お 店 の人 が 教 えてくれる

まちゼミ

令和元年

2 019

10/23 水 より受付開始！

※定休日の店舗もございます。受付開始日・方法が異なる
講座もありますのでご確認の上、お申し込みください。

65 福笑いの消しゴムはんこを作ろう 66 手作りシアバタークリーム 67 スポーツ自転車のメンテナンス 68
消しゴムはんこキットを使い、年賀状に使える福笑いの図柄
のハンコを作ります。手作りはんこで年賀状を彩ってみませ
んか？初心者向けなのでお気軽にどうぞ！
11/ 5㈫ 10：30〜12：00
11/12㈫ 10：30〜12：00
11/19㈫ 13：30〜15：00
11/30㈯ 10：30〜12：00

TEL 077-553-2345
営業時間 9：00〜18：00 定休日 土、日、祝日

栗東市安養寺6-6-12
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：hanbai@seibundo.co.jp
JR草津線手原駅より徒歩１５分、駐車場有り http://www.seibundo.co.jp/

077−598−0332
受付時間／平日10：00〜19：30、土日祝10：00〜16：30
LINE＠でも受付できます

二の腕、下半身、お腹周り…痩せない原因の元になる、骨盤
や骨格の歪みのセルフケア！本気で痩せたい人のスタート
アップ教室。

会 場／キヨシ商会
講 師／南平 喜代和
持ち物／写真付き身分証明書（必須）、
チューブ・タイヤレバー・携帯用空気入れ
（CO2ボンベ）
・作業用手袋（軍手）等
教材費／無料（材料を忘れた方
には有償にて販売も致します）
定 員／各回５名
対 象／一般（社会人）

10:00〜11:30、14:00〜15:30

11/9㈯ 13：00〜、15：00〜

077-598-0332 定休日 不定休
ｔｏｍａｒ
ｉｇｉ
（トマリギ）TEL
キヨシ商会/ｋｃｒ
営業時間 平日10:00〜19:30、土日祝10:00〜16:30

栗東市目川893-5

Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：hp@as-tomarigi.com
https://as-tomarigi.com/

守山市立田町1697-1

11/2㈯

kiyoshi@chorus.ocn.ne.jp

077−585−1843
受付時間／9：00〜19：00

TEL 077-585-1843 FAX 077-585-2163
営業時間 9：００〜２０：００ 定休日 日曜日・祝日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：kiyoshi@chorus.ocn.ne.jp
http://www.kiyoshisyoukai.com

会 場／チカ守山カルチャーコート101号室
（守山市梅田町2-1-1 セルバ守山地下1階）
講 師／美容カイロセラピスト 関 清美
持ち物／フェイスタオル
定 員／10名
対 象／女性限定

受 付

受付時間／平日 9：00〜18：00

会 場／ tomarigi
講 師／青木のぶえ
教材費／1500円
定 員／各回４名
対 象／女性限定

スポーツバイクで走る楽しさを見つけませんか？
遠出をすると心配なのはパンクなどのトラブル！今回は初心
者向けのメンテナンス講座を行います。

受 付

077−553−2345

11/10㈰ 10：00〜12：00
11/10㈰ 14：00〜16：00

受 付

㈱田中誠文堂

受 付

会 場／田中誠文堂
講 師／山口
持ち物／カッター（お持ちの方）
教材費／500円
定 員／各回５名（先着順、要事前申込）
対 象／小学生以上（小学生は保護者の同意が必要です）

厳しい紫外線を乗り越えたお肌にご褒美を♡今からツルツルお
肌になって冬に備えたい方へおススメ！美容に良い精油を使って
お肌の保湿に効果抜群のシアバタークリーム作りをします♪

骨盤・骨格ダイエット！
スタートアップ教室

骨盤カイロぽかぽか

080−8511−5359
受付時間／9：00〜19：00

TEL 080-8511-5359 FAX 077-514-0213
営業時間 １０：００〜２０：００ 定休日 不定休
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：pokapoka.chiro@gmail.com
http://souyuukan-g.com/?outhor-5/

守山市小島町1809-7
ルネ若杉102号

ティーチングは教えること、コーチングは引き出すことです。
相手が自分で考えて、行動を起こすのはコーチングです。ポイ
ントをお伝えして、
コーチング体験をしていただきます。

