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ま　な　ぶ

講座は3種類に分かれています。

受けたい講座のお店へ
「まちゼミ申込です」
と直接お電話下さい。
※会場が住所と違う場合もございます。

その場合は右下に　か　と記載してあります。
開催店MAPを見て会場場所をお確かめ下さい。

A B

講師／宇田川  頼子

石堂園茶舗  神明通り店
☎0242-26-0232

■住所／会津若松市栄町3-21
■受付時間／11:00～18:00
■定休日／元旦
■対象者／特になし
■定員／3名
■材料費／￥0
■持ち物／なし

ご家庭でお抹茶を点てて飲んでみませんか？
飲み方、ちょっとしたマナーもお答えします。

お抹茶を飲んでみませんか？1

2月11日（水） 14:00～15:00
2月21日（土）、3月4日（水） 11:00～12:00

講師／諏江　正義

㈱エヌエスシー
☎0242-22-6663

あなたも今話題のタブレットを使いこなしてみませんか？
基本操作から便利なアプリの使い方などを学びます。
（こちらで準備したスマホ・タブレットを使用致します）

初心者のためのスマホ・タブレット教室
アンドロイド編8

2月18日（水）10:30～12:00、13:30～15:00
2月27日（金）13:30～15:00

【会場は　】A

■住所／会津若松市神指町
　　　　黒川字湯川東218
■受付時間／10:00～18:00
■定休日／日曜日
■対象者／特になし
■定員／20名
■参加費／￥0
■持ち物／なし

参加賞あり

講師／武田  義幸

会津商工信用組合
☎0242-22-6565

■住所／会津若松市中央1-30
■受付時間／9:00～17:45
■定休日／土・日曜日、祝日
■対象者／特になし
■定員／5名
■材料費／￥0
■持ち物／筆記用具

国の創業補助金について、お知らせします。
（当組合は、24・25年補正予算で創業補助金の
採択件数が東北管内第2位です。）

起業・創業を応援します。16

2月18日（水）、2月25日（水）
各11:00～12:00

講師／福西 敦子

福西漆器店
☎0242-27-0845

■住所／会津若松市大町1-1-45
■受付時間／10:00～17:00
■定休日／なし
■対象者／特になし
■定員／3名
■材料費／なし
■持ち物／なし

普段の食卓をグレードアップしませんか？
会津塗を使ったテーブルコーディネイトの提案をします。

誰でも出来る
簡単テーブルコーディネイト24

2月21日（土） 14:00～14:40
2月24日（火） 11:00～11:40
3月6日（金） 16:00～16:40

講師／平野 みどり 他

ë豆や よーだcoffee
☎0242-23-9801

■住所／会津若松市幕内東町5-10
■受付時間／11:00～17:30
■定休日／不定休
■対象者／特になし
■定員／10名
■材料費／￥300
■材料費内容／珈琲（お菓子付）
■持ち物／なし

kono金澤式でいれる珈琲を味わってください。
珈琲豆についてもレクチャーいたします。

おいしい珈琲のお話4

2月25日（水）、3月11日（水）
各10:00～11:30

【会場は　】A

講師／長谷川、藤枝（裕）、藤枝（真）

元氣づくりステーション
☎0242-25-0150

■住所／会津若松市栄町2-12
■受付時間／10:00～17:00
■定休日／木曜日
■対象者／特になし
■定員／10名
■材料費／￥0
■持ち物／特になし

一人暮らしやご高齢者の方など大切なご家族を
365日・24時間お守り致します。

常に安心！見守りセンサー
通報システム講座12

3月1日（日）、3月8日（日）、3月15日（日）
各14:00～15:00

講師／佐原 加世子

会津木履庵
☎0242-27-1202

■住所／会津若松市大町1-1-51
■受付時間／9:00～17:00
■定休日／不定休
■対象者／主婦
■定員／2名
■材料費／¥500
■材料費内容／会津木綿巾着、糸、針
■持ち物／糸切ハサミ、指貫

無地の巾着に刺子をして、
自分だけの巾着をつくりませんか？

刺子の会津木綿巾着20

2月10日（火）、3月5日（木）  各10:00～12:00
2月22日（日） 13:30～15:30

講師／荒木、高橋

蕎麦屋「祥」、冷凍濁酒「會壱番」
☎0242-22-0130

■住所／会津若松市大町1-9-6
■受付時間／11:00～18:00
■定休日／日曜日、祝日
■対象者／アルコールを飲酒するので二十歳以上。
■定員／6～8名
■材料費／￥1,000
■材料費内容／濁酒、日本蕎麦
■持ち物／筆記用具

