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毎日元気にすごす
コツを伝授

新しい発見に
出会える

オリジナル作品を
作ってみよう

プロの調理法が
学べます

けんこう まなぶ つくる たべる

第14回 茅野まちゼミ 2019春

6月1日　 ～6月30日土 日

講座は
4種類

主催／茅野商工会議所

後援／茅野市

開催
期間

ブログ＆Facebook発信中！
http://www.chinocci.or.jp/machizemi/
茅野まちゼミ

お申し込みの前にご確認ください

お店の人が講師になって、
プロならではの専門的な知
識や情報、コツを教えても
らえるユニークなゼミです。

まちゼミって？

県外・市外の方も

　 大歓迎！

・材料費は原則として講座当日に会場で徴収いたします。（税込）

・お申し込み後にキャンセルされた場合、材料費を頂戴することが

ございますのでご承知おきください。

・やむを得ずキャンセルをする場合は、キャンセル待ちをしている

お客様もおりますので、お早めにご連絡をお願いいたします。

受講料について

・定員になり次第、募集を締め切らせていただきます。

・お申し込みは、各店の受付時間内にお願いいたします。

・お申し込み初日は電話回線の混雑が予想されます。ご了承ください。

・受講対象者が限定されている講座もありますのでご注意ください。

・各講座とも申し込みの際には、受講時の持ち物をご確認ください。

・小学生以下のお子様は、保護者同伴でのご参加をお願いいたします。

・講座中に発生した事故等につきましては、主催者側は一切責任を負いません。

お申し込みについて

参加方法
受けたい講座のお店へ
直接お電話にてお申し込みください。

お子様も一緒に楽しめます
小学生以下のお子様は、
保護者同伴でご参加ください。

受講料 無料
講座の内容によっては材料費が
かかりますので、ご確認ください。

連絡はお早めに
準備がありますのでキャンセルの
方は速やかに連絡してください。

受付開始 

5月20日
月

まちのゼミナール



パソコンやスマホで肩
だけ凝っていると思わ
れがちですが、実は顔
や頭も疲れています。
経絡の滞りをほぐし小
顔効果！脳の活性化！
で素敵健康生活♪♪

●講師 :竹村 真琴　●定員 :各回1名

●材料費 :500円（オイル、資料代）

●健康チェックをしますので、足首を出せる服装でお願いします

茅野市ちの3502-1  ベルビア2階

090-5757-2139
【受付】13:30〜19:00  【定休日】木曜日

TEL

1 『小顔ヘッド』
経らくほぐしで素敵脳活！！

経らく琴  J.ぽっぷ教室

6/　9（日） 10:15〜11:15・11:30〜12:30
6/　9（日） 13:30〜14:30・14:45〜15:45
6/　9（日） 16:00〜17:00・17:15〜18:15
6/17（月） 16:00〜17:00・17:15〜18:15

