後、皆で楽しくロックミシンでラン
チョンマットを作ります。

講師：岡 順二　対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回4名

小樽市稲穂2-14-14
月～土 10:00～18:45　日 10:30～18:3010:30～18:30第2日曜日

プロが教える！
ミシンのお手入れと使い方＋

プラス24

休 受 営

ZIP スズキ洋品店 0134-22-6729会場 小樽市稲穂2-15-11 2F
10:00～18:3010:00～18:30不定休

あなたのための映画を
御紹介します！19

休 受 営

小樽新倉屋花園本店 0134-27-2122

■10月23日（水）11:00～12:00
■10月30日（水）11:00～12:00
■11月10日（日）11:00～12:00

会場

創業124年を迎える小樽新倉屋の小
樽名物花園だんご。独自の『山型一刀
流』のあん付けを体験しながら、花園
だんごの話を聞いてみませんか？

講師：新倉 圭子　対象：どなたでも　持ち物：エプロン、三角巾など
頭にかぶる物　材料・教材費：300円(おだんご代)　定員：各回6名

小樽市花園1-3-1
9:30～18:0011:00～16:00元旦のみ

小樽名物花園だんごの話と
あん付け体験25

休 受 営

（有）片桐仏壇店アトリエピアノ 0134-23-1309

■10月22日（火）11:00～12:00

会場

小樽は道内８割のシェアをもつ仏壇の
生産地です。大学で仏壇の講義もする
店主が、あなたの生活に合った仏壇と
神棚をお教えします。（茶菓子つき）

講師：片桐 尉晶　対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：500円（お茶・お菓子代）　定員：10名

小樽市入船4-5-3
10:00～17:3010:00～17:30日曜日、祝日

ぶつだんカフェ・
お月様と仏壇のはなし27

休 受 営

きれいに「ハンコ」を押すには26

SARTORIA FISTY 0134-33-8033

■10月17日（木）14:00～14:30
■10月24日（木）14:00～14:30

会場

自宅で５分で出来るスーツのお手入れ
方法をお伝えします。クリーニングに
出すことは極力避けて下さい。日々の
メンテナンスをしっかりと。

講師：拝田 昇　対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回3名

小樽市稲穂2-13-5
10:00～18:0010:00～18:00日曜日

簡単！自宅で出来る
スーツのお手入れ18

休 受 営

（有）越後屋陶器店 0134-33-1633

0134-25-0560

■10月17日（木）11:00～12:00
■10月17日（木）15:00～16:00
■10月18日（金）11:00～12:00
■10月18日（金）15:00～16:00

会場

筆ペンを使ってご自分の名前や御祝
儀・香典袋の文字を上手に書く方法を
教えます。

講師：越後 久治　対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：500円(筆ペン代)　定員：各回5名