日本酒と日本蕎麦の歴史や甘口・辛口の違いを知る！

日本伝統文化、
日本蕎麦と濁酒5

2月19日（木）、2月26日（木）、3月5日（木）
各18:30～20:30

2店合同

※お帰り時の運転はおやめください。

講師／諏江　正義

㈱エヌエスシー
☎0242-22-6663

お子様にそろそろスマホを持たせようと思っている
保護者の皆さん。当講座ではスマホの危険性を学び
安全に使用させるためのノウハウを学びます。

子供より少しだけくわしくなる
スマホ安全教室10

3月11日（水）、3月14日（土）
各13:30～15:00

【会場は　】A

参加賞あり

■住所／会津若松市神指町
　　　　黒川字湯川東218
■受付時間／10:00～18:00
■定休日／日曜日
■対象者／特になし
■定員／20名
■参加費／￥0
■持ち物／なし

講師／堀金 光治

DOG HOUSE
☎0242-27-5858

■住所／会津若松市大町1-1-50
■受付時間／11:30～14:00、
　　　　　　17:00～25:00
■定休日／火曜日
■対象者／特になし
■定員／4名
■材料費／¥0
■持ち物／お気に入りのCD

こんな時にはこんな音楽を…お食事の時間、ランチ、
お茶会など、シーンにあった音楽を
提案していきたいです。

お酒と料理と音楽と…18

2月17日（火）、2月24日（火）、3月3日（火）
各13:00～14:00

講師／中村 光一

日栄堂時計店
☎0242-27-0892

■住所／会津若松市大町1-10-14
■受付時間／10:00～19:00
■定休日／水曜日
■対象者／特になし
■定員／2名
■材料費／￥0
■持ち物／あなたのお気入りの物

誰かにもらったり自分が大事にしている貴金属や
時計等、価値を考えてみたり、
リニューアル法を探ってみませんか？

あなたのお気入りを拝見26

3月5日（木） 15:00～16:00

講師／吉野  忠昭

会津商工信用組合
☎0242-22-6565

■住所／会津若松市中央1-30
■受付時間／9:00～17:45
■定休日／土・日曜日、祝日
■対象者／特になし
■定員／5名
■材料費／￥0
■持ち物／特になし

よく耳にする「介護」、でも知ってるようで知らない
介護制度や介護施設のあれこれを、ほんの少し、
お話したいと思います。

早いようでも
知っておきたい介護あれこれ14

3月12日（木）、3月13日（金）
各15:00～16:00

講師／長谷川 征治

伊勢屋製菓
☎0242-22-1652

■住所／会津若松市大町1-3-1
■受付時間／13:00～15:00
■定休日／水曜日
■対象者／特になし
■定員／4名
■材料費／なし
■持ち物／なし

創業二百年、老舗和菓子屋店主に
大町界隈のむかしの話や、
会津の和菓子の話など聞いてみませんか？

商店街の長老
72才和菓子屋店主の茶飲み話22

3月8日（日）、3月10日（火）
各13:00～13:50

講師／佐藤  恵美

石堂園茶舗  大町店
☎0242-22-0158

■住所／会津若松市大町1-8-11
■受付時間／10:00～17:00
■定休日／元旦
■対象者／特になし
■定員／4名
■材料費／￥0
■持ち物／なし

知っていそうで知らない日本茶の美味しいいれかたを
ご紹介します。ほうじ茶も作ってみましょう。

おいしい日本茶を
淹れましょう！2

2月17日（火）、3月14日（土） 14:00～15:00
2月24日（火） 11:00～12:00

講師／諏江　正義

㈱エヌエスシー
☎0242-22-6663

■住所／会津若松市神指町
　　　　黒川字湯川東218
■受付時間／10:00～18:00
■定休日／日曜日
■対象者／特になし
■定員／20名
■参加費／￥0
■持ち物／なし

あなたも今話題のタブレットを使いこなしてみませんか？
基本操作から便利なアプリの使い方などを学びます。
（こちらで準備したiPadを使用致します）

初心者のためのタブレット教室
iPad編9

2月25日（水） 13:30～15:00
3月14日（土） 10:30～12:00

【会場は　】A

参加賞あり

東邦銀行 会津一之町支店
☎0242-22-3510

■住所／会津若松市中央1-2-9 
■受付時間／9:00～15:00
■定休日／土・日曜日、祝日
■対象者／２０歳以上
■定員／10名
■材料費／￥0
■持ち物／特になし