カイロプラクティック
って何？整体やマッサ
ージと何がちがうの？
予防の為にも有効な
カイロプラクティック
を分かりやすく教えま
す。

●講師 :田子 貴士

●定員 :各回4名

●材料費 :500円（資料代）

茅野市玉川1746-1

0266-79-5820
【受付】10:30〜20:00  【定休日】不定休

TEL

2 予防のための
カイロプラクティック

のぞみ施術院

6/24（月）〜6/30（日）

10:30〜20:00  応相談（1 時間程度）

自分の身体の歪みを
確認し、一人でできる
体操を紹介します。バ
ランス良く動かすこと
で姿勢を整え、冷えや
むくみも解消されます。

●講師 :田子 貴士

●定員 :各回2名　●材料費 :500円（資料代）

●持ち物 :飲み物、フェイスタオル、動きやすい服装

茅野市玉川1746-1

0266-79-5820
【受付】10:30〜20:00  【定休日】不定休

TEL

3 骨盤体操で
目指せ「健康長寿」

のぞみ施術院

6/17（月）〜6/23（日）

10:30〜20:00  応相談（1 時間程度）

スポーツトレーナーに
よるストレッチです。身
体を動かしながら筋
肉・関節を温めてケ
ガの予防やパフォーマ
ンスアップを目的に行
います。

●講師 :藤森 香百合・水谷一直

●定員 :各回8名または4組　●学生・親子もOK

●持ち物 :スポーツタオル（長め）

茅野市ちの2615-1A

0266-55-6210
【受付】11:00〜19:00  【定休日】日曜日

6/9（日） 10:00〜11:00

6/9（日） 14:00〜15:00

TEL

4 運動パフォーマンスアップ＆
ケガ予防の動的ストレッチ

はりきゅう  ふじもり治療院
夏間近！バランスボー
ルを使って、皆で楽し
くウエスト、ヒップ周り
をシェイプアップしま
しょう！
※筋肉量、体脂肪率等
測定有

●講師 :鈴木 稔幸　●定員 :各回10名

●材料費 :500円（スムージー代）

●持ち物 :運動のできる服装、シューズ

茅野市ちの3550-10

0266-72-5000
【受付】10:00〜22:00　【定休日】日曜日

6/　7（金）10:00〜11:00　6/14（金）10:00〜11:00

6/21（金）10:00〜11:00　6/28（金）10:00〜11:00

TEL

5 夏間近！ バランスボールで
シェイプアップ！

FITNESS GYM the BIRTH & Hot Yoga Studio days
敷布団と枕が体に合
わなくて出てくる腰痛
の、予防策と改善方法
について、体験してい
ただき、腰痛とさよな
らをしましょう。

●講師 :向山 平和

●定員 :各回4名

茅野市本町東12-15

090-1210-0115
【受付】10:00〜20:00  【定休日】日曜日

6/3（月）〜6/8（土）
10:00〜11:30
 都合の良い日を選んでください

TEL

6 朝起きた時一番腰が痛いの
は、寝具が原因です！

向山寝具店

ご自分に合う枕の高さ
を体験していただき
「気持ちいい～！」「楽
～！」「眠ってしまいそ
う～！」と感じられるマ
イ枕に調整します。

●講師 :向山 平和

●定員 :各回4名

●持ち物 :バスタオル2枚、タオル2〜3枚

茅野市本町東12-15

090-1210-0115
【受付】10:00〜20:00  【定休日】日曜日

6/17（月）〜6/22（土）
10:00〜11:30
 都合の良い日を選んでください

TEL

7 慢性頭痛も不眠も改善！
簡単マイ枕の作り方

向山寝具店
体温１℃上昇で、１.５
倍病気になりにくい、
体を手に入れよう。

●講師 :芳澤 武弘

●定員 :5名

茅野市宮川3990

0266-73-9285
【受付】9:00〜13:00  【定休日】日曜日・祝日

6/29（土） 13:30〜14:30

TEL

8 本当に怖い低体温！

りんどう薬局（フジモリ薬局）
白髪が気になり出した
方、頻繁に染めたい方、
不純物ゼロのヘナやハ
ーブカラーで塗布の仕
方を体験できます。黒
髪を明るく又白髪を黒
くは染められません。

