
お店の人が教えてくれる する街の ゼミナール得

2022年

2022年
※9月5日（月）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9 日～15木 土
月10 日15

月9 日5月

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。

Craft Liquor Bar SHARAKU 0134-24-1155

■9月18日（日）14:30～15:30
■9月27日（火）14:30～15:30
■10月1日（土）20:00～21:00

会場

国内外の醸造所でこだわりを持ってつ
くられたクラフトビールの中から、今人
気の3つのスタイルのビールを気軽に
飲み比べ。

講師：大竹正也　対象：20歳以上　持ち物：なし
材料・教材費：1,200円（クラフトビール3種・おつまみ代）　定員：各回4名

稲穂3-11-3 小樽中央市場3号棟1F
不定休

クラフトビール飲み比べ01

休 12:00～24:00営

地酒専門店酒商たかの 0134-34-1100

■9月15日（木）16:00～17:00
■9月22日（木）16:00～17:00
■10月6日（木）16:00～17:00
■10月13日（木）16:00～17:00

会場

本物の日本酒を知り、出会うことで、嗜
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できれ
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：なし
材料・教材費：1,000円（お酒とおつまみ代）　定員：各回6名

稲穂1-1-6
なし　

おいしく楽しい
お酒の飲み方教えます03

休 11:00～22:00営
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コーヒーロースト小樽 0134-64-6837

■9月20日（火）9:00～10:00
■10月4日（火）13:00～14:00
■10月11日（火）17:00～18:00

会場

煎り立てコーヒーの良い香りに包まれ
ながら簡単で美味しいコーヒーの淹れ
方とコーヒーがもたらす健康効果を楽
しく学びませんか？

講師：立岩豊　対象：どなたでも（こども可）　持ち物：好奇心
材料・教材費：なし　定員：各回3名

桜2-38-24
不定休

コーヒーの美味しい淹れ方、
焙煎士が教えます02

休 10:00～18:30営

親子
O K

地酒専門店酒商たかの 0134-34-1100会場 稲穂1-1-6 
なし 

麹（こうじ）を使った
発酵食品で健康に34

休 11:00～22:00営

メガネのサトウ 0134-34-3434

■9月21日（水）11:00～12:00
■9月29日（木）14:30～15:30
■10月3日（月）11:00～12:00
■10月12日（水）14:30～15:30

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（ビーズ・ゴムパーツ・糸代）　定員：各回4～5名

花園3-25-13
日曜日

あなただけの
フレームチェーンを作ろう！35

休 11:00～17:00営

Jun Style 050-5472-6268

■9月16日（金）10:00～11:00
■9月24日（土）10:00～11:00
■10月2日（日）10:00～11:00
日時は相談に応じます

会場

キラキラしている物を身につけていると気持
ちが引き立ちませんか？そんなアクセサリーを
手作りしてみましょう！今回は子供さん向けも
用意しました。親子でキラキラしてみましょう。

講師：丸山純恵　対象：どなたでも（こども可）　持ち物：めがね（必要な方は）
材料・教材費：200円～300円（ビーズ代）　定員：各回3名または2組

稲穂3-4-16
金曜、土曜、日曜日

ビーズでおしゃれな
リングを作ろう！36

休 10:00～16:00営

松田印判店 0134-22-8767

■9月15日（木）14:00～15:00
■10月1日（土）10:00～11:00
■10月11日（火）17:00～18:00

会場

名前を篆書で書いて石に彫る「篆刻」
をします。柔らかい石なので、誰でも彫
れます。親子での参加も大歓迎！※石
の大きさは22mm角です。

講師：松田和久　対象：どなたでも（こども可）　持ち物：なし　
材料・教材費：500円（印材・印袋代）　定員：各回3名

稲穂3-16-16
日曜日

みんなで篆刻37

休 9:00～18:00営

東畳工業株式会社 0134-33-5555

■9月16日（金）14:00～15:00
■9月28日（水）14:00～15:00
■10月15日（土）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
ご指導いたします。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：大人のみ　持ち物：エプロン　
材料・教材費：なし　定員：各回4名

