
15色以上のカラーバリエーションがある砂の中から、好きな
砂を使ってグラスの中で模様を表現します。

1 グラスサンドアートの
ワークショップ

受付時間  10:00～17:00
090-6976-7649

受
付

ストロベリーファクトリー

TEL 090-6976-7649
営業時間 10:00～17:00　　定休日 不定休
https://www.strawberry-factory.info/

草津市北山田町3267-4

11/17㊋・24㊋

12/1㊋・8㊋・15㊋

各日とも　11：00～12：30

会　場●ストロベリーファクトリー
教材費●1,500円（当日）
定　員●10名

ルアー&ウキでの釣りの仕方をお教え致します。

2 琵琶湖岸で釣り教室

Lureshop riprap

TEL 077-568-3737　　FAX 077-568-3737
営業時間 13:00～20:00　　定休日 日曜日、月曜日
E-mail：shomaru2000@gmail.com　　https://riprap-bites.com

草津市下物町74-6

11/28㊏ 10：00～12：00

会　場●Lureshop riprap
　お店で集合して湖岸へ向かいます。
講　師●岩嵜 正次
教材費●2,200円（当日）
定　員●5名 shomaru2000@gmail.com

受付時間  13：00～20：00
077-568-3737

受
付

近江の伝統産業、シルク真綿（まわた）でひざかけを作りませ
んか。繭玉から作られる角真綿を引き伸ばし、何層にも重ね
るのでふわふわで軽くて暖かなひざかけが出来上がります。

3 シルク真綿（まわた）の
ひざかけ手づくり体験

受付時間  10：00～19：00
077-563-8500

受
付

ふとんのフジタ

TEL 077-563-8500　　FAX 077-564-8321
営業時間 10：00～19：00　　定休日 火曜日
E-mail：futonya.fujita@live.jp　　https://www.fujitafuton.shop/

草津市上笠4-12-19

11/19㊍ 13：30～15：00

11/20㊎ 13：30～15：00

11/21㊏ 13：30～15：00

会　場●ふとんのフジタ
講　師●藤田 哲浩
教材費●3,000円（当日）
定　員●4名

パズルとロボットカーを使用したプログラミング体験です。

4 こどもロボットプログラミング

こどもロボットプログラミング

TEL 090-9867-1219　　FAX 077-509-7978
営業時間 10：00～17：00　　定休日 不定休
E-mail：kusatsukodomo0411@gmail.com

草津市上笠4-3-17　ＪＡ草津市店舗2ＦＢ-5

kusatsukodomo0411@gmail.com

11/17㊋～12/5㊏の
火、水、金、土

①16：15～17：15（6歳～小2）
②17：30～18：30（小3～小4）

会　場●こどもロボットプログラミング
講　師●鈴木 佳美
教材費●1,000円
　　　　（パズルブロック代・当日）
定　員●５組（親子）
対　象●6歳～小学校4年生と保護者 受付時間  10:00～17:00

090-9867-1219
受
付

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。

5 ロボットのプログラミングを
体験しよう

学びラボ

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

草津市平井5-16-20　グリーンレイク平井102号

11/21㊏・28㊏

12/5㊏・19㊏ 
各日とも 10：00～11：30
　　　　 13：00～14：30
　　　　 15：00～16：30
会　場●草津市立まちづくりセンター
　　　　（草津市西大路町9-6）
講　師●若狭 喜弘
持ち物●筆記具
定　員●2組
対　象●小学5年生～中学生

https://ws.formzu.net/dist/S13321027/

結婚式や職場、友人との会合など、意外と知らない食事マナ
ーをお教え致します。ホテルマンのおもてなしサービスをお
話します。

6 テーブルマナー講座

077-566-3333

クサツエストピアホテル

TEL 077-566-3333　　FAX 077-565-7775
定休日 なし
http://www.estopia.jp

草津市西大路町4-32

11/18㊌ 14：00～15：00

会　場●クサツエストピアホテル
講　師●河見 吉紀
定　員●15名

完全1対1の指導で、目的に沿った運動を行います。有資格の
トレーナーも常駐しているので、運動後のケアもしっかり行え
ます。ぜひ、新しい運動スタイルを体験してみてください。

