
Craft Liquor Bar SHARAKU 0134-24-1155

■9月26日（日）14:30～15:30
■10月9日（土）14:30～15:30

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。

稲穂3-11-3 小樽中央市場3号棟1F
12:00～24:00不定休

クラフトビール飲み比べ01

営休

地酒専門店酒商たかの

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

稲穂1-1-6
12:00～22:00なし

おいしく楽しい
お酒の飲み方教えます03

営休

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

コーヒーロースト小樽 0134-64-6837

■9月15日（水）9:00～10:00
■9月22日（水）13:00～14:00
■10月6日（水）18:00～19:00

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？

桜2-38-24
10:00～18:30不定休

コーヒーの美味しい淹れ方、
焙煎士が教えます02

営休

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

SALON de BEAUTE SEKI 0134-32-7913

■9月21日（火）10:30～11:30
■9月28日（火）10:30～11:30
■10月6日（水）10:30～11:30

会場

リンパマッサージのプロが1分でできる体操を教えます。さら
に肩こり、腰痛、冷え、むくみ等の一人一人のお悩み解消法も
アドバイス。

入船1-10-15
9:00～17:00火曜日、水曜日

おうちでできる
1分簡単健康体操04

営休

講師：寺田 麻弓　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

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

毎日のシャンプーで、簡単ヘッドマッサージでリフトアップ
できる講座です。

稲穂2-13-7 2F
10:00～17:00日曜日、第2・第4月曜日

簡単リフトアップヘッドスパ！！05

営休

講師：江上 貴子　対象：女性　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回2～3名

アリスビューティーコンプレックス内 080-4044-2408

■9月17日（金）13:30～14:30
■9月27日（月）13:30～14:30
■10月4日（月）13:30～14:30
■10月8日（金）13:30～14:30
■10月15日（金）13:30～14:30

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。

花園4-6-12
10:00～18:00火曜日～unique運動処方 laboratory～bami

運動習慣を身につけよう！06

営休店舗名

講師：塚田 由美子　対象：興味のある大人の方
持ち物：動きやすい服装　材料・教材費：なし　定員：各回3名

KOMACHIYA 0134-23-3014

■9月21日（火）11:00～12:00
■9月30日（木）13:00～14:00
■10月4日（月）14:00～15:00
■10月8日（金）15:00～16:00
■10月15日（金）16:00～17:00

会場

コロナ禍でストレスのたまった肌にピッタリのスキンケア、マスク
をしていても若々しくキレイに見えるメイクをアドバイスします。

稲穂2-2-7
10:00～19:00日曜日

マスクの下のスキンケア、
マスクの上のメイク07

営休

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3名または2組

アリス ビューティー コンプレックス 0134-32-0983

■9月15日（水）18:30～19:30
■9月17日（金）18:30～19:30
■9月27日（月）18:30～19:30

会場

ヘアゴムのみでもランクアップできちゃうデイリーセットのコ
ツや、プチプラコスメの上手な使い方をお教えします。毎日の
キレイを叶えましょう！

花園4-6-12
10:00～18:00火曜日

手持ちのグッズで+α
デイリーヘアメイク08

営休

講師：横井 彩美　対象：女性　持ち物：普段お使いの化粧品
材料・教材費：なし　定員：各回2名または2組

ディッセンバー3 小樽本店 0134-22-9973

■9月17日（金）11:00～12:00
■10月1日（金）11:00～12:00
■10月15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します。

稲穂2-14-1
10:00～19:00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09

営休

講師：鈴木 謙吾　対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回6名

hair laboratory Mellow 0134-64-5533

■9月30日（木）11:00～12:00
■10月7日（木）11:00～12:00
■10月14日（木）11:00～12:00

会場

初心者向け、セルフネイルケアのご紹介です。ピカピカの爪
で、気分を上げていきましょう！！ 

稲穂3-14-8
10:00～19:00火曜日

カンタン！キレイ！
セルフネイルケア10

営休

講師：鎌田 望美　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2組

vol.04
お店の人が教えてくれる する街の ゼミナール得

2021年 2021年
※9月10日（金）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水 金

月10 日15 月9 日10金

お申込みの手順 お申込みは各店へ

選　ぶ

チラシの内容を
よく見てお選び
下さい。

申込む

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。

受付開始
910（金）/

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。

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。
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当日

　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?