入船1-11-12
日曜日、第２土曜日、祝日

和をインテリアに！
畳職人と作るミニ畳講座43

休 9:30～17:30営

よろず工房 090-2876-9177

■9月17日（土）13:00～15:00
■9月18日（日）10:00～12:00
■9月19日（月）10:00～12:00

会場

1枚のフェイスタオルから、頭皮や髪を
やさしくいたわり、色々使用できるタオ
ルの帽子を作ります。その1針が誰か
のお役に。

講師：木村雪子　対象：どなたでも　持ち物：裁縫道具一式、タオル（なくても可）　
材料・教材費：タオルない方500円で販売　定員：各回3名

真栄1-6-5
土曜日、日曜日

ふんわりタオル帽、
まごころ届け44

休 10:00～16:00営

（株）おたる政寿司 0134-23-0011

■9月22日（木）10:00～11:00
■9月26日（月）10:00～11:00
■10月3日（月）10:00～11:00
■10月11日（火）10:00～11:00

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
い太巻を作ってみませんか？

講師：中村全博、中村圭助（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（食材代）　定員：各回5名

花園1-1-1
水曜日

プロが教える
太巻の上手な巻き方45

休 11:00～21:00営

手芸のぎんざ 0134-22-4141

■9月28日（水）10:30～13:00

会場

きれいな色の糸でかわいいポーチをつ
くりましょう。細編みだけで作ること
ができます。ファスナーのつけ方も学
べます。

講師：工藤可愛　対象：どなたでも（こども可）　持ち物：かぎ針4/0号、とじ針、はさみ
（かぎ針レンタルあります）　材料・教材費：1,000円（糸、ファスナー代）　定員：10名

稲穂2-14-14
第2日曜日

テトラポーチを
編みましょう♪40

休 10:00～18:45（日曜日のみ10:30～18:30）営

手芸のぎんざ 0134-22-4141

■9月21日（水）10:30～12:00
■9月21日（水）13:00～14:30
■10月5日（水）10:30～12:00
■10月5日（水）13:00～14:30

会場

刺繍のなかでも手軽に作れると人気
の「こぎん刺し」。覚えやすい目数で、か
わいいデザインのブローチ作りをして
みましょう。

講師：渋谷輝美　対象：大人のみ　持ち物：裁縫道具　
材料・教材費：800円（図案布、糸、ブローチピン、ブローチ台代）　定員：各回4名

稲穂2-14-14
第2日曜日

こぎん刺しのブローチ41

休 10:00～18:45（日曜日のみ10:30～18:30）営

手芸のぎんざ 0134-22-4141

■9月21日（水）10:30～12:30
■9月21日（水）13:00～15:00
■10月5日（水）10:30～12:30
■10月5日（水）13:00～15:00

会場

人気の紙バンドを使ってステキな星型
のペンダントを作ります★おしゃれの
アクセントになり、はじめてでも楽しく
ご参加いただけますよ♪

講師：みつの美穂　対象：どなたでも（こども可）　持ち物：なし　
材料・教材費：1,000円（紙バンド、ビーズ、皮ひも代）　定員：各回10名

稲穂2-14-14
第2日曜日

紙バンドで作る
ペンダント★42

休 10:00～18:45（日曜日のみ10:30～18:30）営

（有）利尻屋みのや 0134-25-4060

■9月15日（木）10:30～12:00
■9月16日（金）10:30～12:00

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：南澤美代子　対象：どなたでも（こども可）　持ち物：エプロン
材料・教材費：200円（昆布代）　定員：各回6名

堺町1-20
なし

早速作りたくなる！
時短ヘルシー昆布料理39

休 9:00～18:00営

松田印判店 0134-22-8767

■9月17日（土）10:00～11:00
■9月29日（木）15:00～16:00
■10月3日（月）18:00～19:00
■10月13日（木）15:00～16:00

会場

絵や文字を自由にデザインして石に彫
ります。石の大きさは15mm角または
10mm角から選べます。

講師：松田有未　対象：大人のみ　持ち物：なし
材料・教材費：500円（印材・印袋代）　定員：各回3名

稲穂3-16-16
日曜日

オリジナルはんこを作ろう38

休 9:00～18:00営

は

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）

オタルンカード新規加盟店募集中!!