小樽市花園4-4-1
9:00～19:009:00～19:00第3日曜日

筆ペンで上手に文字を書く15

休 受 営

ＥＣＣジュニア末広教室

■10月30日（水）10:30～11:30
■11月5日（火）10:30～11:30
■11月7日（木）10:30～11:30

会場

海外旅行や外国人観光客へのおもて
なしに使える英会話など、気軽に楽し
く学べる“おとなのための英会話”クラ
スです。

講師：小杉 優子　対象：おとなの英会話初心者　持ち物：筆記用具
材料・教材費：なし　定員：各回4名

小樽市末広町5-14
10:00～21:0010:00～21:00日曜日

おとなが楽しい英会話16

休 受 営

アイホーム株式会社 0134-22-0006

■10月17日（木）13:00～14:00
■10月24日（木）13:00～14:00
■11月7日（木）13:00～14:00

会場

不動産にまつわる成功事例や失敗談
を交えて、楽しく解説いたします。気
になる質問があれば遠慮なく質問し
て下さい。

講師：山科、鈴木、土岐、川田　対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回5名

小樽市稲穂2-4-4
9:00～18:009:00～18:00日曜日、祝日

プロが教える
不動産の知恵袋20

休 受 営

ホリ化粧品店 0134-22-9049

■10月17日（木）13:00～14:00
■10月24日（木）13:00～14:00
■10月31日（木）13:00～14:00

会場

きれいに見える眉には法則があるの
をご存知ですか？あなたの骨格にあっ
た誰からも美しいと思われる眉を描
くテクニックをお教えします。

講師：佐藤 由香子　対象：女性（年齢不問）　持ち物：なし
材料・教材費：なし（美容師による眉カット希望の方は300円）　定員：各回5名

小樽市高島1-4-5
10:00～19:0012:00～18:00日曜日、月曜日

若くきれいに見える眉レッスン11

休 受 営

味処かまわぬ 0134-24-3232

■10月19日（土）11:00～12:00
■10月26日（土）11:00～12:00
■11月2日（土）11:00～12:00

会場

ふだん家族で食べに行くご飯屋さん。
その中はいったいどうなっているので
しょう？？今日はみんなが店員さんに
なってみよう！

講師：越後 雅之　対象：小学生親子　持ち物：エプロン
材料・教材費：なし　定員：各回3名または3組

小樽市花園1-6-4嵐山ビル2F
17:30～22:30（L.O）14:00～22:00不定休

親子で
居酒屋さんごっこをしよう！！36

休 受 営

ほぐしや 080-1978-5050

■開催期間中毎週水・木・金曜の
　11:00～12:00

会場

ちょっとした時間にちょっとした運動
やストレッチで慢性疲労を改善しま
しょう！

講師：池上 誠　対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回2名または1組

小樽市稲穂2-4-12
10:00～17:0010:00～17:00不定休

一人一人に合った
簡単な運動やストレッチ13

休 受 営

東畳工業株式会社 0134-33-5555

■10月23日（水）14:00～15:00
■11月6日（水）14:00～15:00
■11月13日（水）14:00～15:00

会場

花びん敷き、飾り台に使えるおしゃれ
なミニ畳を作ります。畳職人が親切に
ご指導致します。お部屋に和を取り入
れてみませんか？

講師：山崎 真嗣、前田 秀一　対象：どなたでも
持ち物：エプロン　材料・教材費：なし　定員：各回4名

小樽市入船1-11-12
9:30～17:309:30～17:30日曜日

和をインテリアに！
畳職人と作るミニ畳講座35

休 受 営

𠮷川食器店 0134-34-2755

■10月19日（土）14:00～
■10月26日（土）14:00～

会場

陶器の歴史等、普段あまり知られてい
ない話をお教えします。器の事なら何
でもお答えいたします。

講師：𠮷川 愼一　対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回3名

小樽市稲穂2-17-1 産業会館内
10:00～18:3010:00～18:30日曜日

楽しい食器のお話
疑問質問プロが答えます28

休 受 営

よろず工房 090-2876-9177

■10月30日（水）10:00～12:00