7 個室空間で運動を。

受付時間  10：00～20：00
　　（土曜日は18：00まで）

077-561-8809
受
付

RAGU plus （ラグプラス）

TEL 077-561-8809　　FAX 077-561-5585
営業時間 10：00～20：00（木、金 21：00／土、祝 18：00）　　定休日 日、月曜日
E-mail：info@ragu-active.jp　　https://ragu-active.jp

草津市西大路町4-32-105　クサツウエストロイヤルタワー1F

11/21㊏ 10：00～11：00
　　　　　  14：00～15：00
11/24㊋ 10：00～11：00
　　　　　  18：30～19：30
12/  3㊍ 10：00～11：00
　　　　　  19：30～20：30

会　場●RAGU plus
講　師●大江 ばらか
持ち物●動きやすい服装
定　員●2名
対　象●10歳～

はじめてでも簡単♪自分でできるお灸のやり方、ツボの探し
方、東洋医学とお灸に関する知識が楽しく学べます♪温かく
て気持ちいいセルフケアで健幸生活をはじめてみませんか?

8 健幸お灸教室

受付時間  （定休日を除く）
9：00～12：00／15：00～18：00

077-584-5289
受
付

鍼灸施術所 誠療庵

TEL 077-584-5289　　FAX 077-584-5289
営業時間 9：00～13：00／15：00～19：00　　定休日 月曜日・日曜午後
E-mail：seiryoan.info@gmail.com　　https://seiryoan.com/

草津市渋川1丁目10-12　ヴィラヤマモト1F

11/16㊊ 10：00～11：30

11/23㊊ 10：00～11：30

11/29㊐ 15：00～16：30

会　場●鍼灸施術所 誠療庵
講　師●山本 誠・山本 藍
教材費●500円
　　　　（テキスト、お灸代・当日）
持ち物●ひじ下とひざ下が出し
　　　　やすい服装
定　員●4名

草津市出身のバレエダンサー野村綾子さんにお越しいただ
き、ピラティスやバレエの要素を取り入れたストレッチを教え
ていただきます。お子様連れもＯＫ!!

9 育児疲れに効果抜群!!
ストレッチ

受付時間  8：00～18：00
077-598-6241

受
付

キッズルームたんぽぽ

TEL 077-598-6241　　FAX 077-598-6241
営業時間 8：00～18：00　　定休日 年中無休
E-mail：info@tanpopo-kusatsu.com　　https://tanpopo-kusatsu.com

草津市若竹町1-13　吉岡ビル1Ｆ

11/28㊏ 10：00～11：30

12/12㊏ 10：00～11：30

会　場●キッズルームたんぽぽ
講　師●野村 綾子
持ち物●タオル、飲み物、
　　　　ヨガマット（無料貸出しあり）
定　員●３組

ホームパーティに役立つ簡単なパンを作り、おもてなし料理
にします。できあがった生地から作るので、初めての方も安心
してお越しください。

10 冬のおもてなしに使える
パン作り

セルクルキッチン

TEL 090-2356-8554
定休日 不定休
E-mail：tsukinopan@gmail.com　　https://www.cerclekitchen.com/

草津市大路1-17-7　アトリエⅡ号館2階

11/29㊐ 13：00～15：00

11/30㊊ 11：00～13：00

会　場●セルクルキッチン
講　師●山田 睦美
教材費●1,000円（テキスト、
　持ち帰り用パン、飲み物・当日）
持ち物●エプロン、手ふきタオル、
　　　　マスク、筆記用具
定　員●4名
対　象●中学生以上女性のみ 受付時間  14：00～17：00