11/13㈬・20㈬・27㈬

11/3㈰ 13：30〜15：30
11/6㈬ 18：00〜20：00

各日とも 18：00〜19：30、
19：30〜21：00、

まちゼミ
令 和元 年（ 2019 年 ）

受付時間／13：00〜18：00（日曜日除く）

TEL 070-5346-1730 FAX 020-4663-0649
営業時間 １３：００〜１８：００ 定休日 日曜日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：robot-trial@core-inﬁnity.jp
https://robot.core-inﬁnity.jp/

73 寄植教室（秋の寄植）
季節に合わせた寄せ植えの作り方をお教えします。作った
寄せ植えはお持ち帰りいただけます。

11/15㈮ １０：００〜１２：００
11/22㈮ １０：００〜１２：００

TEL 070-5346-1730 FAX 020-4663-0649
営業時間 １３：００〜１８：００ 定休日 土曜日・日曜日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：contact@core-inﬁnity.jp
https://robot.core-inﬁnity.jp/

TEL 077-516-4518 FAX 077-516-6047
営業時間 １３：００〜１８：００ 定休日 水曜日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：f-m-n@hatone.jp
http://www.hatone.jp

湖布

野洲市近江富士四丁目5-9

74 今流行の卓球を体験してみませんか！？ 75 気になる事故と車の関係について 76
今、話題沸騰の卓球を、実際に体験してみませんか？スタッ
フがラケットの握り方から丁寧にお教えします！未経験の方
でも大丈夫！卓球で楽しく運動しましょう！

ディーラーでは教えてくれない車選びのポイントや、事故か
ら身を守る車について、
「女性のための車屋さん」がわかり
やすく解説！車に詳しくない方も安心してご参加下さい。

11/06㈬
11/20㈬ 11:00〜12:00

11/05㈫ 14：00〜15：30

守山市勝部1丁目3-12

受付時間／９：００〜１８：００

TEL 077-598-1834 FAX 077-514-2128
営業時間 9：００〜１９：００
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：info@t-advance.jp

場／守山商工会議所 会議室
師／堂國 亮平・奈見子
員／10名

dear Sign

守山市欲賀町1930

親子で一緒にオリジナル
Tシャツを作ろう！

ご自分の好きな絵柄や文字をA4用紙に自由に描いて頂き
白色のドライTシャツにプリントするのを体験して頂きます。
※Tシャツはお持帰りできます。

11/2㈯・9㈯・16㈯・30㈯

077−532−1222
受付時間／１０：００〜１８：００

TEL 077-532-1222 FAX 077-535-4749
営業時間 １０：００〜１８：００ 定休日 土曜日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：info@dearsign.com
https://dearsign.com

会 場／鉄人工房マツヤ
講 師／松谷 悦男
持ち物／クレヨン、マジック等お絵描き用具
教材費／500円・白のドライTシャツ代
定 員／2名または1組（1時間単位ごと）
対 象／お絵描きの出来る幼稚
園児以下（小学生低学年も可）

鉄人工房マツヤ

受付時間／１０：００〜１９：００

TEL 077-598-1682 FAX 077-598-1683
営業時間 １０：００〜１２：００ 定休日 水曜日・祝日

守山市木浜町1868-1
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：info@tetsujin.jp
（琵琶湖大橋取付道路沿い速野交番近く） http://www.tetsujin.jp

アロマテラピーのきほん
77 （クラフトあり）

78 ピアノで脳トレ♪『らくらくピアノ』 79 草木染教室

80

AEAJアロマテラピーアドバイザー認定教室講師が、精油を
安全に使う基本を分かりやすくお伝えします。
クラフトでは
簡単ハンドジェルを作りましょう。

指数字とコードを使って、簡単にピアノが弾けるので、楽器
経験がなくても安心です。脳活メニュー満載！音楽で脳も心
もリフレッシュ!!

ギターに関しての質問を持ち寄っていただき、その場でお応
えしていこうという企画です。全く弾いたことのない方も、
ガン
ガンライブやってますという方も是非ご参加ください！

11/6㈬・11㈪・17㈰

11/13㈬ 10：30〜12：00
11/19㈫ 13：30〜15：00
11/28㈭ 10：30〜12：00

各日とも 10：30〜11：30

女性限定！ヨガとピラティスを体験いただきます。

11/4㈪

17：00〜18：00 ヨガ

11/3㈰・9㈯・17㈰

受付時間／１０：００〜１5：００
※不在時留守録にて対応

TEL 077-596-3731 FAX 077-596-3732
営業時間 ９：００〜１８：００ 定休日 土曜日・日曜日・祝日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：karadagenki-moriyama@snow.ocn.ne.jp
http://www.karada-genki.com/author/shinyou/