講座を受講された方全員に
5,500円(税込)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。

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。

■9月22日（木）13:00～14:00
■10月6日（木）13:00～14:00
■10月13日（木）13:00～14:00

美味しい八海山の生麹を使って、甘
酒、塩麹、醤油麹を作ってみませんか？
体にも良いとされる麹を更に美味しく
楽しみましょう！

講師：高野知恵子　対象：大人のみ　持ち物：エプロン、お手ふき、頭にかぶる物、
500cc程度のものが入る容器3個　材料・教材費：500円（生麹代）　定員：各回4名

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

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
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。
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小樽市・小樽市商店街振興組合連合会後援「小樽まちゼミ」実行委員会主催

・定員になり次第締め切らせていただきます。　・申込みは各店の営業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。　・状況により日程が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

1 選　ぶ
チラシの内容をよく見て
お選び下さい。

参加する
受けたい講座のお店に直接電話で
「まちゼミ申込みです」とお申込み下さい。

※材料・教材費は講座当日に各店でお支払いください。

2 3申込む 9 5（月）/
受付開始

♫
♪

■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。

■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。

時間や場所など、お間違えのないよう
ご参加下さい。

ってなに?まちゼミ

まちゼミおたる参加者

オタルンカード事務局 （稲穂1-4-16 3F    tel 31-4151）

KOMACHIYA  （稲穂大通商店会　稲穂2-2-7）

手芸のぎんざ （都通り商店街　稲穂2-14-14）
スズキ洋品店 （都通り商店街　稲穂2-15-11）

政寿司 （花園銀座商店街　花園1-1-1） 有効期限2022.11.15

引換店

50 ポイント引換券
50 ポイント引換券

5,500円（税込）お買い上げ相当分!!



……営業時間……定休日休 営 たべる まなぶ健康・きれい つくる

KOMACHIYA 0134-34-3434

■9月24日（土）11:00～12:00
■10月8日（土）13:00～14:00

会場

お洋服やメイクや眼鏡のお買物で失敗
した経験はありませんか？パーソナル
カラーを知る事で、本来の貴女の魅力
を再発見できるかも！！

講師：渡辺知佳、本田純子　対象：どなたでも（こども可）
持ち物：なし　材料・教材費：なし　定員：各回4～5名

稲穂2-2-7

見つかる！貴女の
パーソナルカラーと眼鏡と旬メイク07

店舗名 日曜日休 11:00～17:00営

大正硝子酒器蔵 0134-24-2660

■9月28日（水）16:00～17:00
■10月5日（水）16:00～17:00
■10月12日（水）16:00～17:00

会場

ワインは、それぞれに合ったグラス選
びをすることで、更に美味しく味わうこ
とができます。グラス選びで味や香り
が変わる秘密を解説します。

講師：池田 憲昭、金塚 貴広　対象：大人のみ　持ち物：ハンカチ
材料・教材費：1,500円（お酒・おつまみ代）　定員：各回６名

堺町3-17
　なし

もっと美味しい
ワインの楽しみ方04

休 10:00～19:00営

KOMACHIYA 0134-23-3014

■9月15日（木）13:00～14:00
■9月20日（火）14:00～15:00
■9月28日（水）15:00～16:00

会場

秋になると、夏の疲れ、季節の変わり目
が、より一層、トラブルを引きおこしや
すくなります。早めのお手入れが大切
です。貴女に合ったスキンケアを！！

講師：本田純子　対象：女性　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回4名または3組（5名まで）