銀行のキャッシュカード・クレジットカードのお得な
利用法についてわかりやすく解説します。

お得な
キャッシュカード利用法講座17

2月8日（日） 10:00～11:00

講師／湯浅 幸平

紀州屋1934 BUS CAFÉ
☎0242-85-6984

■住所／会津若松市大町1-1-57 1F
■受付時間／10:00～17:00
■定休日／火曜日
■対象者／特になし
■定員／6名
■材料費／￥500
■材料内容／部品代
■持ち物／なし

ご自分の名前や漢字の由来を学び、その文字を古代文字にして、
あなただけのアクセサリーをつくりませんか？（ストラップorペンダント）

刻字で
アクセサリーを作ろう！25

2月8日（日）、2月21日（土）
2月22日（日）、3月8日（日）
各10:30～15:30（時間内の自由参加）

講師／小山、猪瀬

元氣づくりステーション
☎0242-25-0150

■住所／会津若松市栄町2-12
■受付時間／10:00～17:00
■定休日／木曜日
■対象者／特になし
■定員／10名
■材料費／￥0
■持ち物／特になし

エンディングノートを活用して、これからの生活プランを
作成することで、これまでの生活を振り返るとともに、
今後の人生を有意義にすごそう！

これで安心！自分の
生活プランを作成しよう13

2月8日（日）、2月15日（日）、2月22日（日）
各14:00～15:00

講師／原薗　清實

ホワイト急便 大町本店
☎0242-27-1219

■住所／会津若松市大町1-1-1
■受付時間／平日 8:00～19:00
　　　　日・祝日 10:00～19:00
■定休日／お盆、年末年始
■対象者／主婦
■定員／5～10名
■材料費／なし
■持ち物／なし

・きれいに洗える、家庭洗濯の知識　・汚れとシミの違い
・水洗いとドライの違いを実験により説明
・衣類の事故はどこで起きるの？

家庭洗濯と商業洗濯の違い
Q＆A講座21

3月4日（水）、3月11日（水）、3月14日（土）
各13:30～14:30

講師／佐原 功一

紀州園
☎0242-28-0214

■住所／会津若松市大町1-1-55
■受付時間／10:00～18:00
■定休日／水曜日、第3日曜日
■対象者／特になし
■定員／4名
■材料費／￥0
■持ち物／なし

日本茶のすべてを体験いただけます。煎茶（品種別）、
ほうじ茶、芽茶、くき茶、抹茶など健康に良い飲み方も
お伝え致します。お気軽にどうぞ。

いろいろな日本茶の
楽しみ方と日本茶講座3

2月15日（日）、3月8日（日） 11:00～12:00
2月21日（土）、3月7日（土） 14:00～15:00

講師／高橋  好子

タカハシブラザー
☎0242-27-1341

■住所／会津若松市中町4-38
■受付時間／10:00～18:00
■定休日／不定休
■対象者／ご年齢は30代～
■定員／5名
■材料費／￥1,200
■材料費内容／糸代
■持ち物／針棒10号を2本

かわり糸を使って簡単に編めるマフラーです。
棒針10号使用。（ご持参ください。）
店でも販売しています。

かわり糸で春のマフラーを
編んでみませんか？11

2月8日（日）、2月22日（日）、3月8日（日）
各15:00～17:00

講師／満山 順一

大町個別教室
☎090-6686-3015

■住所／会津若松市大町1-3-51
■受付時間／10:00～22:00
■定休日／不定休
■対象者／小学生、中学生とその保護者
　（お子さんだけ、保護者だけでも可）
■定員／2名または2組
■材料費／¥0
■持ち物／筆記用具

100ます計算や、新聞書写しなど家庭で
手軽に取り組める脳トレーニングを体験して頂きます。
受験生には作文、小論文の実践講座もあります。

簡単脳トレーニング＆
受験直前作文講座19

2月8日（日）18:00～19:00、2月11日（水）17:30～18:30
2月14日（土）、2月15日（日）10:00～11:00

講師／マギー 市郎

会津商工信用組合
☎0242-22-6565

■住所／会津若松市中央1-30
■受付時間／9:00～17:45
■定休日／土・日曜日、祝日
■対象者／特になし
■定員／特になし
■材料費／￥0
■持ち物／特になし