English Adventure Academy
守山市吉身3-1-44

090−2380−5665
受付時間／１０：００〜２１：００

TEL 090-2380-5665
営業時間 １６：３０〜２１：３０ 定休日 土曜日、日曜日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：yusan44eaa@gmail.com
https://eaa-english.com/

アーユルヴェーダで
体質を知ろう！

85 プログラミングでゲームを作ろう！ 86 増毛エクステ体験！

87

いま話題のプログラミングで、ゲームをつくってみよう！
2020年から学校でもプログラミングが導入されます。親子
で一緒にプログラミングのゲームを作ってみませんか？
！

今巷で話題！インド5000年の歴史の叡智、アーユルヴェー
ダ♪簡単なクイズに答えて自分の体質を知り、体質改善を
目指しましょう！ハンドマッサージの体験付き♪

11/04（月・祝）10：30〜12：00
11/23（土・祝）10：30〜12：00
11/23（土・祝）13：00〜14：30

11：00〜18：00

11：00〜18：00

TEL・FAX 077-598-1398 定休日 木曜日、祝日＋不定休あり
営業時間 10:00〜19:00（水のみ20:00）
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：info@brugge-siga.com
http://brugge-siga.com

Brugge

守山市勝部五丁目6-23
竹中ビル2F

受付時間／10：00〜18：00

TEL・FAX 077-598-1398 定休日 木曜日、祝日＋不定休あり
営業時間 10:00〜19:00（水のみ20:00）
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：info@brugge-siga.com
http://brugge-siga.com

受付時間／10：00〜18：00
ホームページからお申し込みも可

TEL・FAX 077-599-0920
営業時間 10:00〜18:00 定休日 不定休

守山市下之郷1丁目2-32-102 Ｅ−ｍａｉｌ：info@belleb.net
「ベル守山レッスン」
で検索

88

NHK連続テレビドラマ小説「スカーレット」放映記念事業
動物陶器あかりづくり

11/01㈮ 10：00〜11：40
11/19㈫ 10：00〜11：40
11/26㈫ 10：00〜11：40

11/07㈭ 10：00〜12：00
11/08㈮ 10：00〜12：00

会 場／トータルビューティサロンエレガント
講 師／清水 延子
教材費／500円
定 員／５名

トータルビューティサロンエレガント
野洲市北野1-21-3

9

077−587−3550
受付時間／9：40〜18：00

TEL 077-587-3550
FAX 077-586-3061
営業時間 9：00〜18：00
定休日 日曜日

森くまの楽しい講座に
チャレンジしませんか

6日は人気のウクレレ。8日はらくらくピアノ教室。13日はウ
クレレ&ギター。22日は世代を超えてみんなで歌う昭和歌
謡ポップス。ぜひ森のくまさんの無料体験講座へ！
11/06㈬ 14：00〜15：30
11/08㈮ 10：30〜12：00
11/13㈬ 16：00〜17：30
11/22㈮ 14：00〜15：30
会 場／ライブ＆カフェ 森のくまさん
講 師／ウクレレ：上田哲也、
ピアノ：筈井玲子、ギター：川村栄治、
ポップス：濱田裕子
持ち物／楽器、お貸しできます。
定 員／各10名

ライブ＆カフェ 森のくまさん
野洲市小篠原1113-1

090−9287−0513
受付時間／10：00〜19：00

TEL 077-587-2764
営業時間 10：00〜19：00 定休日 月曜日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：morikuma2764@yahoo.co.jp
http://morikuma2764.wix.com/folkcafe

11/3㈰

守山市観光物産協会
守山市吉身三丁目11-43
守山商工会議所1F

受付時間／8：30〜17：15

TEL 077-582-1266
営業時間 8：30〜17：15 定休日 土曜日、日曜日、祝日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：info@moriyama-yamamori.com
http://www.moriyamayamamori.jp/

会 場／パナランドあい
講 師／今江 つじみ
持ち物／エプロン
教材費／400円（材料費）
定 員／５名

パナランドあい
野洲市小篠原2039-5

077−587−0204
受付時間／9：00〜15：00

TEL 077-587-0204
FAX 077-587-3927
営業時間 9：00〜19：00 定休日 祝・日曜日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：tohihi-104@k8.dion.ne.jp