●講師 :宮澤 峰子　●定員 :各回2名

●材料費 :1,500円〜（毛量により増額あり）

●初回シャンプー無料

茅野市湖東8532-1

090-1866-0205
【受付】9:00〜18:00  【定休日】毎月曜日、第2・第4日曜日

TEL

9 何十年続けても安心安全な
白髪染め

美容室ワンズハート

6/4（火）〜6/30（日）
9:30〜15:00
営業日応相談

安心安全なヘナって
何？ヘナ染めはどんな
仕上がりになるの？
そんな不安をヘナ講師
江口先生から学び体
験できます。見学は無
料です。

●講師 :江口照久  ●定員 :各回1名、見学は各回

4名位  ●材料費 :1,500円〜（毛量により増額あり）

●当日ヘナを体験してみたい方は事前にご相談下さい

茅野市湖東8532-1

090-1866-0205
【受付】9:00〜18:00  【定休日】毎月曜日、第2・第4日曜日

6/6（木） 9:30〜11:30

6/6（木） 13:00〜15:00

TEL

10 不純物ゼロのヘナ

美容室ワンズハート

インドネシア・マレー
シアのろうけつ染め
〈バティックアート〉下
絵を選び、染料で色を
作り、オリジナルバテ
ィック作品を作って楽
しみましょう！

●講師 :伊東 美和　●親子もOK

●定員 :各回6名　●材料費 :1,500円

●持ち物 :エプロン、手ふきタオル

茅野市ちの3502-1  ベルビア2F　

090-8586-7323
【受付】10:00〜19:00  【定休日】木曜日

6/11（火） 10:30〜12:00・14:00〜15:30

6/28（金） 10:30〜12:00・14:00〜15:30

TEL

11 バティックアート色付け体験

Atelier Miwa  J.ぽっぷ教室
この保険は何のため？
貯蓄はいくら必要？お
金で困りたくない！自
分に合った内容や方
法が分かれば安心！3
つの講座参加者には
プレゼントあります！

●講師 :有賀 郁子

●定員 :各回5名

●持ち物 :メモが取れるご用意

茅野市宮川5844-2  全日本旅行ビル101

090-1825-9534
【受付】9:30〜20:00  【定休日】不定休

6/12（水） 13:00〜15:00
6/12（水） 19:00〜21:00
6/22（土） 13:00〜15:00

TEL

12 ①今から始めるお得な貯蓄法

合同会社インクリースオフィス
資産を上手に残し継
承するために。相続と
相続税。生前贈与？信
託？各制度は？知って
安心＆得する講座です。
3つの講座参加者にプ
レゼントあります！

●講師 :有賀 郁子

●定員 :各回5名

●持ち物 :メモが取れるご用意

茅野市宮川5844-2  全日本旅行ビル101

090-1825-9534
【受付】9:30〜20:00  【定休日】不定休

6/15（土） 13:00〜15:00
6/26（水） 13:00〜15:00
6/26（水） 19:00〜21:00

TEL

13 ②知って安心 相続講座

合同会社インクリースオフィス
今だから知りたい仮想
通貨の基本。投資と投
機とギャンブルと詐欺
の違い。利益の節税と
所得の節税？などやさ
しく解説。3つの講座参
加者にプレゼントあり！

●講師 :有賀 郁子

●定員 :各回5名

●持ち物 :メモが取れるご用意

茅野市宮川5844-2  全日本旅行ビル101

090-1825-9534
【受付】9:30〜20:00  【定休日】不定休

6/19（水） 13:00〜15:00
6/19（水） 19:00〜21:00
6/29（土） 13:00〜15:00

TEL

14 ③仮想通貨の基礎講座

合同会社インクリースオフィス

まちのゼミナール
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「ワインの大地」と呼ば
れるイタリアは国土全
域で多種多様なワイン
が作られています。今
回は夏におすすめのカ
ジュアルなタイプを中
心にご紹介します。