■11月9日（土）13:00～15:00
■11月15日（金）15:00～17:00

会場

１枚のフェイスタオルから、頭皮や髪
に優しく、色々使えるタオル帽子を製
作いたします。

講師：木村 雪子　対象：どなたでも　持ち物：裁縫道具（はり、糸、ハサミ、
まち針）、目の込んだタオル1枚　材料・教材費：なし　定員：各回3名

小樽市真栄1-6-5
9:00～15:009:00～15:00土曜日、日曜日

ふんわり手作りタオル帽子32

休 受 営

三ツ野薬局本店 0134-24-0145

■10月19日（土）13:00～14:30
■11月2日（土）13:00～14:30
■11月9日（土）13:00～14:30

会場

薬剤師がランニングのためになるサプ
リや漢方を講義。その後、試走会を
実施。上のレベルを目指す方や、仲間
づくりにぜひご参加下さい。

講師：明石 渉　対象：ランニングがお好きな方
持ち物：動きやすい服装 　材料・教材費：なし　定員：各回8名

小樽市稲穂1-4-15
平日9:00～19:00　土曜9:00～18:0013:00～18:00日曜日、祝日

ランニングのためのサプリ・
漢方講座＆試走会14

休 受 営

……営業時間……受付時間……定休日休 受 営 たべる まなぶ 健康・きれい つくる

Faith art hair（フェイスアートヘアー） 0134-32-3075

■10月17日（木）9:30～10:30
■11月10日（日）9:30～10:30

会場

正しい髪の洗い方、シャンプーや
トリートメントの違いや選び方、ヘッ
ドマッサージでぬけ毛予防する方法
を学びます。男性の方の参加大歓迎!!

講師：大澤 尚詞　対象：どなたでも　持ち物：筆記用具
材料・教材費：なし　定員：各回6名

小樽市稲穂3-14-7
9:30～19:309:00～18:00月曜日、第1・3火曜日

自宅でできるぬけ毛予防17

休 受 営

■10月18日（金）18:30～19:00
■10月20日（日）18:30～19:00

年間200作以上見ている講師が、
お好みのジャンルからあなたにおす
すめの映画（DVD）を御紹介します。

講師：鈴木 創　対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回5名

松田印判店 0134-22-8767

■10月15日（火）14:00～16:00
■10月23日（水）14:00～16:00
■10月31日（木）14:00～16:00

会場

日頃どうしてキレイにハンコが押せな
いのか、お悩みの方は大勢いらっしゃ
ると思います。お悩みを解決いたしま
す。

講師：松田 和久　対象：どなたでも　持ち物：お使いの印鑑・ゴム印
材料・教材費：なし　定員：各回5名

小樽市稲穂3-16-16
9:00～18:009:00～18:00日曜日休 受 営

Hair cult clever（ヘアーカルトクレバー）0134-24-2100

■10月18日（金）11:00～12:00
■10月31日（木）11:00～12:00
■11月11日（月）11:00～12:00

会場

美容室で染めるグレイカラーとグレ
イカラーの合間に自宅で自分で染め
る染め方をお教えします。

講師：毛内 海晴　対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回3名

小樽市稲穂3-14-4
10:00～18:3010:00～18:30火曜日、第3月曜日

プロが教える!!
グレイカラーの染め方講座07

休 受 営

ＫＯＭＡＣＨＩＹＡ 0134-23-3014会場

ワガママな大人肌を10才若く見せる
メイクテクニックをアドバイス！お悩
み解決で今年の秋は、自信を持って
さっそうとお出掛けしまショ！

講師：本田 純子、飯岡 黎名、
　　　田中 美智子（いずれか一人）
対象：大人女子　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回5名

講師：江上 貴子　対象：女性
持ち物：予約時にお問合せください。
材料・教材費：500円(オイル・クリーム代)
定員：各回3名

小樽市稲穂2-2-7
10:00～19:0010:00～19:00日曜日

50代からの
大人メイクのコツ（若返るテク編）08

休 受 営

■10月15日（火）11:00～12:00
■10月21日（月）13:00～14:00
■11月1日（金）14:00～15:00
■11月6日（水）15:00～16:00
■11月14日（木）17:00～18:00