ときめき処 和奏
野洲市小篠原1000
アルプラザ野洲2F

7

11/3㈰

会 場／あやめ水産
講 師／松沢 松治
持ち物／エプロン、軍手
教材費／500円
定 員／10名

あやめ水産
野洲市菖蒲230

風船と水引きを使って
クリスマスリースを作ろう

11/28㈭ 10：30〜12：00
11/28㈭ 14：00〜15：30
11/30㈯ 10：30〜12：00
11/30㈯ 14：00〜15：30

会 場／ＥＲ
Ｉのふうせん屋さん
講 師／風船仕事人ＥＲ
Ｉ
（エリ）
持ち物／はさみ、持ち帰り用の袋
教材費／1,000円
定 員／５名

ＥＲＩのふうせん屋さん
野洲市三上1222-1

077−589−3939
受付時間／10：00〜17：00

TEL 077-589-3939
FAX 077-589-3939
営業時間 9：00〜17：00
定休日 水曜日

077−587−1235
受付時間／10：00〜18：00

TEL 077-587-1235 FAX 077-587-5657
営業時間 10：00〜18：00 定休日 火曜日、第二・四水曜日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：eri.balloon@cap.ocn.ne.jp
http://www.lei.co.jp

お菓子と楽しむおいしいお茶の淹れ方
感動！石臼でお抹茶を挽いてみよう…プチお茶会
余りもののお茶活用法 手作りほうじ茶体験 他
10：00〜11：30

有限会社 南製茶
野洲市乙窪122

10：00〜11：30

会 場／らんの家 TSUTSUMI
講 師／堤 敏次
持ち物／エプロン、筆記用具
教材費／1,000円（洋蘭代）
定 員／15名

らんの家TSUTSUMI
野洲市小篠原1-7

077−586−2660
受付時間／10：00〜16：30

TEL 077-586-2660 FAX 077-588-3106
営業時間 10：00〜17：00 定休日 火曜日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：rannoie@rannoie.com
http://rannoie.com/

デトックスと体質改善。美しく痩せる方法。ダイエットスムー
ジーの作り方をレクチャーします。
スムージーの試飲付き。

11/05㈫ 13：30〜14：30
11/11㈪ 13：30〜14：30
11/17㈰ 13：30〜14：30
会 場／Ｒ
ｉ
ａｎｇ
講 師／仲上 敦子
持ち物／筆記用具
教材費／500円
定 員／４名
対 象／女性限定

077−589−2158
受付時間／9：30〜19：00

TEL 077-589-2158
FAX 077-589-5836
営業時間 9：00〜19：00 定休日 水曜日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：min-yas@mx.biwa.ne.jp

Ｒｉ
ａｎｇ

野洲市北野1-1-10
プレジオ野洲201

090−3624−9172
受付時間／9：30〜22：00

TEL 090-3624-9172
営業時間 10：00〜22：00 定休日 不定休
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：atsuko.happy320@ezweb.ne.jp
http://relaxation-riang.jp

ふぐの正しい知識を30分学習。身欠きとらふぐの調理体験
と試食！
！

11/1㈮ 10：30〜13：00
11/2㈯ 10：30〜13：00
11/7㈭ 10：30〜13：00

会 場／和Café と Bar ｗシークレット
ＪＲ野洲駅北口徒歩1分
講 師／大田 晶子
持ち物／エプロン、タオル、三角巾
教材費／ 3,000 円（てっさ･
てっちり･からあげの試食）
定 員／6名

ｗシークレット
野洲市北野1-9-18
チアーハウス3F2

会 場／さざなみホール多目的ホール
講 師／辻本 康雄
教材費／480円（会場費）
定 員／３名

株式会社コトラボ
野洲市小篠原1205
湖東ビル3F

077−587−5888

受付時間／9：00〜17：00
受付開始／10月24日
（木）
〜

TEL 077-587-5888 FAX 077-586-5200
営業時間 9：00〜19：00 定休日 第二第四、火・水曜日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：yas@kotokaze.com
https://www.facebook.com/kotolab.yasu/

8 「Pepper」を使ったプログラミング
人型ロボット「Pepper」を使ったプログラミングを体験。
「Pepper」を思い通りに動かしたり、おしゃべりさせてみよう！
私たちは、Pepper社会貢献プログラム２に参加しています。