携帯料金の滞納等により借入又はクレジット契約が
出来ない等の個人情報の話と、その話を子供さんが
興味深く聞いてもらう為の家庭マジックを紹介。

「主婦の家庭マジック」と
「個人情報」15

3月4日（水） 10:30～11:30
3月5日（木） 14:00～15:00
3月6日（金） 14:30～15:30

講師／櫻木 直樹

和・洋食器の店　創作陶器 すゞ信
☎0242-29-5577

■住所／会津若松市大町1-10-16
■受付時間／10:00～18:30
■定休日／なし
■対象者／特になし
■定員／4名
■材料費／なし
■持ち物／なし

器に興味はあるけれど知らないことばかり。
そんな方向けに、器の見方・選び方をわかりやすくお話しします。

初心者の為の
器の見方・選び方23

3月6日（金） 11:00～12:00
3月7日（土） 14:00～15:00
3月12日（木） 11:00～12:00

講師／神成　達也

メガネのアイワ
☎0242-27-1440

■住所／会津若松市栄町3-23
■受付時間／10:00～18:00
■定休日／水曜日
■対象者／特になし
■定員／1組（2名～3名）
■材料費／￥0
■持ち物／コンタクトレンズが
　あれば付けてきて下さい。

メガネを選ぶとき、テーマを決めていますか？
自分のテーマを基に店内でフレームを試着して、選び方を
学びます。意外なメガネと出会えるかも！？

テーマに合った
メガネ選び27

2月13日（金）、2月28日（土）、3月8日（日）
各14:00～15:00

講師／五十嵐　新典

山新商店
☎0242-28-1415

■住所／会津若松市中町4-13
■受付時間／10:00～17:00
■定休日／日曜日
■対象者／特になし
■定員／4名
■材料費／￥0
■持ち物／なし

缶詰三昧（ざんまい）。いろいろな種類の缶詰を取り上げ、
美味しい食べ方を考える。当店は代々多品種の缶詰を
販売して来ました。今回は魚缶詰の巻。

缶詰三昧（ざんまい）
魚缶詰の巻6

2月17日（火）、3月3日（火）
各11:00～12:00

講師／羽金　與八

羽金合名会社
☎0242-85-8444

■住所／会津若松市大町2-8-18
■受付時間／10:00～17:00
■定休日／土・日曜日、祝日
■対象者／特になし
■定員／10名
■材料費／￥0
■持ち物／なし

皆さんが毎日食べている豆からできている納豆や豆腐、
そしてお味噌。お味噌の味比べをしながら、
味噌のパワーについてお話します。

味噌のはなし7

2月27日（金）、3月9日（月）
各10:30～12:00

【会場は　】A

講師／畑　晃子

なごみの館 大善屋
☎0242-27-0404

■住所／会津若松市大町1-1-53
■受付時間／10:00～19:00
■定休日／水曜日
■対象者／中学生以上
■定員／5名
■材料費／￥0
■持ち物／なし

着物を着たいと思っても、わからない事ばかり…
と言う初心者に着物の種類、TPO、必要な用具など、
着るための前準備をわかりやすく伝授します。

知ってて役立つ
キモノあれコレ（ビフォア編）28

2月21日（土）　10:30～12:00
2月26日（木）　18:30～20:00
3月7日（土）　13:00～14:30

講師／畑　恒夫

なごみの館 大善屋
☎0242-27-0404

■住所／会津若松市大町1-1-53
■受付時間／10:00～19:00
■定休日／水曜日
■対象者／中学生以上
■定員／5名
■材料費／￥0
■持ち物／なし

着物を着たら着崩れ、汚れは当たり前。けれど処置・
処理の仕方がわかれば大丈夫！畳み方からアフター
お手入れ、保管方法などわかりやすく教えます。

知ってて役立つ
キモノあれコレ（アフター編）29

2月9日（月）、3月7日（土） 各10:30～12:00
2月21日（土）　13:00～14:30

講師／畑　晃子

なごみの館 大善屋
☎0242-27-0404

■住所／会津若松市大町1-1-53
■受付時間／10:00～19:00
■定休日／水曜日
■対象者／中学生以上
■定員／2名または2組
■材料費／￥0
■持ち物／お手持ちの着物、帯、小物類