稲穂2-2-7
日曜日

コロナ禍でトラブった肌の悩みを
解決しましョ！！09

休 10:00～19:00営

Personal Gym Takku
personal.gym.takku@gmail.com

■9月17日（土）11:00～12:30
■10月1日（土）11:00～12:30
■10月15日（土）11:00～12:30

会場

独学では難しいがとても効果のあるウ
エイトトレーニングを理学療法士のト
レーナーが指導します。ウエスト、ヒッ
プ、二の腕を中心に行います。

講師：山本拓也　対象：高校生以上　持ち物：トレーニングウエア、
室内シューズ　材料・教材費：500円（場所代）　定員：各回4名

入船1-3-1ベイコート小樽オーシャンヒルズ1階Takku's　Gym
※お申込みはメールのみ

なし

科学的に正しい
筋トレ＆ボディメイク05

休 8:30～22:00営

KOMACHIYA 0134-23-3014

■10月3日（月）11:00～12:00
■10月14日（金）18:00～19:00

会場

マスク中のメイクは、アイメイク中心で
すが、飲食の際に外した時の印象はと
ても大事です。しばらくフルメイクをし
ないと忘れてませんか？

講師：本田純子　対象：大人のみ　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回4名または3組（5名まで）

稲穂2-2-7
日曜日

マスクメイクとマスクなしの
フルメイク08

休 10:00～19:00営

Hair & Hawaiian Lomi Lomi salon Hau'oli 0134-61-7174

■9月15日（木）13:00～14:00
■9月21日（水）11:00～12:00
■9月23日（金）18:00～19:00
■9月25日（日）11:00～12:00
■10月4日(火）12:00～13:00
■10月8日（土）10:00～11:00

会場

前回大人気！プロが教える毎日のシャ
ンプーで、簡単ヘッドマッサージ＆リフ
トアップできる講座です。抜け毛予防
にも効果が期待できます！

講師：江上貴子　
対象：大人のみ　持ち物：なし
材料・教材費：500円（シャンプー代）
定員：各回2～3名

稲穂2-13-7 2F
日曜日、月曜日

自分でできる！！
リフトアップヘッドスパ16

休 10:00～17:00営

（株）丸三 三ツ野薬局本店 0134-24-0145

■9月28日（水）14:00～15:00
■10月5日（水）14:00～15:00

会場

加齢で筋肉は減っていき、筋肉が減る
と病気のリスクになり、筋肉が多いと
長生きです。筋肉の増やし方の話、筋肉
量の測定会を実施します。パワー！！

講師：明石渉　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

稲穂1-4-15
日曜日、祝日

健康寿命を延ばすための
体づくり13

休 9:00～18:00営

アリス ビューティー コンプレックス0134-32-0983

■9月22日（木）10:00～11:00
■9月28日（水）11:00～12:00
■10月6日（木）10:00～11:00

会場

お出掛け前の簡単５分ヘアセットや、年
齢に合わせたメイクのコツをアドバイス
します。毎日のキレイを叶えましょう！
男性・女性問いません。

講師：横井彩美　対象：どなたでも（こども可）　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回2名または2組

花園4-6-12
火曜日

簡単！
ヘアセット・セルフメイク10

休 10:00～18:00営

hair laboratory Mellow
0134-64-5533

■9月15日（木）11:00～15:00
■9月21日（水）11:00～15:00
■9月29日（木）11:00～15:00
■10月5日（水）11:00～15:00
■10月6日（木）11:00～15:00
■10月13日（木）11:00～15:00
※いずれも11:00～15:00の間の2時間程度です。
※マニキュア等は落としてからお越し下さい。会場