090-2356-8554
受
付

https://www.cerclekitchen.com/reserve

左うちわってどうしてお金持ち？
へそくりの語源は？男女間の振った、振られたって？
着物の袖？

11 知らず知らずに使っている
着物言葉！

受付時間  10：00～19：00
077-565-4700

受
付

和蔵

TEL 077-565-4700　　FAX 077-565-4730
営業時間 10:00～19:00　　定休日 月1回不定休
E-mail：masukura.wakon-932@docomo.ne.jp

草津市大路1-1-1　Lty932 2F

11/16㊊ 13：00～14：00

11/17㊋ 13：00～14：00

11/18㊌ 13：00～14：00

会　場●和蔵
講　師●増倉 昭二
定　員●5名

姿勢が傾いていれば腰痛、肩こり、頭痛、膝痛、顎の痛みの他、
内臓の不調や精神の不調等が起こります。姿勢に関する基礎
知識のお話。

12 姿勢と健康の基礎講座

受付時間  10：00～18：00
077-569-5202

受
付

KCSセンター草津院

TEL 077-569-5202　　FAX 077-569-5202
営業時間 10：00～20：00　　定休日 月曜日、金曜日、日曜日
E-mail：kcs-kusatsu@kxe.biglobe.ne.jp

草津市大路1-1-1　Lty932　3F

11/26㊍ 14：00～15：30

12/  3㊍ 14：00～15：30

12/  5㊏ 14：00～15：30

12/12㊏ 14：00～15：30

会　場●KCSセンター草津院
講　師●井ノ岡 典代
定　員●2～3名

まち
ゼミ

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

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

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

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

主催／湖南四市あきんど連絡会　　　後援／草津市・栗東市・守山市・野洲市

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」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。

まちゼミ

まちゼミ2020　1/4

11/4㊌より随時受付開始！お店の人が教えてくれる
2020

受講料
無料

開催
期間

■内容によっては材料費がかかるものもあります。
■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。

Check!

11/16 12/25
（月） （金）

お申込みから受講までの流れ

講座を選ぶ1

※受付方法･開始日･時間帯等は講座によって異なります
ので、ご確認の上お申込みください。

※TEL の際は「まちゼミの申込です」と伝えてください。
※FAX・Mail の場合は、「受講講座番号」「受講希望日時」
「受講者氏名」「電話番号」を必ず明記ください。

チラシの内容から
受けたい講座をお選びください。

参加する
※やむを得ず欠席される場合は、必ずご連絡ください。

3 裏面の感染症対策や当日の持ち物を確認の上、
時間・場所をお間違えのないよう、ご参加ください。

申し込む2 受講前に必ずお申込みください。
受付方法はここをcheck!!

TEL受付 FAX受付 Mail受付 WEB受付 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○

00 ○○○○○○○○○○○

受付時間  00：00～00：00
000-000-0000

受
付

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○　　○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○　　○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○　　○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

11/00㊎ 00：00～00：00

11/00㊎ 00：00～00：00

11/00㊎ 00：00～00：00

会　場●○○○○○
講　師●○○○○○
教材費●○○○○○
持ち物●○○○○○
定　員●○○○○○
対　象●○○○○○



まちゼミ2020お店の人が教えてくれる
TEL
受付

FAX
受付

Mail
受付

WEB
受付

※受付方法・開始日・時間帯等は講座によって
　異なりますので、ご確認の上お申込みください。

会　場●クーズコンセルボ
講　師●吉川　
教材費●大人1,280円
　　　　小学生以下640円（当日）
定　員●20組
対　象●どなたでも（子供さんも参加OK
です。店内ではお静かにお願いいたします。）