まちゼミHP facebook

※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。

受講料無料!!
プレゼント!!

オタルンカード

50pt
受講者
全員に

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!!

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。
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。

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）

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3名

0134-34-1100

■9月16日（木）11:00～12:00
■9月23日（木）13:00～14:00
■9月23日（木）17:30～18:30
■9月29日（水）15:00～16:00
■10月3日（日）10:00～11:00
■10月15日（金）12:00～13:00

※材料・教材費は講座当日に各店でお支払いください。

まちゼミ開催!こ
の
ス
テ
ッ
カ
ー
が

目
印
で
す
。

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  （稲穂大通商店街　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） 有効期限2021.11.15

引換店

50 ポイント引換券
50 ポイント引換券 5,000円お買い上げ相当分!!

親子
O K



So Nice 090-2693-0804

■9月18日（土）11:00～12:00
■10月3日（日）11:00～12:00
■10月3日（日）13:00～14:00

会場

どこにでもあるタオルや手ぬぐいを使って、体を気持ち良くほ
ぐしましょう。重力を感じられる体の気づきも体験できます。

花園3-1-8 栄会館1F （土・日の午後のみ対応）
9:00～17:00（土・日・月、予約のみ）火曜日

自宅でできる
タオルを使った体ほぐし11

営休

講師：石原 早苗
対象：どなたでも（こども可）
持ち物：手ぬぐい（タオルでも可）、シューズの必要なし、動きやすい服装で
材料・教材費：なし　定員：各回1～3名または1組

小樽歴史館 2F 090-3392-4813

■9月27日（月）10:30～11:30
■9月28日（火）10:30～11:30
■9月29日（水）10:30～11:30

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！

堺町2-12出世前広場内

堺町商店街の魅力を
おもしろトークで伝えます12

10:00～17:00なし 営休

講師：商店街アイドル一方通行　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：各回7名

ZIP レディース0134-22-6729

■9月18日（土）18:00～18:30
■9月24日（金）18:00～18:30
■9月26日（日）18:00～18:30

会場

あなただけにおすすめの映画を選んでご紹介します。動画配
信やレンタルで見られる作品から希望のジャンルの作品を
ピックアップ！

稲穂2-15-11
10:00～18:00不定休

あなたにおすすめの映画を
紹介します！13

営休

講師：鈴木 創　対象：大人のみ　持ち物：なし
材料・教材費：なし　定員：各回3名

手芸のぎんざ0134-22-4141

■9月25日（土）10:30～11:30
■9月25日（土）13:30～14:30
■10月9日（土）10:30～11:30
■10月9日（土）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
10:00～18:45（日曜日のみ10:30～18:30）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14

営休

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

東畳工業株式会社 0134-33-5555

■9月18日（土）14:00～15:00
■9月25日（土）14:00～15:00
■10月2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！

入船1-11-12
9:30～17:30日曜日、祝日

リフォームってどんな？15

営休

講師：山口 真三子、畑野由伎　対象：どなたでも
持ち物：なし　材料・教材費：なし　定員：各回1組

ウィステリア小樽稲穂 0134-34-1722

■10月6日（水）14:00～15:00
■10月9日（土）14:00～15:00
■10月13日（水）14:00～15:00

会場

サービス付き高齢者向け住宅の選び方から生活、介護など
様々なポイントについてお話しします。実際のお部屋の見学
ツアーも行います。

稲穂1-4-2
9:00～17:00なし

サービス付き高齢者向け住宅の
あれこれ16

営休

講師：三浦 豪　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

メガネのサトウ 0134-34-3434

■9月18日（土）14:00～15:00
■9月24日（金）11:30～12:30
■9月29日（水）11:30～12:30
■10月5日（火）11:30～12:30
■10月13日（水）11:30～12:30