ジェルネイルを体験して頂きながら、長もちさ
せる為の簡単にできるネイルケアの方法をお伝
えします。カラーはお好きな色を1色選べます。

講師：鎌田望美　対象：サロンでのジェル
ネイル未経験の方　持ち物：なし　
材料・教材費：500円（ジェルネイル材料費）
定員：各回1名

稲穂3-14-8
火曜日

ジェルネイル体験＆
簡単ネイルケア講座11

休 10:00～19:00営

So Nice 090-2693-0804

■9月17日（土）18:00～19:00
■9月21日（水）18:00～19:00
■10月2日（日）18:00～19:00

会場

ディスコ通いしていたあのころを思い
出して、小樽ステップを踊りませんか？
初めての方でも大丈夫。丁寧に少しず
つ説明しますよ。

講師：西村誠市、石原早苗　対象：大人のみ　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回5名

花園3-1-8 栄会館1F
火曜日

「セプテンバー」を踊ろう！12

休 18:00～24:00　土曜15:00～24:00営

エスティメート 0134-25-8525

■9月18日（日）14:00～15:00
■10月14日（金）14:00～15:00

会場

お好きなアロマオイルの中で足浴をし
ながらリラックスして、手と足のリンパ
の流れを良くするマッサージを楽しみ
ましょう！

講師：工一美千子　対象：大人のみ　持ち物：手と足の出せる服装
材料・教材費：なし　定員：各回4名

若松2-7-20
木曜日

足浴と自分で出来る
手と足のリンパマッサージ14

休 10:00～20:00営

アリスビューティーコンプレックス3F 080-4044-2408

■9月18日（日）10:00～11:00
■9月22日（木）10:00～11:00
■10月14日（金）17:30～18:30

会場

其々の柔軟性・姿勢・痛みの有無に
よって必要な日常的にできる運動を処
方します。健康維持のための体操も一
緒に行います。

講師：塚田由美子　対象：大人のみ
持ち物：動きやすい服装　材料・教材費：なし　定員：各回3名

花園4-6-12
火曜日～unique運動処方 laboratory～bami

運動習慣を身につけよう！15

休店舗名 10:00～18:00営

ヤマイシ石川源蔵商店 080-7947-0810

■9月20日（火）14:00～15:00
■9月27日（火）14:00～15:00
■10月4日（火）14:00～15:00

会場

ディズニー映画を日本語で視聴してか
ら、英語音声・英語字幕で視聴し、英語
のリスニングスキルアップ、英会話を楽
しむ、学ぶ技を共有します。

講師：石川敬規　対象：どなたでも（こども可）　持ち物：メモ道具、
カメラ、録音メモ等あればBest　材料・教材費：なし　定員：各回10名

稲穂4-4-1
火曜日

楽しく学ぼう英会話19

休 13:00～21:00営

手芸のぎんざ 0134-22-4141

■10月11日（火）10:30～11:30
■10月11日（火）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コース
ターを3枚作ります。

稲穂2-14-14
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）22

休 10:00～18:45（日曜日のみ10:30～18:30）営

東畳工業株式会社 0134-33-5555

■9月17日（土）14:00～15:00
■9月24日（土）14:00～15:00
■10月1日（土）14:00～15:00

会場

おしゃれな壁紙、床材、カーテン、琉球
畳、設備などのカタログをご自由にご
覧いただけます。ご来場の方にミニ畳
をプレゼント！

講師：山口真三子、畑野 由伎　対象：大人のみ　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回1組（3名まで）

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

入船1-11-12
日曜日、第2土曜日、祝日

リフォームってどんな？23

休 9:30～17:30営

ウィステリア小樽稲穂 0134-34-1722

■9月28日（水）14:30～15:30
■10月5日（水）14:30～15:30
■10月12日（水）14:30～15:30　

会場

沢山ある高齢者用施設の違いを簡単
に解説、その中でもサービス付き高齢
者向け住宅とはどんな所か、館内見学
を交えながらご紹介いたします。

講師：涌井靖美、小田切亜希子、青井良彰　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

稲穂1-4-2
なし

サービス付き高齢者向け住宅の
あれこれ24

休 9:30～17:00営

KOMACHIYA 0134-22-2107

■9月22日（木）15:00～16:00
■9月30日（金）15:00～16:00
■10月4日（火）15:00～16:00

会場

1000000000000000分の1メートル
よりも小さな粒！　仕掛けを作って宇
宙から降り注ぐ素粒子を観てみよう！

講師：森元祐介　対象：小学生以上　持ち物：なし　
材料・教材費：1,000円（実験道具代）　定員：各回3名

稲穂2-2-7
（株）北海道時事放声社

ドクターモリモトの
素粒子実験！25

店舗名 なし休 9:30～18:00営

（有）越後屋陶器店 090-6217-8360

■9月19日（月）10:00～11:00
■9月23日（金）13:00～14:00
■9月26日（月）10:00～11:00
■9月30日（金）13:00～14:00
■10月3日（月）10:00～11:00
■10月7日（金）13:00～14:00