オーブンから出来たてのあつあつパンを次々と食べていただ
く、胃袋でおいしいを味わう講座。

20 幸せアツアツランチ

クーズコンセルボ 南草津店

TEL 077-565-8180
営業時間 7：00～20：30　　定休日 不定休
E-mail：yirt08296302@i.softbank.jp

草津市野路1-15-5　フェリエ南草津1F

11/16㊊・30㊊

12/7㊊・14㊊・21㊊
すべて10：00～11：00

yirto08296302@i.softbank.jp

受付時間  18：00～19：00
077-565-8180

受
付

・玄米の試食体験
・管理栄養士から玄米オススメポイントの紹介
・歯科衛生士からよく噛んで食べる玄米について

21 今日から始める
サンスター流カムLife

受付時間  10：00～15：00
　　　　  (担当：曽根、松本）

077-596-3516
受
付

びわこ心身健康道場café

TEL 077-596-3516　　FAX 077-596-3516
営業時間 10:00～17:00　　定休日 土曜日、日曜日、祝日
E-mail：coconiaru8082@gmail.com

草津市南草津2丁目3-9　コミュニティ南草津ビルⅢ1F

11/20㊎・12 /1㊋

12/ 7㊊・15㊋

12/18㊎・23㊌

すべて①14：00～15：00
　　　②15：30～16：30

会　場●びわこ心身健康道場café
講　師●高稲、田北
教材費●500円（当日）
定　員●各日、各時間10名

全国屈指の強豪校、立命館大学将棋研究会メンバー指導のも
と、みんなで将棋を指しましょう！
※初心者向けの入門講座も開催します

22 将棋を指そう！！

受付時間  10：00～19：00
077-561-5517

受
付

ロマン楽器㈱（ロマンカルチャー倶楽部）

TEL 077-561-5517　　FAX 077-561-3888
営業時間 10：00～19：00　　定休日 なし
E-mail：rc@roman-gakki.co.jp　　http://www.roman-culture.jp

草津市南草津5-3-3

（午前の部）
11/29㊐ 10：00～12：00

（午後の部）
11/29㊐ 13：00～15：00
※入門講座13：00～14：00

会　場●ロマン楽器㈱
　　　　（ロマンカルチャー倶楽部）
講　師●立命館大学将棋研究会
定　員●午前、午後ともに各12名、
　　　　入門講座は8名

毎日がんばる子供さんを食事の面からサポートしませんか?
アスリートフードマイスター2級のフルーティストが勧めるお
父さん、お母さんの為の生演奏付き講座です。

23 がんばる子供の為の
アスリートフード

Collaborate
TEL 077-549-2838　　FAX 077-549-2838
営業時間 10：00～20：00　　定休日 不定休
https://mitsunaga.info/collaborate

https://mitsunaga.info/collaborate

11/17㊋ 10：30～12：00
11/21㊏ 15：00～16：30
12/  6㊐ 15：00～16：30
12/10㊍ 10：30～12：00

会　場●11/21㊏・12/6㊐
　　　　リストランテヴェルサーレ
　　　　（草津市追分南5-12-15）
　　　　11/17㊋・12/10㊍
　　　　浄教寺（草津市草津2-9-3）
講　師●光永（千藤） 里子
持ち物●筆記用具　定員●10名

マスクで表情が分からない今、メイクで明るく輝いてみません
か？マスクをはずさず受講頂けます。

24 マスク映えメイク

077-552-3750

メナードフェイシャルサロン スキップアリーバ

TEL 077-552-3750　　FAX 077-552-3750
営業時間 10：00～18：00（要相談）　　定休日 不定休
E-mail：menard.skip.arriba@ezweb.ne.jp

栗東市手原4丁目5-14　メゾントレゾール101

11/16㊊ 10：00～11：30

11/23㊊ 10：00～11：30

11/26㊍ 13：00～14：30

会　場●メナードフェイシャルサロン
　　　　スキップアリーバ
講　師●毛利 亜也子
持ち物●アイカラーブラシ、
アイカラーチップ、アイライナー、
マスカラ　※コロナ感染対策の為
定　員●各回4名

お家にある物を使って簡単にできる美肌ケアとお灸を使った
アンチエイジングや免疫力UPの秘訣をお伝えし、実際に体験
もして頂けます。「刺さないはり治療」の体験もあり。