●講師 :小林哲人（シニアソムリエ）●定員 :10名 ●20歳以上  

●材料費 :1,500円（ワイン代） ●持ち物 :筆記用具

※ワインの試飲がありますので運転はお控え下さい。

茅野市塚原2-18-35

0266-72-3084
【受付】10:00〜19:00　【定休日】水曜日

6/23（日） 18:00〜19:00

TEL

16 イタリアワイン基礎講座

CAVE福寿屋
白カビ、青カビ、ウォッ
シュ、シェーブル…味
わい豊かなナチュラル
チーズの世界。ワイン
と共に食べ比べながら
多彩な魅力をご紹介
します。

●講師 :小林 香（チーズプロフェッショナル） ●定員 :20名

●材料費 :2,000円（チーズ・ワイン代）●持ち物 :筆記用具

※未成年の方、運転される方にはソフトドリンクをお出しします。

茅野市塚原2-18-35（講座はワークラボ八ヶ岳で開催）

0266-72-3084
【受付】10:00〜19:00　【定休日】水曜日

6/29（土） 17:00〜18:00

TEL

17 チーズを楽しむ基礎講座

CAVE福寿屋

※会場は茅野駅横ベルビア2階ワークラボ八ヶ岳

●講師 :栁澤 敬子　●定員 :各回6名

●材料費 :1,000円（資料・材料代）

●持ち物 :「ぺんてる筆 中字」

茅野市ちの3502-1  ベルビア2階

080-6939-1440
【受付】13:00〜18:00  【定休日】木曜日

6/15（土） 14:00〜15:30

6/21（金） 14:00〜15:30

TEL

18 書いて楽しい筆文字講座

カルチャースクール  J.ぽっぷ

筆ペンを使って味のある字を書いて（描いて）
みませんか？綺麗な文字を書くのではなく楽
しく描いていきます。

今うわさの“服育”を
ご存知ですか？スーツ
を中心に衣類のお手
入れについて学びまし
ょう。講座終了後、お一
人様衣類一点で無料
シミ抜きもあります。

●講師 :小池 文人（クリーニング師）

●定員 :2名　●親子もOK

●持ち物 :スーツ上下、シミ抜きご希望の衣類

茅野市玉川408（粟沢観音下）

0266-72-1556
【受付】8:00〜19:00  【定休日】日曜日

6/7（金） 19:00〜20:30

TEL

19 服育！ スーツのお手入れに
ついて学びましょう！

小池ドライクリーニング
ユニホームや靴下など、
ドロ汚れのついた服は
大変です。少しの工夫で
そんなドロ汚れもきれ
いにお洗濯。講座終了
後、お一人様衣類一点
の無料シミ抜きもあり。

●講師 :小池 文人（クリーニング師）

●定員 :2名　●親子もOK

●持ち物 :白いタオル、シミ抜きご希望の衣類

茅野市玉川408（粟沢観音下）

0266-72-1556
【受付】8:00〜19:00  【定休日】日曜日

6/8（土） 10:00〜11:30

TEL

20 服育！ ドロ汚れのついた
服をきれいにしましょう！

小池ドライクリーニング

資産を創り、そして殖
やしていく方法などを
お伝えします。普段
中々聞くことができな
い内容ですので、是非
お気軽にご参加下さ
い。

●講師 :井口 陽一

●定員 :各回5名

●持ち物 :筆記用具

茅野市ちの3502-1  ベルビア2F  ワークラボ八ヶ岳内

090-3083-1882
【受付】10:00〜20:00  【定休日】不定休

6/  1（土）10:00〜12:00・6/  8（土）10:00〜12:00
6/15（土）10:00〜12:00・6/22（土）10:00〜12:00
6/29（土）10:00〜12:00　この他にもご希望に応じます！

TEL

15「知って得する」
お金の基礎講座　貯蓄編

オフィス ビアージェ

衣類は日ごろのお手
入れが大切です。Yシ
ャツを実際にアイロン
で仕上げます。講座終
了後、ご希望の方にお
一人様衣類一点で無
料シミ抜きもあります。

●講師 :小池 文人（クリーニング師）

●定員 :2名　●親子もOK

●持ち物 :Yシャツ、シミ抜きご希望の衣類

茅野市玉川408（粟沢観音下）

0266-72-1556
【受付】8:00〜19:00  【定休日】日曜日

6/8（土） 13:00〜15:00

TEL

21 服育！ Y シャツをきれいに
アイロンしましょう！

小池ドライクリーニング
がん羅患者の増加。高
額になるがん治療費
について先進医療情
報も織り交ぜながらお
話しします。

●講師 :大谷 伸和

●定員 :各回10名

●持ち物 :筆記用具

茅野市塚原2-17-36

0266-72-8989
【受付】12:45〜13:00  【定休日】日曜日

6/　8（土） 13:00〜14:00

6/22（土） 13:00〜14:00

TEL

22 がんへの備え
～こんなにかかる治療費～

有限会社 甲信代理店

お子さまから大人まで
楽しく学べる初心者向
けの講座です。音が鳴
ったら曲にもチャレン
ジ！フルートやリコー
ダーの楽器や音にふ
れてみませんか。

●講師 :神山 潤子　●親子もOK

●持ち物 :フルート・リコーダー。楽器をお持ち

　でない方にはお貸しします

茅野市塚原2-7-22

0266-72-2872
【受付】10:00〜20:00  【定休日】月曜日

6/　8（土） 13:00〜19:00
6/15（土） 13:00〜19:00
6/22（土） 13:00〜19:00

TEL

23 楽しく
フルート・リコーダー体験

シマダヤ楽器店
4Kって今のテレビと
何が違うの？4Kテレ
ビに関する基礎的知
識を教えます。4Kの鮮
明な画像を体感して
下さい！ 一緒にクイー
ンを応援しよう！