会
講
定
対

場／ぱそこん教室ポレポレ
師／竹内 務
員／６名
象／小学３年生以上
（中学生も可）

ぱそこん教室ポレポレ

077−518−1786
受付時間／10：00〜16：30

TEL 077-518-1786 FAX 077-518-1780
営業時間 10：00〜16：30 定休日 日曜日

野洲市栄6-2ポレールさかえ2F Ｅ−ｍａｉｌ：polepole1406hoo@cronos.ocn.ne.jp
https://school-polepole.net

12

糸かけ曼荼羅づくりとセルフベッド
マッサージで脳リラックス

簡単なストリングアート
「糸かけ曼荼羅」で脳の集中力を増
やしたあと、頭皮をゆるめる簡単ヘッドマッサージのセルフ
ケアをお伝えします。

11/03㈰ 10：00〜12：00
11/05㈫ 10：00〜12：00

14：00〜15：30

会 場／有限会社 南製茶
講 師／南 泰宏（日本茶業中央
会認定 日本茶インストラクター）
持ち物／筆記用具
教材費／1,000円（テキスト、
お菓子、お茶）お土産付
定 員／６名

11/07㈭ 13：00〜15：00
11/08㈮ 13：00〜15：00
11/14㈭ 13：00〜15：00
11/15㈮ 13：00〜15：00

11/10㈰ 13：00〜14：30
11/24㈰ 13：00〜14：30

知って得するお茶百科
〜プロが教えるおもてなしのお茶Ⅷ〜

11/13㈬
11/13㈬

10：00〜13：00

TEL 077-598-5232
FAX 077-598-5232
営業時間 9：30〜20：30 定休日 なし
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：kimono-wakana@kch.biglobe.ne.jp

可愛い風船と日本の伝統の水引きを使ってクリスマスリー
スを作ります。

10 ブラックバス解体と料理講座 11
各自でブラックバスの解体をして、昼食にバスフライにし
ます。美味しいですよ！他にも湖魚の試食あります。

受付時間／9：30〜20：30

13 ラン科植物の冬の管理と咲かすコツ 14 美しく痩せる！ダイエットスムージー講座 15 魚・ふぐの正しい知識と調理

11/３㈰

077−582−2425

6 時短調理で本格ランチ
電子レンジでワンボールクッキング。
炊飯器を使って同時に二品、
アイデアクッキング。

ランや観葉植物の植え方や咲かせ方を教えます。初心者の
方はぜひ受講してください。10/25(金)〜11/4(月)まで、秋
の蘭展開催中。

会 場／守山宿町家・うの家
講 師／ギャラリー美秀 陶芸家 小宮山美恵
持ち物／汚れてもいい服装、タオル
教材費／1,500円
定 員／20名
対 象／どなたでも可（小学校
3年生以下は保護者同伴）

TEL 077-514-7099
FAX 077-514-7099
営業時間 10：00〜19：00 定休日 木曜日
https://ni-coﬀee.jp/

お肌のスキンケアを自分のお顔でできるようにクレンジン
グから丁寧に教えていきます。

動物のかわいい陶器の絵付け体験をしてみませんか！11月17日（日）に中山道界隈
にて開催予定のあかりのイベント時には東門院で作った動物陶器に灯りを灯し、皆
さまに観賞していただく予定です。その後はご自宅に飾ってお楽しみください。
10：00〜12：00

受付時間／10：00〜19：00

077−598−5232

そもそもドローンって何？誰でも飛ばせるの？色々な疑問や
興味は尽きませんが、まずはルールを学んでからドローンを
実際に飛ばしてみましょう♪初心者でも大丈夫。大歓迎です。

会 場／ TENka plus
講 師／二宮
教材費／500円（材料費）
定 員／４名
対 象／女性限定

TENka plus
野洲市北野1-11-4

2F

077−587−2205
受付時間／10：00〜21：00

TEL 077-587-2205 FAX 077-587-2205
営業時間 10：00〜21：00 定休日 不定休
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：info@tenka-plus.com
http://tenka-plus.com/shiga/

16 釣り竿を作ってみよう
間単に作れる「釣り竿手作りキット」をより分かりやすく、
手順を解説しながら製作していただきます。出来上がっ
た釣り竿はお持ち帰りしてもらえます。