25 お家でできる
簡単ツボ押し免疫力UP講座

11/18㊌・23㊊ 13：00～14：00

12/  5㊏・10㊍ 10：00～11：00

12/13㊐・19㊏ 10：00～11：00
　　　 ※終了時間は前後する可能性有

受付時間  8：00～20:00
077-576-5505

会　場●鍼灸サロン Beverly
講　師●森岡 麻衣
教材費●500円(お灸代)
持ち物●膝まで上がるズボンを
着用してお越し下さい
定　員●各回4名　
※友人やご家族などと一緒に参加も可 受

付

鍼灸サロン Beverly

TEL 077-576-5505
営業時間 8：00～20：00　　定休日 不定休
E-mail：310.beverly@gmail.com　　http://www.beverly-jp.com

栗東市御園1897

AI（人工知能）を使ったアプリはもはや私たち日常生活では
当たり前になってきました。プログラミングでファーストフー
ド店のCMそっくりなアプリを作ってみませんか？

26 AI×プログラミング体験教室

受付時間  9：00～19：00
※HPからの受付も可

090-5654-4483
受
付

しがロジカルキッズネットワーク

TEL 090-5654-4483
営業時間 9：00～16：00　　定休日 月・火曜日
E-mail：shigalogicalkids@gmail.com　　https://www.shigalogicalkids.com

守山市浮気町300-15　グランドメゾン守山115　TORKS内　

12/12㊏ 13：30～14：30
　　　　　  15：00～16：00

12/13㊐   9：30～10：30
　　　　　  11：00～12：00
会　場●ウイングプラザ4階研修室
　　　　（栗東市綣2-4-5）
講　師●世古 美和
教材費●200円（テキスト代）
定　員●各回8名
対　象●小学校1年生～
　　　　小学校5年生

相続、遺言、離婚、交通事故、債務整理…など、弁護士に無料法
律相談してみませんか。「こんなこと相談しても良いのか
な？」と思われることでもどうぞお気軽にご予約ください。

27 弁護士による無料法律相談

受付時間  9：30～18：30
077-554-5408

受
付

湖南法律事務所

TEL 077-554-5408
営業時間 9：30～18：30　　定休日 土・日・祝
http://konan-lawoffice.com

栗東市小柿6丁目1-22　竹之内ビル201

11/29㊐
①  9：30～10：30
②11：00～12：00
③13：00～14：00
④14：30～15：30
⑤16：00～17：00

会　場●湖南法律事務所
講　師●弁護士　西川 真登
　　　　（滋賀弁護士会所属）
定　員●各時間1名または1組

私たちは大人になる過程で可能性や夢、感情、個性などたく
さんの自分を無意識におくことで日々を生きています。自分と
出会うスッキリ楽しいアートセラピーをご一緒しましょう。

13 色んな私とつながる
＊癒しのアートセラピー

日本心理カウンセラー養成学院 滋賀校

TEL 077-569-5455　　FAX 077-569-5456
営業時間 10：00～21：00　　定休日 土曜日、日曜日、祝日
E-mail：ask@jtc-web.jp　　https://jtc-web.jp

草津市大路1-1-1　Lty932 4F

11/18㊌ 13：00～14：30

11/21㊏ 15：30～17：00

11/27㊎ 15：30～17：00

会　場●日本心理カウンセラー
　　　　養成学院 滋賀校
講　師●礒田 修幸/宮原 みゆき
持ち物●筆記用具、クレパス（色鉛筆）
定　員●10名 ask@jtc-web.jp

受付時間  10：00～16：30
0120-646-556

受
付

新米のおにぎりを試食しながら、新米を味わい、お米のあれこ
れ（精米、見分け方、炊き方等）をお伝えします。

14 新店舗でおいしい
新米（おにぎり）を試食

受付時間  9：00～18：00
077-562-0462

受
付

㈱駅前米屋

TEL 077-562-0462　　FAX 077-562-0625
営業時間 9：00～18：00　　定休日 火曜日
http://www.ekimaekomeya.jp/