アリスビューティーコンプレックス 0134-32-0983

■10月17日（木）17:30～18:30
■10月24日（木）17:30～18:30
■11月7日（木）17:30～18:30

会場

急なお出かけでも、自分でできる簡単
ヘアセット、あみこみ等で、イメージ
チェンジをしてみませんか？

講師：小笠原 千晴、小久保 洋子　対象：女性　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回3名

小樽市花園4-6-12
10:00～19:0010:00～19:00火曜日

プロが教える
簡単ヘアアレンジ09

休 受 営

ディッセンバー３小樽本店 0134-22-9973

■10月25日（金）11:00～12:00
■11月1日（金）11:00～12:00
■11月8日（金）11:00～12:00

会場

パーソナルカラー診断をもとに、アナ
タの似合う色をお伝えし、ステキに見
えるスカーフの巻き方もお教え致しま
す。

講師：鈴木 謙吾　対象：女性　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回5名

小樽市稲穂2-14-1
10:00～19:0010:00～19:00なし

貴女の似合う色のスカーフで
素敵な巻き方をアドバイス10

休 受 営

Hair & Hawaiian LomiLomi salon Hou'oli 0134-61-7174

■10月15日（火）12:00～13:00
■10月18日（金）11:00～12:00
■10月24日（木）15:00～16:00
■10月30日（水）14:00～15:00
■11月9日（土）17:00～18:00
■11月14日（木）15:00～16:00

会場

ヨガの呼吸法を取り入れながら、毎日
のスキンケアの中でできる顔コリ改
善、リフトアップの方法が学べます。

小樽市稲穂2-13-7 2F
10:00～18:0010:00～18:00日曜日、第2・4月曜日

お顔のコリ改善&リフトアップ12

休 受 営

（株）おたる政寿司 0134-23-0011

■10月15日（火）10:00～11:30
■10月21日（月）10:00～11:30
■10月28日（月）10:00～11:30
■11月5日（火）10:00～11:30
■11月11日（月）10:00～11:30

会場

太巻を上手に巻きたいが、なかなか上
手に巻けない、自宅で簡単に太巻を巻
いてみたい方、プロの手解きで美味し
い太巻をつくってみませんか？

講師：中村 全博、中村 圭助、松谷 宗弘
（いずれか一人）　対象：どなたでも
持ち物：エプロン、頭にかぶる物
材料・教材費：300円（食材費）
定員：各回7名

小樽市花園1-1-1
11:00～21:3010:00～11:00水曜日

プロが教える太巻の
上手な巻き方34

休 受 営

メガネ補聴器専門店タカダ 0134-25-3003

■10月16日（水）～23日（水）の間の
●14:00～14:30  ●14:30～15:00
●15:00～15:30  ●15:30～16:00

会場

メガネレンズいろいろな驚きの体験
会！専用の装置により、どなたでもい
ろんな種類のレンズの見え方が体験で
きます。（遠近･中近･近近・偏光調光）

講師：髙田 嗣久　対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回1名

小樽市稲穂2-16-15（都通内）
10:00～19:0010:00～19:00第2･4日曜日（月2回）

メガネのVR（仮想現実）
体験会29

休 受 営

ス 新海金物店 0134-33-4649

■10月18日（金）13:30～14:30
■11月1日（金）13:30～14:30
■11月15日（金）13:30～14:30

会場

お鍋の取り扱い説明書をもとに受講
者の方々と一緒に雑談をしながら、
説明・勉強する講座です。

講師：本間 典子　対象：どなたでも　持ち物：メモ・ボールペン
材料・教材費：なし　定員：各回4名

小樽市稲穂1-3-5
9:00～18:009:00～18:00日曜日

お鍋の取り扱いを
一緒に考えよう！30

休 受 営

結婚相談所ブライダルサロン ノブレス 070-4333-0884

■10月19日（土）13:00～14:00
■10月26日（土）13:00～14:00
■11月2日（土）13:00～14:00

会場

いまだ独身の子供の結婚が心配で夜も
眠れない、そんな方々が集まれば、「も
しかするとご縁が生まれるかも？」私は
ご相談を承りアドバイスを行います。

講師：鈴木 賢治　対象：どなたでも　持ち物：子供のお写真
材料・教材費：なし　定員：各回4名

小樽市花園4-6-12
10:00～20:0010:00～20:00火曜日

子供の結婚を案ずる
親御様の交流・相談会31

休 受 営

※終了後、追加講座（試走会）があります。詳しくは予約時にお問合せください。