11/10㈰ 10：30〜11：30

090−3276−3635

会 場／ Lureshop riprap
講 師／岩嵜 正次
教材費／2,138円
定 員／5名

受付開始／10月24日〜
受付時間／13：00〜20：00

TEL 077-587-6666
FAX 077-588-3553
営業時間 11：00〜19：00（平日のみ）
18：00以降カラオケ（予約）

Lureshop riprap
草津市下物町74-6

受 付

守山市勝部五丁目6-23
竹中ビル2F

077−598−1398

ベルビューティック

077−599−0920

野洲市市三宅1964

077−514−7099

会 場／ときめき処 和奏
講 師／青池 輝行
持ち物／相談したいきものや
帯、長ジュバン
定 員／５名

受 付

Brugge

受付時間／10：00〜18：00

会 場／ベルビューティック
講 師／奥村 めぐみ
教材費／500円
定 員／４名

エヌアイ珈琲

11/14㈭ 11：00〜12：00
11/17㈰ 13：00〜14：00
11/19㈫ 11：00〜12：00

受 付

TEL・FAX 077-599-0339
営業時間 10:00〜18:00（水のみ15:00）
定休日 木曜日、
日曜日
https://pc-ﬂat.jp

077−598−1398

11/ 5㈫ 10：00〜10：40
11/12㈫ 10：00〜10：40
11/19㈫ 10：00〜10：40

5 お肌のスキンケアレッスン

受 付

受付時間／10：30〜17：00（水のみ15:00）

会 場／ Brugge
講 師／森 可菜子
教材費／500円
定 員／2名／回

眉がキレイに整えられると目の存在感がアップ！
印象もグッとアカ抜けます。

受 付

ﬂat@pc-ﬂat.jp

077−599−0339

会 場／ Brugge
講 師／尾花 有希
教材費／500円
定 員／1名／回

お好きな日程を
お電話にてご予約下さい

受 付

守山市梅田町10-11 ２階

11月の営業日

受 付

PC-FLAT パソコン教室ふらっと

11月の営業日
お好きな日程を
お電話にてご予約下さい

受 付

会 場／パソコン教室ふらっと
講 師／重吉 幹子
教材費／500円
定 員／親子４組
対 象／小学3年生以上（保護者同伴）

自髪を活かして増毛できるエクステ技術を体験しませんか？
結んで付ける新感覚のエクステ技術を知ってください♪
ご希望により装着体験もできます。

84 眉 整え方レッスン

TEL 077-587-0397 FAX 077-587-0743
営業時間 8：30〜18：00 定休日 日曜日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：koujya-kichiuemon@ares.eonet.ne.jp
https://kojiya-kichiuemon.jp/

・きものの保管の仕方について
・きものに発生するシミやカビについて
・コーディネート相談とアドバイス

4 初めてでも大丈夫♪ドローン体験教室

受 付

077−596−3731

会 場／守山駅前コミュニティホール第３
ホール（守山市梅田町2-1-1セルバ守山3階）
講 師／大西 由紀子
持ち物／筆記用具、飲み物
教材費／1,500円（受講3日前までに徴収）
定 員／10名
対 象／小学生から中高生、大学生、大人の
方まで。親子やご夫婦でのご参加も大歓迎です。

TEL 050-5242-3650
営業時間 １０：００〜２２：００ 定休日 不定休
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：info@m-guitar-dj.com
https://www.m-guitar-dj.com

野洲市三上1039

受付時間／8：00〜18：00

3 着物の保管方法とコーディネート

受 付

守山市勝部4丁目3-1
ウィスペリア102

簡単で短い英語落語の小噺を通して、発音のルールやコツを
レクチャーいたします。英語をどのように話すか、その楽しさを
守山亭一門の子どもたちと一緒に！英語ビギナーの方大歓迎！

守山市勝部4丁目3-20
Bu-Bu-Bu Sun 2F

糀屋吉右衛門

077−587−0397

会 場／エヌアイ珈琲
講 師／北中 哲也
教材費／600円
（テキスト・ケーキ付）
定 員／６名

守山商工会議所

〒524-0021 守山市吉身 3-11-43
TEL. 077-582-2425 FAX. 077-582-1551

後援： 野洲市・草津市・栗東市・守山市

2 煎り立て、珈琲の淹れ方教室

受 付

からだ元気治療院 心陽守山店

英語落語で発音の仕方、
話し方を学ぼう！

守山ギター道場

受付時間／10：００〜２２：００
※不在時留守録にて対応

会 場／糀屋吉右衛門
講 師／山﨑 豊彦
持ち物／エプロン、三角巾、
４L くらい入る容器
（無い方は当店で購入できます）
教材費／2,500円
定 員／18名

栗東市商工会

〒520-3047 栗東市手原 3-1-25
TEL. 077-552-0661 FAX. 077-553-5263

11/07㈭ 10：30〜12：00
11/07㈭ 13：30〜15：00
11/14㈭ 10：30〜12：00
11/14㈭ 13：30〜15：00

受 付

TEL 077-584-3301 FAX 077-584-3302
24時間365日営業（11:00〜20:00はスタッフ在中）
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：info@activeﬁt24.com
http://www.activeﬁt24.com

