オリジナル掛時計を
作成してみよう!

13

14

9/8（土）
13：00～14：30

8/26（日）16：00～17：00

会場：お店 講師：竹田惣一
●対象：小学生以上 ●定員：5名
●持ち物：なし
●材料費：１０００円

会場：お店 講師：武智忠広
●対象：どなたでも ●定員：5名
●持ち物：自身のカメラ、
ケイタイ
●材料費：なし

世界に一つだけのオリジナル掛時計を作りませんか?
制作していただいた時計は記念にお持ち帰り頂けます!

写真講座と実技

竹田時計店（見る。聞く。思いやり。時計・眼鏡・補聴器・宝石）

㈲武智写真館

灘町109-3 TEL：982-0420
受付：9:00～18:00 定休日：無休

15

16

クラフトバンドで手作り教室

8/31（金）10：00～11：30
9/14（金）10：00～11：30

会場：お店 講師：新田眞由美
●対象：子供さん大歓迎 ●定員：6名
●持ち物：ハサミ、洗濯バサミ、
木工用ボンド、千枚通し
●材料費：800円

㈱まちづくり郡中「町家」

会場：郡中まち元気サロン来良夢
講師：伊予市商業協同組合役員等
●対象：どなたでも ●定員：5名
●持ち物：なし ●材料費：なし
「民力で築いたまち 郡中」の資料をもとに、みんなで話し合う、学
び合う。希望される方がおられる場合は、
「まち歩き」もできます。

伊予市商業協同組合

P 有り

米湊827-4 TEL：946-7245
受付：9：00～18：00 定休日：1/1～1/4以外無休

若林歯科医院

④公益社郡中店
伊予商工会議所

武智写真館⑭

NPO法人むつみ

伊予港運

市立図書館

線
讃
JR
予
愛媛銀行郡中支店

伊予市役所

378

光明寺

⑧行政書士山本大樹事務所

③トータルファッションタニオカ

フジ伊予店

⑬竹田時計店

ヤマキ

郡中港駅

378

伊予市保健センター

⑫
伊予五色姫郵便局

215

内港

⑤こんどうクリニック ディケア
五色浜温泉
法昌寺

②こばやし
訪問鍼灸治療院

町家

1

ゼミを選ぶ（講座の詳しい内容は中面をご確認ください）

○チラシの内容をよく見て講座をお選びください。
まちゼミＨＰや各SNSなども是非ご活用ください。

申込む（「まちゼミの申込みです」とお電話ください。）

○定員になり次第締め切らせていただきます。
お申し込みは
○申込みは、各店受付時間内にお願いします。
○受講対象者が限定されている講座もあります。
ご注意ください。
各店へＴＥＬ
○小学生以下のお子様は保護者同伴での参加をお願いします。
○材料費は原則として講座当日に会場で徴収します。
○各講座ともに、
申込みの際に、
受講内容・持ち物・材料費等、各お店にお気軽にお問合せください。
○安心して受講していただくために、
お店からの販売・勧誘はありません。

2
3

⑮まちづくり郡中
「町家」
⑩ラーメン志乃や

当日

○時間・場所などをお間違いのない様ご参加ください。

詳しくは中面へ

伊予警察署

伊予市駅
JAえひめ中央
伊予撰果場

※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！

お店の人が講師となって、専門店ならではの専門的知識や情報、
コツを無料で教えてもらえる、
まちなかゼミナール、
略して
「まちゼミ」
です。

⑥・⑦Lesson Studio CHEESE
⑨なないろ体育教室（伊予教室）

レディスファッション
ミナクチ①

開催期間 8月15日
（水）
～9月30日
（日）

お申し込みの手順

マルナカ伊予店

無料

※講座内容によっ
ては材料費がかか
るものもあります。

まちゼミって？

市営安広団地

伊予市シルバー
人材センター

商売人が商売ヌキで
教えます！

受講料

⑯伊予市商業協同組合

橘医院

伊予銀行郡中支店

暮らしに役立つ豆知識！
知りたかったプロの裏技！
楽しく学んでお得な体験

全16講座！

8月3日
（金）
より受講受付スタート！

〒 伊予郵便局

外港

受 講 者 募 集！

お店に電話するだけ
簡単お申込み！

郡中駅

伊予
鉄郡
中線

まちゼミ
ＭＡＰ

P 有り

灘町７ TEL：946-7245
受付：9:00～17:00 定休日：無休

愛媛信用金庫
郡中支店

郡 中まちゼミ

郡中の明治を学び合う

8/25(土）10:00～15：00

クラフトバンドを編んで、コースターからバッグまで、自分だけの
オリジナルを作りましょう。夏休みの宿題にもいかがでしょうか?