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

花園4-4-1
日曜日

筆ペンで上手に文字を書く26

休 9:00～19:00営

EL FARO＜ハンドメイド雑貨店＞ 080-6387-7624

■9月20日（火）11:00～12:00
■9月28日（水）13:00～14:00
■10月6日（木）16:00～17:00

会場

窓辺に吊るすと、クリスタルガラスに日
光が当たり部屋中に虹ができます。風
水では陽の気を取り入れることでお部
屋の浄化にもなります。

講師：富井直子　対象：どなたでも（こども可）　持ち物：なし　
材料・教材費：500円（ガラスボール、テグス代）　定員：各回5名または3組（6名）

末広町5-1
水曜日

サンキャッチャーの
作り方講座27

休 10:00～18:00営

貴tattoy 080-9039-1870

■9月20日（火）10:00～12:30
■9月30日（金）10:00～12:30
■10月7日（金）10:00～12:30
■10月11日（火）10:00～12:30

会場

人気の網代編みでかわいいカゴを作
ります。手縫いで完成です♪

講師：寺田麻弓　対象：大人のみ　持ち物：裁縫道具（針、糸、まち針、ハサミなど）　
材料・教材費：2,500円（生地、テープ芯代）　定員：各回4名

住吉町8-18
日曜日、月曜日、水曜日、木曜日

網代編みで、
かわいいミニカゴ作り28

休 10:00～15:00営

おたる味噌工房花園店 0134-64-7062

■10月8日（土）10:00～11:00
■10月13日（木）14:00～15:00

会場

無添加みそと具材・天然出汁を混ぜて作
る即席みそ汁「みそ玉」。コロコロ丸めて
かわいいみそ玉を一緒に作りましょう！

講師：牛腸圭介　対象：大人のみ　持ち物：エプロン、ハンドタオル
材料・教材費：500円（みそ、具材、出汁代）　定員：各回4名

花園4-7-5
土曜日、日曜日、祝日

おいしい・かわいい
「みそ玉」作り31

休 9:00～17:00営

貴tattoy 080-9039-1870

■9月23日（金）13:00～15:30
■9月27日（火）13:00～15:30
■10月4日（火）13:00～15:30
■10月14日（金）13:00～15:30

会場

ルームシューズとして使えて、足の健康
にも良い人気のふっくら布草履。浴衣
リメイクで手作りしませんか♪

講師：寺田麻弓　対象：大人のみ　持ち物：裁縫道具（針、糸、まち針、ハサミなど）　
材料・教材費：2,500円（生地、PPロープ代）　定員：各回4名

住吉町8-18
日曜日、月曜日、水曜日、木曜日

履き心地も快適な、
布草履を作ろう！29

休 10:00～15:00営

たるころキッチンスタジオ090-7646-4641

■9月17日（土）11:30～12:30
■9月27日（火）13:30～14:30
■10月6日（木）13:30～14:30

会場

おたるの魚料理教室たるころの人気レ
シピ。誰でもおいしく作れる「いくら醤
油漬け」の調味料、分量のコツを伝授
します。

講師：宮部由里子　対象：大人のみ　持ち物：エプロン、三角巾、手拭きタオル　
材料・教材費：1,800円（いくら代（お持ち帰りいくら醤油漬け60g含む））　定員：各回5名

富岡1-26-4
日曜日、祝日

たるころ秘伝！
いくら醤油漬けの作り方30

休 11:00～15:00（予約のみ）営

野菜とおかしの店ふるさと 090-2813-5478

■9月19日（月）12:30～14:30
■9月26日（月）12:30～14:30
■10月3日（月）12:30～14:30
■10月10日（月）12:30～14:30