83

TEL 077-582-2378 FAX 077-582-0688
営業時間 10：００〜１８：００
営業日 金曜日・土曜日・毎月17日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：moe116.turuya@ezweb.ne.jp

受 付

受付時間／11：00〜20：00

守山市守山2丁目2-45

受 付

077−584−3301

会 場／あまが池プラザ
（守山小学校隣・駐車場有）
講 師／東本 利江
持ち物／タオル１枚、飲み物、軽装
教材費／500円
定 員／6名
対 象／65歳以上の方限定

鶴屋吉正 ギャラリー美秀

（各日）10:00〜11:30

受 付

受 付

守山市水保町1133-1

東洋医学による腰痛・膝関節症など疼痛緩和・寝たきり予防・日常動作
の向上に役立ちます。国家資格所持の専門施術師による本格的なも
みほぐし・鍼灸体験をこの機会に是非一度ご体感してみてください。
（各日）10：00〜11：30

11：30〜12：30 ピラティス

active ﬁt 24

心身ともにリフレッシュ！人の手でしか
できないぬくもり施術ご体験

11/14㈭・21㈭

11/9㈯

会 場／ active ﬁt 24
講 師／上玉利 かおり
持ち物／水、タオル
教材費／ 1,100 円
定 員／ 15 名
対 象／ 16 歳以上の女性

TEL 077-514-1778 FAX 077-514-1770
営業時間 ９：３０〜２２：００ 定休日 月曜日
http://katataya.com

受付時間／１０：００〜２２：００

050−5242−3650

草津商工会議所

〒525-0032 草津市大路 2-11-51
TEL. 077-564-5201 FAX. 077-569-5692

受 付

81 ヨガ・ピラティス体験会 82

受付時間／9：00〜20：00

090−8121−5059

会 場／守山ギター道場
講 師／渥美 悟史
持ち物／楽器はご持参いただいても
結構です。
（楽器の貸出しもいたします）
定 員／６名
対象／ギターの種類、ジャンル、経験不問

受講前に必ず 電話・FAX・Eメールでの予約が必要です

受 付

守山市守山2丁目2-46

090−9693−4473

会 場／鶴屋吉正 ギャラリー美秀
講 師／小宮山 美恵
持ち物／エプロン、タオル、
汚れてもいい服
教材費／1,800円（お茶・お菓子付）

土

受 付

門前茶屋かたたや

全日14：30〜16：30（2時間）

※所要時間1時間30分程度

11/０2㈯・０4㈪・０6㈬
11/０9㈯・12㈫・16㈯

受 付

TEL 077-583-9375 FAX 077-583-9375
営業時間 １０：００〜２１：００ 定休日 土曜日・日曜日・祝日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：tea-factory@k.vodafone.ne.jp
http://ameblo.jp/ameblo-s/

場／門前茶屋かたたや
師／筈井 玲子
員／10名
象／経験問いません

11/4㈪・10㈰・24㈰

受 付

受付時間／１０：００〜１３：００
ブログの申込フォームからも申込可能

会
講
定
対

10:00〜
13:00〜

受 付

守山市播磨田町

077−583−9375

11/7㈭

受 付

おケーコ・バイキング Tea-factory

受 付

会 場／チカ守山カルチャーコート
（守山市梅田町 2-1-1 セルバ守山地下 1 階）
講 師／奥山 弓子
持ち物／ウエットティッシュ、筆記用具
教材費／1,000円
定 員／８名
対 象／初心者向け