会場

案外知らない眼鏡の正しい洗い方と長持ちのコツ。そして「ひ
と口どうぞ」で40年、おいしい煎茶のいれ方もお教えします。
お菓子のお土産付きです！

花園3-25-13
11:00～17:00日曜日

キレイ！眼鏡の正しいケアと
オイシイ！お茶のいれ方17

営休

講師：渡辺 知佳、佐藤秀子　対象：どなたでも（こども可）　持ち物：なし
材料・教材費：300円（お茶・お菓子代）　定員：各回2名または1組

小町屋化粧品店内 0134-22-2107

■9月15日（水）15:00～16:00
■9月28日（火）15:00～16:00
■10月14日（木）15:00～16:00

会場

素粒子ってなに？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！

稲穂2-2-7
9:00～18:00なし

ドクターモリモトの
素粒子実験！18

営休

講師：森元 祐介　対象：小学生以上　持ち物：なし
材料・教材費：800円（実験道具代）　定員：各回3名

（有）利尻屋みのや 0134-25-4060

■9月15日（水）10:30～12:00
■9月16日（木）10:30～12:00
■9月17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。

堺町1-20
10:00～17:00なし

早速作りたくなる！
時短ヘルシー昆布料理20

営休

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：100円（昆布代）　定員：各回6名

Jun Style 050-5472-6268

■9月16日（木）18:00～19:00
■9月23日（木）11:00～12:00
■9月28日（火）16:00～17:00
■10月2日（土）11:00～12:00
■10月4日（月）18:00～19:00
■10月6日（水）18:00～19:00

会場

つらいマスク生活の中でもおしゃれを楽しみましょう！素敵
なマスクチャームで気分もUPです♪

稲穂3-4-16
10:00～16:00第1・第3日曜日、金・土曜日

おしゃれな
マスクチャームを作ろう！22

営休

講師：丸山 純恵　対象：女性・大人のみ　持ち物：マスク
材料・教材費：300円（ビーズ代）　定員：各回3名または2組

（株）おたる政寿司 0134-23-0011

■9月20日（月）10:00～11:00
■9月27日（月）10:00～11:00
■10月4日（月）10:00～11:00
■10月11日（月）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？

花園1-1-1
11:00～21:00水曜日

プロが教える
太巻の上手な巻き方21

営休

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（食材代）　定員：各回5名

よろず工房 090-2876-9177

■9月15日（水）10:00～11:00
■9月18日（土）13:00～14:00
■9月20日（月）10:00～11:00

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。

真栄1-6-5
10:00～16:00土曜日、日曜日

ふんわりタオル帽子、
まごころ届け24

営休

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

おたからや 都通り店 050-1377-5279

■9月15日（水）10:00～12:00
■9月25日（土）13:00～15:00
■10月1日（金）10:00～12:00
■10月9日（土）13:00～15:00
■10月15日（金）10:00～12:00

会場

子ども達に笑顔を贈りませんか？小児科または小児がんの子
どもたちに、おもちゃや帽子などを手作りし寄付したいと考え
ています。ぜひお越しを♪

稲穂2-13-10
10:00～16:00木曜日

★その一針に想いを込めて…★23

営休

講師：中田 千草　対象：成人で裁縫が好きな方　持ち物：裁縫道具（針、糸、まち針など）、裁縫用ハサミ
材料・教材費：なし（フェルトや生地など用意しています）　定員：各回2～3名または1～2組