お母さんのきもの、ゆずられたきもの。
着てみたいけど、どう組み合わせらいいの？
サイズは合ってる？疑問難問、困り事にお応えします。

いただ“きもの”
コーディネイトレッスン30

2月8日（日）、2月9日（月）、
2月28日（土）、3月8日（日）
各13:30～19:00間（時間内予約可 約90分間）

講師／畑　恒夫

なごみの館 大善屋
☎0242-27-0404

■住所／会津若松市大町1-1-53
■受付時間／10:00～19:00
■定休日／水曜日
■対象者／中学生以上
■定員／5名
■材料費／￥0
■持ち物／筆記用具

絹は高級衣類の素材。いえいえ、その特性を生かし
様々な分野で大活躍。知ってて役立つ絹の事を
クイズ形式も交えて伝授。絹の活用してみませんか。

きもの屋さんの絹物語31

2月26日（木）　13:00～14:30
2月28日（土）、3月8日（日）　各10:30～12:00

講師／五十嵐　康善

五十嵐薬局
☎0242-27-1020

■住所／会津若松市中町1-8
■受付時間／10:00～16:30
■定休日／土・日曜日、祝日
■対象者／特になし
■定員／3名
■材料費／￥0
■持ち物／なし

漢方薬って何となくむずかしそうだけど、
そんなことはないよ。知っておくと、とても便利ですよ。
このチャンスを利用しましょう。

漢方ってなーに？32

2月24日（火）　14:00～15:00

講師／小澤　徹二

小澤蝋燭店
☎0242-27-0652

■住所／会津若松市西栄町6-27
■受付時間／10:00～17:00
　（※3月1日より受付開始）
■定休日／不定休
■対象者／特になし
■定員／4名
■材料費／￥0
■持ち物／なし

和ろうそくの炎を見つめていると心が落ち着いてきます。
忙しい日々、ちょっと立ち止まって過ぎし日を
一緒に振り返ってみませんか？

知っているようで知らない
会津の伝統と技33

3月7日（土）　11:00～12:00

講師／大須賀 睦美

オースカ
☎0120-27-0887

■住所／会津若松市中町2-87
■受付時間／10:00～19:00
■定休日／水曜日
■対象者／なし
■定員／2名の2組
■材料費／¥0
■持ち物／お手持ちのパールを
　　　　　お持ち頂いても結構です。

気を使うブラックフォーマル。
お問い合わせの多い内容です。
突然でもあわてない為に！

お葬式で恥をかかない
パールの着け方34

2月15日（日）、2月16日（月）
各13:00～14:00

講師／荒川 路子

和風れすとらん くいしん坊
☎0242-26-8239

■住所／会津若松市中町4-31
■受付時間／10:00～20:00
■定休日／不定休
■対象者／小学生以上
■定員／20名
■材料費／￥1,000
■材料費内容／メタル折紙代
■持ち物／なし

ペアーで作ればお雛様になる、
鶴のお福わけと祝鶴を作ります。
作りたいと思う人は誰でもOK！楽しく作りましょう！

和紙やメタル折紙を
使って折紙遊び35

2月10日（火）、2月14日（土）
3月14日（土） 各10:00～11:30

講師／星野 悠光

ワタナベ花店
☎0242-27-0878

■住所／会津若松市栄町2-21
■受付時間／9:00～18:00
■定休日／元旦
■対象者／なし
■定員／各5名
■材料費／￥0
■持ち物／なし

初めての方大歓迎！生け花の基本が体験できます。
気軽にご参加下さい。

小原流 生け花体験教室36

2月13日（金）、2月20日（金）
2月27日（金）、3月6日（金）、3月13（金）
各10:00～12:00

講師／目黒 昭子

写真とカメラ サイトウ
☎0242-24-0567

■住所／会津若松市栄町6-15
■受付時間／9:00～18:00
■定休日／元旦
■対象者／なし
■定員／5名
■材料費／￥100
■材料費内容／台紙、テープなど
■持ち物／切っても良いL判サイズ写真を3～4枚

写真をプレゼントするのに、マスキングテープなどを
使って装飾をして、ひと味違った贈り物としての
仕上げ方をお教えします。

写真を贈り物にするには37

2月18日（水）、2月25日（水）
各10:00～11:30

高校生通学カバン各種取扱店

カバン専門店

だるまや

会津若松市大町 1-1-47
TEL0242-27-1023 ／ FAX0242-27-1122

高校生通学カバン各種取扱店高校生通学カバン各種取扱店高校生通学カバン各種取扱店高校生通学カバン各種取扱店高校生通学カバン各種取扱店高校生通学カバン各種取扱店高校生通学カバン各種取扱店高校生通学カバン各種取扱店高校生通学カバン各種取扱店高校生通学カバン各種取扱店高校生通学カバン各種取扱店高校生通学カバン各種取扱店
吉田カバンも取扱っております

株式会社まちづくり会津は
笑顔があるまち元気なまちづくり
中心市街地の活性化をめざし、
まちづくりを推進します。

コミュニティ結では各種イベント・講座開催中です！

コミュニティ結（会津稽古堂向かい）
TEL/FAX0242(85)8444

情報発信中！