会場

植物性の食材のみで作るおかしは、身
体にも地球にもやさしい、そしてとても
おいしいんです。クッキーと簡単な
ケーキを焼きます！

講師：山田ともみ　対象：どなたでも（こども可）　持ち物：エプロン、
頭にかぶる物　材料・教材費：700円（材料代＋お茶代）　定員：各回6名

色内1-12-8三佳ビル２階
不定休

意外と簡単？
植物性のおかしを作ろう！32

休 11:00～15:00営

自家製粉手打ちそば なかや 0134-25-2511

■9月15日（木）10:00～11:00
■9月17日（土）10:00～11:00
■9月19日（月）10:00～11:00
■9月21日（水）10:00～11:00
■9月23日（金）10:00～11:00
■9月26日（月）10:00～11:00

会場

新規開店のそば店で、店主が挽いた上
質なそば粉を使い、おいしい団子を
作ってみませんか？団子にぴったりの
タレを用意してお待ちしております！

講師：赤塚一仁　対象：どなたでも（こども可）
持ち物：エプロン、頭にかぶる物
材料・教材費：300円（そば粉代）
定員：各回4名または2組（2名まで）

住ノ江1-4-16
日曜日

そばのプロと作る
「そば団子」！33

休 10:30～20:00営

サンモールFP事務所 0134-65-7752

■9月27日（火）13:00～14:00
■9月29日（木）13:00～14:00
■9月29日（木）18:30～19:30
■10月1日（土）11:00～12:00

会場

「お金のプロ」であるファイナンシャル
プランナーが、「資産形成で失敗しな
いためのコツ」を伝授します！（平日昼
の講座はシニアの方向けです）

講師：辰田光司　対象：大人のみ　持ち物：筆記用具
材料・教材費：なし　定員：各回4名

稲穂1-3-9
不定休

お金のプロが伝授！
一生役立つ資産形成講座17

休 10:00～20:00営

司法書士法人レラ・カンテ 0134-23-1467会場

不動産登記の専門家である司法書士
が相続のことを教えます。1回1組限定
なので個別の相談にもお答えします。
いつか来るその時に準備しましょう！

稲穂2-6-3太陽生命小樽ビル6階
土曜日、日曜日、祝日

司法書士に聞く！
相続手続！18

休 9:00～18:00営

小樽歴史館2F 0134-25-4060

■9月15日（木）19:00～20:00■9月15日（木）17:00～18:00
■9月27日（火）15:00～16:00
■10月1日（土）9:00～10:00
■10月5日（水）11:00～12:00
■10月7日（金）18:00～19:00

会場

小樽堺町通りの青年部で結成された
商店街アイドル「一方通行」の3人によ
る、面白トークで商店街の魅力を教え
てもらおう！

講師：商店街公認アイドル「一方通行」　対象：どなたでも（こども可）
持ち物：人を愛する心　材料・教材費：なし　定員：8名

講師：佐々木秀治　対象：大人のみ　
持ち物：申込時にお伝えします
材料・教材費：なし　定員：各回1組

堺町2-12 小樽出世前広場内
小樽堺町通り商店街

堺町商店街の魅力を
おもしろトークで伝えます20

店舗名 なし休 10:00～17:00営

ZIP レディース 0134-22-6729

■9月16日（金）18:00～19:00
■9月17日（土）18:00～19:00
■9月18日（日）18:00～19:00

会場

動画配信も含め、あなたにおすすめの
映画をご紹介します。きっとお気に入
りの作品が見つかるはず！事前にみた
いジャンルを教えて下さい。

稲穂2-15-11
不定休

あなたにおすすめの映画を
御紹介します！21

休 10:00～18:00営

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

メガネのサトウ・KOMACHIYA
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素粒子ってなんだろう？

絵本と環境雑貨ワオキツネザル 0134-61-6355会場 富岡2-3-12
日曜日、月曜日、土曜不定休

06

休 11:00～16:00営

せっけんとアルカリ剤で「洗う」を見直
し、楽ちんで快適、シンプルな生活をし
ませんか。あなたの「洗う」の疑問にお
こたえします！！

■10月5日（水）10:00～11:00
■10月13日（木）10:00～11:00

講師：ジンサトコ　対象：中学生以上　持ち物：なし
材料・教材費：500円（せっけんとアルカリ剤セット代）　定員：各回3～4名

せっけんとセスキで
快適生活始めましょう！