草津市大路1-8-15　クロスアベニュー草津B-111

11/20㊎ 10：30～12：00

11/27㊎ 10：30～12：00

12/  4㊎ 10：30～12：00

会　場●㈱駅前米屋
講　師●南井 孝一
教材費●200円
　　　　(おにぎり2ヶ・当日)
持ち物●筆記用具
定　員●10名

ねんりんピック等で採用されている、ルール・マナーを体験し
ていただきます。

15 健康麻雀体験会

受付時間  10：00～16：00
090-3840-7517

受
付

わくわく健康まーじゃん教室

TEL 090-3840-7517
営業時間 10：00～16：00　　定休日 日曜日
E-mail：kanchando-a@ezweb.ne.jp　　http://mahjong.dreamblog.jp/

草津市草津3-13-75西井ビル3F　カルチャー＆コミュニティサロンC&Sわくわく

11/22㊐ 13：30～15：00

会　場●わくわく健康まーじゃん教室
講　師●石本 彰
持ち物●筆記用具
定　員●8名

血行過剰タイプと、血行不良タイプがあります。自分の健康状
態を知りましょう。血管年齢もわかります。なんとなく体調が
優れない方、是非一度お気軽にお越しください。

16 あなたの血行を
健康測定してみませんか?

健康相談・にこにこ堂

TEL 077-562-1165　　FAX 077-558-8132
営業時間 9：00～18：00　　定休日 日曜日
E-mail：tuiterunikoniko@sepia.plala.or.jp

草津市矢倉1丁目5-33

11/16㊊～12/25㊎まで

　　 （日曜日を除く）

9：00～18：00の間でご都合の
良い時間でお待ちしております。
事前にお電話でご予約ください。

会　場●健康相談・にこにこ堂
講　師●山本 康博
定　員●お一人ずつ対応させて
　　　　いただきます

tuiterunikoniko@sepia.plala.or.jp

受付時間  9：00～18：00
077-562-1165

受
付

練習形式でゴルフスイングを体験してください。

17 ゴルフにチャレンジ！！

受付時間  10：00～21：00
077-562-1135

受
付

ミナミ草津ゴルフガーデン

TEL 077-562-1135　　FAX 077-562-2761
営業時間 9：30～22：30　　定休日 なし
E-mail：m932-562＠minami-group.jp　　http://minami-golf-batting.jp/golf-garden

草津市東矢倉3-9-75

12/  6㊐ 16：00～17：00

12/13㊐ 16：00～17：00

会　場●ミナミ草津ゴルフガーデン
講　師●野村 裕之
教材費●500円（ボール代金・当日）
持ち物●グローブ
定　員●8名
対　象●社会人

かきかた・ペン習字・毛筆・筆ペンの多様なプログラム教材で、
新しい生活様式の中、最小努力で最大効果を目指します。よい
所を見つけ、何よりも自己肯定感を大切にしています。

18 美しい文字と一緒に
自信も大きく育ちます

受付時間  8：00～21：00
080-5167-0284

受
付

公文追分書写教室

TEL 080-5167-0284
営業時間 8：00～21：00　　定休日 日曜日
www.kumon.ne.jp/lil

草津市追分3-17-6

毎週木、金、土曜日の
40分程度
事前にお電話でご予約ください。
金曜日19：30～20：10のみ
zoom対応可能

会　場●公文追分書写教室
講　師●清島 明代
定　員●４名

電動カートの操作方法、交通ルールを学びます。安心安全に乗
っていただける為の入門基礎講座です。

19 電動カートの運転教室

受付時間  9：00～18：00
077-567-8826

受
付

デ・アルコ㈲

TEL 077-567-8826　　FAX 077-566-7784
営業時間 9：00～18：00　　定休日 なし
E-mail：mamiya@d-alko.co.jp　　http://d-alko.co.jp