第5回 得する街のゼミナール

P 有り

灘町183-1 TEL：983-1222
受付：9:00～19:00 定休日：無休

P 有り

お店の人が教えてくれる！

写真物語（フォトストーリー）
を感じる写真とは

伊予農高

56

⑪藤村石油

「郡中まちゼミ」Facebookページhttps://www.facebook.com/gunchumachizemi/
主催：伊予市商業協同組合 後援：伊予商工会議所、㈱まちづくり郡中

1

スカーフ１枚でオシャレの
輪を広げませんか！

2

9/11（火）10：30～11：30
9/25（火）10：30～11：30

簡単! 手軽!自分で、
家族でできるお灸講座

3

8/19
（日）11：00～12：00
9/ 2
（日）
11：00～12：00
9/16
（日）11：00～12：00

会場：お店 講師：水口純子
●対象：どなたでも ●定員：5名
●持ち物：スカーフ
●材料費：なし

会場：お店 講師：小林 靖
●対象：どなたでも
●定員：2名または1組
●持ち物：なし ●材料費：なし

会場：お店 講師：谷岡扶美
●対象：小学生高学年～どなたでも
●定員：3名 ●持ち物：なし
●材料費：２００円

デザインカッターで紙を切り抜いて絵を作ります。

レディスファッション ミナクチ

こばやし訪問鍼灸治療院

トータルファッションタニオカ

5

まだ知らない
介護サービスと脳トレゲーム
9/ 6（木）
16：00～17：00
9/20（木）16：00～17：00

こんどうクリニック ディケア
灘町302-1 TEL：982-7259
受付：10：00～17:30 定休日：日曜・祝日

9

P 有り

8/16（木）
10：00～11：00
8/17（金）
10：00～11：00
8/19（日）10：00～11：00

7

ＨＩ
ＰＨＯＰに欠かせない「ＤＪ」。
ＰＣＤＪという機材を使って音
楽を楽しむ方法を教えます。好きな曲をかけて楽しもう!

Lesson Studio CHEESE（ﾚｯｽﾝｽﾀｼﾞｵﾁｰｽﾞ）
灘町36番1 2Ｆ TEL：090-5913-8131
受付：14：00～21：00 定休日：日曜・祝日

P 有り

会場：お店 講師：大政美紀
●対象：どなたでも ●定員：4名
●持ち物：なし ●材料費：５００円
とっても簡単にできるお香の楽しみ方をご紹介します。
オリ
ジナルの匂い袋を作ってみましょう。