手芸のぎんざ0134-22-4141

■9月22日（水）10:30～12:30
■10月13日（水）10:30～12:30

会場

小銭やアクセサリーを入れるのにぴったりな小さながま口を
編んで作ってみませんか。ご旅行やお風呂に行く時に便利で
す。プレゼントにも。

稲穂2-14-14
10:00～18:45（日曜日のみ10:30～18:30）第2日曜日

かぎ針で
ミニがま口を作ろう！25

営休

講師：石川 可愛　対象：どなたでも
持ち物：お持ちであればかぎ針4/0号か5/0号（レンタル有）
材料・教材費：1,000円（糸・口金代）　定員：各回7名

手芸のぎんざ0134-22-4141

■9月29日（水）10:30～12:00
■9月29日（水）13:00～14:30
■10月6日（水）10:30～12:00
■10月6日（水）13:00～14:30

会場

布の織目を数えながら刺していく、簡単な刺しゅうです。今流
行のこぎん刺しでおしゃれなブローチが簡単にお作りいただ
けますよ。

稲穂2-14-14
10:00～18:45（日曜日のみ10:30～18:30）第2日曜日

こぎん刺しのブローチ26

営休

講師：渋谷 輝美　対象：どなたでも　持ち物：はさみ（布用、糸用）
材料・教材費：500円（糸・生地代）　定員：各回4名

東畳工業株式会社 0134-33-5555

■9月15日（水）14:00～15:00
■9月29日（水）14:00～15:00
■10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いたします。お部屋に和を取り入れてみ
ませんか？

入船1-11-12
9:30～17:30日曜日、祝日

和をインテリアに！
畳職人と作るミニ畳講座28

営休

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2名

手芸のぎんざ0134-22-4141

■9月29日（水）10:30～12:00
■9月29日（水）13:00～14:30
■10月6日（水）10:30～12:00
■10月6日（水）13:00～14:30

会場

人気の手芸、紙バンドでコロンと丸い形のかごを作ります。
カラフルで手の平サイズ。90分～2時間で完成予定です。

稲穂2-14-14
10:00～18:45（日曜日のみ10:30～18:30）第2日曜日

紙バンドで作る
ゴッドアイの丸かご27

営休

講師：三ツ野 美穂　対象：大人のみ　持ち物：なし
材料・教材費：1,100円（丸かご1キット代）　定員：各回4名

片桐仏壇店 0134-23-1309

■9月18日（土）11:00～12:00
■9月21日（火）11:00～12:00
■9月25日（土）11:00～12:00

会場

小樽は長い歴史がある仏壇の産地です。伝統ある和の金箔
工芸を当社の職人がていねいに教えます。一緒に純金箔のお
箸づくりにチャレンジしましょう。

入船4-5-3
11:00～17:30（土曜日は10:00～15:00）日曜日、祝日

金箔工芸を体験30

営休

講師：片桐尉晶、山田裕之、浅井貴文
対象：どなたでも　持ち物：なし
材料・教材費：1,500円（箸・金箔代）　定員：各回6名

松田印判店 0134-22-8767

■9月18日（土）14:00～15:00
■9月24日（金）14:00～15:00
■9月28日（火）18:00～19:00
■10月4日（月）14:00～15:00
■10月10日（日）10:00～11:00
■10月15日（金）14:00～15:00

会場

自分の名前を篆書で書いて、石に彫る「篆刻」をします。彫ったはんこ
は手紙や書道作品に押して大活躍。みんなで楽しく篆刻しましょう。

稲穂3-16-16
9:00～18:00日曜日

みんなで篆刻
て ん

ひとはり

29

営休

講師：松田 和久、松田有未　対象：どなたでも（子ども可）　持ち物：なし
材料・教材費：300円（印材・印袋代）　定員：各回3名または1組

（有）越後屋陶器店0134-33-1633

■9月28日（火）10:00～11:00
■9月30日（木）15:00～16:00
■10月5日（火）10:00～11:00
■10月7日（木）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。

花園4-4-1
9:00～19:00日曜日

筆ペンで上手に文字を書く19

営休

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

……営業時間……定休日休 営 たべる まなぶ 健康・きれい つくる

※上記以外の日程も応相談

※上記以外の日程も応相談

小樽堺町通り商店街店舗名

（株）北海道時事放声社店舗名
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