江戸時代から続くお餅屋さんでの体験教室です。自然の草
木を使い、
スカーフを染めます。

ギターのアレコレ聞いてみよう・
大質問大会

小学生以下のお子様が受講される場合は、保護
者同伴での参加をお願いします。

珈琲の歴史と淹れ方を知り、当日に焙煎した珈琲を入れて、
味わっていただけます。

誰にでも簡単にできる味噌づくり

（各日とも）14：00〜15：30

077−598−1682

定休日や受付時間外は受付できません。
受付開始日・方法が異なる講座もありますので
ご確認の上、お申し込みください。

主催： 湖南四市あきんど連絡会
1 老舗の新店舗での手作り味噌教室

お申し込みから
受講 まで の 流れ

受 付

卓球スクール・用品店アドバンス

077−598−1834

会
講
定

受付時間／１２：３０〜１３：0０

（各日とも）10：00〜17：00

11/10㈰ 14：00〜15：30

〒520-2423 野洲市西河原2400
TEL. 077-589-4880 FAX. 077-589-5380

10/23 水 より受付開始！

受 付

会 場／卓球スクール・用品店
アドバンス
講 師／鳥原 翼、藤田 雄大、
向山 佳步
持ち物／体育館シューズ（上履き）、運動着
定 員／８名

野洲市商工会

090−4270−0562

TEL 090-4270-0562 FAX 077-587-6854
営業時間 １０：００〜１８：００ 定休日 不定休
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：chie-1105-kana@softbank.ne.jp

金

などを無料で教えてくれる少人数制のミニ講座です。お客様のお役に立つ
ことで、
「お店」
と
「まち」のファンづくりを目指しています。

内容によっては材料費がかかるものもあります。

受 付

TEL 077-581-2525
FAX 077-581-2528
営業時間 ９：００〜１７：００
定休日 土曜日・日曜日・祝日

受付時間／１３：００〜１８：００
受付開始／10月24日
（木）

１ 30

11/

受 付

受付時間／９：００〜１７：００

守山市水保町1336-37

077−516−4518

会 場／湖布
講 師／金守 千恵
持ち物／足袋（お持ちであれば）
教材費／1,000円
定 員／６名

受 付

077−581−2525

植物屋HATONE

受 付

守山市千代町110-1

070−5346−1730

受付時間／13:00〜18:00（土・日除く）

受 付

ダスキン守山支店

草津市平井5丁目16-20
グリーンレイク平井102

contact@core-inﬁnity.jp

11:00〜12:00

受 付

会 場／ダスキン守山支店
講 師／山本 信宏、新木 大輔
持ち物／スリッパ、エプロン
教材費／2,000円
定 員／16名

Core Inﬁnity

10：00〜11：00

受 付

070−5346−1730

11/2㈯・9㈯・24㈰

会 場／植物屋 HATONE
講 師／廣政 康孝
持ち物／軍手（土を触りますので気になる方は）
教材費／1,500円
定 員／５名

開催期間

二部仕立ての着物は、文字通り上下に分かれた着物ですが
着物を着て帯を巻けばフツーの着物と全く同じです。講座
では、超簡単着付けをご自身で体験していただきます。

11/16㈯ 13：00〜15：00

受 付

草津市平井5丁目16-20
グリーンレイク平井102

robot-trial@core-inﬁnity.jp

会 場／守山駅前コミュニティホー
ル（守山市梅田町2-1-1セルバ守山3階）
講 師／若狭 喜弘
教材費／1,000円・資料費
定 員／10名

11/8㈮・15㈮・22㈮・29㈮
14：00〜15：00

受 付

学びラボ

受 付

会 場／守山駅前コミュニティホール
（守山市梅田町2-1-1セルバ守山3階）
講 師／若狭 喜弘
定 員／４組
対 象／小学 5 年生〜中学生

秋からが本番の多肉植物。可愛く色づいてきたエケベリア
やセダムを使ったオリジナルの寄せ植え鉢を作ってみませ
んか？アフターフォローもお任せください。

お店の人が講師になって、「プロならではのコツ」や「使い方や考え方」

無料

お 店 の人 が 教 えてくれる

69 ロボットのプログラミングを体験しよう 70 コーチングのエッセンスを体験しよう 71 多肉植物の寄せ植えしてみませんか？ 72 時短・簡単！湖布の二部仕立て着物
小中学生のための本気のロボット教室です。
ロボットの動き
をキーボードでプログラミング（C言語）。
ロボットで地上絵
を描こう！ロボット博士養成講座の体験会です。

受講料

077−568−3737
受付時間／13：00〜20：00

TEL・FAX 077-568-3737 営業時間 13:00〜20:00
定休日 月曜日、第二・第四火曜日
Ｅ−ｍａｉ
ｌ
：shomaru2000@gmail.com
https://riprap-bites.com