●講師 :鮎澤 裕司・平出 悟

●定員 :10名

茅野市塚原2丁目４番3号

0266-72-4158
【受付】8:00〜17:00  【定休日】日曜日

6/29（土） 16:00〜17:00

TEL

24「４Kテレビ」を知ろう

南新電気工業株式会社
レゴブロックで組み立
てたロボットをパソコ
ンでプログラムを作り、
動かします。話題のプ
ログラミングを親子で
楽しめるチャンスで
す！

●講師 :今井 謙太郎

●親子限定（小学校1年生以上と保護者）

●定員 :4組（2名1組）

茅野市仲町15-22

0266-78-7330
【受付】10:00〜18:00  【定休日】日曜日

6/9（日） 10:00〜11:30

TEL

25 子ども向けロボット
プログラミング教室

キッズスクールNobitto（ロボ団茅野校）
チェンソーは、薪作り
や庭木の手入れ等で
大変活躍する道具で
す。安全に配慮した正
しい使い方やチェンの
研磨方法を覚えて活
用しましょう。

●講師 :丸茂 大介

●定員 :8名

●作業のできる服装

茅野市豊平山寺3131

0266-72-2288（本社）
【受付】9:00〜17:30 【定休日】年末年始・お盆のみ

6/29（土） 10:00〜12:00

TEL

26 チェンソーの安全な使い方

株式会社 マルモ機械 たてしな店

収納、片付け、動線、間
取りなど家づくりで悩
んでいる方限定。個人
相談会を開催します。
ご都合のいい日時を
お知らせください。

●講師:熊谷 一子

●定員 :各回1名　●材料費 :500円（資料代）

●持ち物 :筆記用具

茅野市米沢6924-1

090-8326-0183
【受付】9:00〜20:00  【定休日】不定休

TEL

27 女性建築士による
家づくり個別相談会

ライフスタイルデザインオフィス ワンズプラス

6/17（月）〜6/28（金） の

うちで応相談

粉寒天を使ってプリン
を作ります。キャラメル
作りはプロ直伝！本格
的！しかも簡単！終了
後は、こだわりの紅茶
と共に試食をしながら
おしゃべりタイム♪

●講師 :高橋 幹彦　●定員 :6名または3組

●材料費 :1,000円  ●持ち物 :上ばき、三角巾、

エプロン、ハンドタオル、筆記用具

茅野市ちの7015

0266-72-2547
【受付】10:50〜11:00  【定休日】第3日曜、第3月曜、第4月曜

（祝日、イベントと
重なる場合は変更）
 ↓　  ↓

6/13（木） 11:00〜12:30

TEL

28 キャラメル作りから…
本格的なデザート作り

アニバーサリーチロル

●講師 :上野 さつき

●定員 :各回6名

●材料費 :1,000円

茅野市ちの3502-1  ベルビア2階

0266-82-1543
【受付】11:00〜19:00  【定休日】木曜日

6/　5（水） 14:00〜15:30

6/19（水） 14:00〜15:30

TEL

29 筆文字アート

カルチャースクール  J.ぽっぷ
絵馬やコースター、プ
レートに筆文字や絵を
描いてみませんか？
お部屋に飾るだけでな
く大切な人にプレゼン
トしてみませんか？

毎回大好評の講座で
す。忘れてしまった方
も又お出掛け下さい。
全くやった事のない方
でも必ず作品になりま
す。

●講師 :三澤 みち子・長田 幸子

●定員 :各回6〜7名

●持ち物 :極太毛糸7個とカギ針９号

茅野市ちの3502-1  ベルビア2Ｆ

0266-82-6530
【受付】10:00〜18:00  【定休日】木曜日

6/　1（土） 13:30〜15:30
6/12（水） 10:30〜12:30
6/24（月） 13:30〜15:30

TEL

30 プレゼントに好適な
クッション作り

ドリーム
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諏訪まちゼミに関するお問い合わせは 諏訪商工会議所 0266-52-2155