㈱公益社 郡中店

湊町23-1 TEL：983-4444
受付：9:00～18:00 定休日：日曜日

8

8/20
（月）16：00～17：00
9/ 3
（月）16：00～17：00
9/18
（火）16：00～17：00

会場：お店 講師：ken ken
●対象：スポーツ指導者など 大人もＯＫ
●定員：20名 ●材料費：なし
●持ち物：室内ｼｭｰｽﾞ・飲物・ﾀｵﾙ

会場：お店 講師：山本大樹
●対象：どなたでも ●定員：4名
●持ち物：筆記用具 ●材料費：なし

リズムの面からスポーツパフォーマンスを上げる新しいトレーニングを
紹介します。プロ球団やアスリートも導入しているトレーニングです。

家族間の「相続」による遺産分割が「争続」とならないように、相続の
手続、生前贈与、遺言書の書き方等について分かり易く解説します。

Lesson Studio CHEESE（ﾚｯｽﾝｽﾀｼﾞｵﾁｰｽﾞ）

伊予法務事務所 行政書士 山本大樹

灘町36番1 2Ｆ TEL：090-5913-8131
受付：14：00～21：00 定休日：日曜・祝日

P 有り

米湊710-1松田ﾋﾞﾙ2F TEL：983-5123
受付：9:00～18:00 定休日：土・日・祝日

8/17
（金）10：00～12：00
8/24
（金）10：00～12：00

8/26
（日）10：30～12：00

会場：お店 講師：門屋剛史
●対象：年長～小学生 ●定員：10名
●持ち物：飲み物、
タオル
●材料費：なし

会場：お店 講師：篠崎幸嗣
●対象：どなたでも ●定員：3名
●持ち物：メモ帳など
●材料費：なし

会場：お店 講師：藤村・KAZU
●対象：どなたでも ●定員：5名
●持ち物：なし
●材料費：200円

跳び箱・鉄棒など、器械運動の用具を使い、遊びを交えて基
礎的な運動を楽しく行います。

簡単に出来ておいしいカルボナーラの作り方を紹介します。

ちょっとした余興や出し物で活躍するお手軽なマジックを実
践をまじえながらプロが解説！

簡単なＰＯＰ作成のお手伝いいたします。

なないろ体育教室（伊予教室）

ラーメン 志乃や

藤村石油㈱

伊予五色姫郵便局

灘町36番1 2Ｆ TEL：904-5461
受付：10：00～20：00 定休日：日曜・祝日

全16講座

講座の色にご注目！

学ぶ

米湊827-4「町家内」 TEL：070-5511-6169
受付：9:00～16:00 定休日：隔週火曜日

…知識や知恵を学ぶ講座です。

きれい

P 有り

下吾川955-3 TEL：982-0153
受付：8:30～17:00 定休日：日曜

…美容・キレイを追求する講座です。

P 有り

12 ＰＯＰ作成（初級編）

簡単！マジック講座

9/20（木）16：00～17：00

P 有り

P 有り

「相続」
を
「争続」
に
しないための基礎知識

8/26（日）11：00～11：40
8/28（火）
13：00～13：40
9/24（月）13：00～13：40

11

簡単に出来るパスタ

P 有り

スポーツキッズ必見‼
リズムトレーニング♪

会場：お店 講師：ken ken
●対象：どなたでも ●定員：10名又は５組
●持ち物：かけてみたい楽曲があれば持込ください
（ＣＤ、ＵＳＢデータにて） ●材料費：なし

10

体育の時間

ＤＪ体験～
ＤＪって何してるの? ～

灘町111-1 TEL：982-1580
受付：10：00～19：00 定休日：無休

8/26
（日）13：00～14：00
8/28
（火）
14：00～15：00
9/24
（月）14：00～15：00

会場：お店
講師：平塚秀樹・奥田直幸
●対象：どなたでも ●定員：10名
●持ち物：なし●材料費：なし
まだまだ知られていない介護保険で利用できるサービスについて
のお話と認知症になりにくい脳トレーニングゲームを楽しもう。

P 有り

灘町82ｼﾃｨﾊｲﾂ205号 TEL：080-6282-5707
受付：8：30～20：00 定休日：日曜・祝日

6

9/ 4
（火）10：00～11：00
9/11
（火）10：00～11：00
9/18
（火）10：00～11：00

13：00～15：00

肩こり、腰の痛み、膝の痛み、頭痛、不眠、足の冷えなど、体のお
悩み、お気軽にご相談ください。※開催日時は、相談に応じます。

P 有り

簡単なお香の楽しみ方

9/16
（日）

スカーフ１枚でお顔がグッと華やかになります。
簡単なスカーフの巻き方覚えてステキな襟元になりましょう！

灘町41 TEL：982-1860
受付：9:30～13:00 定休日：日曜日

4

切り絵しませんか!

P 有り

会場：お店 講師：三瀬 敦
●対象：どなたでも ●定員：3名
●持ち物：なし ●材料費：なし

米湊1633-8 TEL：982-1481
受付：9:00～17:00 定休日：土・日・祝日

つくる …つくったり体験する講座です。

健康

P 有り

…体や健康についての講座です。