諏訪市 得する街のゼミナール

諏訪まちゼミの開催講座は
http://www.suwacci.or.jp/machizemi/

諏訪まちゼミ 検 索

お隣 諏訪市でもまちゼミ開催！

開催期間

6月15日　   ～7月15日 月土

諏訪まちゼミ

予約開始日

6月5日 水

今年でおかげさまで
10年目を迎えました
パンDEチーノ。おもい
おもいのパンをみんな
でつくりましょう！そ
れが新商品としてお店
に並びます！！

●講師 :茅野 光輝 他　●親子もOK　

●定員 :各回8名または4組  ●材料費 :500円

●持ち物 :エプロン、上ばき、三角巾、手ふきタオル、飲み物

茅野市ちの2812-1

0266-73-8090
【受付】9:00〜19:00  【定休日】火曜日

6/11（火） 9:00〜11:30

6/17（月） 19:10〜21:00

TEL

31 みんなで創ろう
チーノの新商品！

ハートフルブレッド パンDEチーノ

●講師 :仲山 美代子

●定員 :各回4名　●材料費 :1,500円

●持ち物 :あれば花バサミ、ペンチ

茅野市塚原2-7-25

0266-72-3221
【受付】9:30〜18:00  【定休日】月曜日

6/2（日） 15:00〜16:00

6/3（月） 15:00〜16:00

TEL

33 かわいく花束

やよい生花店

かわいらしい花束を作ってみましょう！

小型の鮮魚を使って三
枚おろしの方法をわか
りやすく説明します。
おろした魚で握りずし
もやってみましょう。
楽しいですよ！

●講師 :矢野 哲也

●定員 :各回5名　●材料費 :1,000円

●持ち物 :エプロン・持っている方は出刃包丁

茅野市仲町9-10

090-2554-9208
【受付】14:30〜16:00  【定休日】月曜日

6/　3（月） 10:00〜12:00

6/17（月） 10:00〜12:00

TEL

34 やってみよう！ 三枚おろし

呉竹鮨

〇エッグタルト
〇にんじんシリシリ
〇たまごナポリタン

●講師 :前野 ノリコ　●定員 :各回10名

●材料費 :1,000円（ランチ代）

●持ち物 :エプロン

茅野市米沢397-3

090-1656-4765
【受付】8:00〜20:00

6/　5（水） 11:00〜13:00
6/12（水） 11:00〜13:00
6/26（水） 11:00〜13:00

TEL

35 平がいうみたてたまごで
料理とランチ

蓼科縄文農園
美味しく、安全で、手の
掛からないおやつ作り
を皆で行ない、試食し
ます。また作業を行い
ながら、食育について
の講習も行います。

●講師 :水澤節子、石川良、熊谷あかね ●親子もOK

●定員 :各回8名　●材料費 :800円（食材代）

●持ち物 :エプロン、頭巾、マスク、手袋、筆記用具

茅野市玉川8485-6

090-4464-8782
【受付】9:00〜19:00  【定休日】予約制

6/22（土） 10:00〜13:00

6/22（土） 15:00〜18:00

TEL

36 美味しく安全なおやつ

ほんわか健康村

ばばばあちゃんの寒天
料理という絵本の読み
聞かせと、親子でゼリ
ー作りの体験ができる
内容になってます。

●講師 :寺沢 昌世　●親子限定

●定員 :4〜5名または2組

●持ち物 :エプロン・筆記用具

茅野市宮川1280

0266-72-4121
【受付】8:00〜17:00（平日のみ）

TEL

32 絵本読み聞かせ・
ゼリー作り体験

松木寒天産業株式会社

6/27（木） 11:00〜12:00