草津市青地町1025-14

12/  2㊌ 13：30～14：30

12/  9㊌ 13：30～14：30

12/16㊌ 13：30～14：30

会　場●デ・アルコ㈲
講　師●田中 和美
持ち物●運動できる服装（軽装）
定　員●6名

親子で一緒に体を動かし楽しく運動をします。リズムに合わ
せてジャンプや器械体操を行います。

28 親子体操

受付時間  平日／15：00～21：00
　　　　  土日／12：00～17：00

077-552-5753
受
付

栗東体操クラブ

TEL 077-552-5753
営業時間 平日／15：00～21：00　土日／12：00～17：00
定休日 不定休

栗東市小柿3-3-16

11/19㊍ 11：00～12：00

11/26㊍ 11：00～12：00

12/  3㊍ 11：00～12：00

会　場●栗東体操クラブ
講　師●西森 敏紀
持ち物●飲み物、タオル、元気
定　員●各回10名または5組
対　象●男女2歳児から
　　　　保護者同伴

日頃近くにベイスターズの事を語る仲間がいない方、淋しく
肩身の狭い思いをされている方、ここに来て心置きなく横浜
DeNAベイスターズについて語りましょう。仲間がいます！

29 滋賀でのベイスターズファン
仲間の増やし方

受付時間  10：00～20：00
077-552-8129

受
付

ステーキキッチン ボストンコモン

TEL 077-552-8129　　FAX 077-552-8129
営業時間 11：30～14：00／18：00～21：00　　定休日 毎週火曜日、第1・3月曜日
E-mail：welcome@bostoncommon1998.com　　https://bostoncommon1998.com

栗東市綣10丁目8-3

11/29㊐ 15：00～17：00

会　場●ステーキキッチン
　　　　ボストンコモン
講　師●松山 竜太
教材費●500円（ソフトドリンク代）
定　員●10名

子供の成長・発育・姿勢について親子で一緒に学びましょう。
栄養や姿勢は身長や学力にも影響します。エコー検査測定で
身長が伸びる予測ができます。

30 子供の成長・運動と
栄養の関係性、姿勢と健康

受付時間   9：00～12：00
　　　　 15：00～20：00

077-574-8655
受
付

健すこやか接骨院・針灸院

TEL 077-574-8655　　FAX 077-574-8656
営業時間 9：00～12：00／15：00～20：00　　定休日 日曜日
E-mail：o.takeshi0512@gmail.com　　http://www.kenkodo-group.com

栗東市綣2丁目2-34　ウイングビュー1F

11/28㊏ 14：00～15：00

会　場●健すこやか接骨院・針灸院
講　師●二又 開、大泉 健
定　員●10名または5組
対　象●成長期の子供と
　　　　その保護者 

表装裂を使ったクルミボタン（ブローチ、マグネット、ヘアゴム
等）作りや、襖紙を使ったポチ袋を作ってみませんか。
お気軽にご参加くださいね。

31 表具をもっと身近に…表装裂の
アクセサリーを作ってみよう！

受付時間  9：00～17：00
※不在時留守電にて対応します

077-552-0139
受
付

古梅堂 磯貝表具店

TEL 077-552-0139　　FAX 077-552-0139
営業時間 9：00～17：00　　定休日 不定休
E-mail：kobaido@iris.eonet.ne.jp　　http://kobaido.main.jp/

栗東市六地蔵972

11/19㊍ 14：00～15：30

12/  6㊐ 14：00～15：30

会　場●古梅堂 磯貝表具店
講　師●磯貝 理絵
教材費●500円（表装裂、
　　　　クルミボタンキット、襖紙）
定　員●各回7名

まちゼミ

お店の人が教えてくれる

2020

草　津講座一覧

守　山栗　東

オンライン野　洲

※感染症対策等については最終ページ下部
またはホームページをご確認ください。

まちゼミ2020　2/4



11/4㊌より随時受付開始！ 受講前に必ずTEL・FAX・Mail・WEBフォームでの予約が必要です
※感染症対策等については最終ページ下部またはホームページをご確認ください。

形にとらわれず、自由に寄せ植えをしてみませんか？
様々なお花を揃えてお待ちしております！！

40 寄せ植え教室 ～my color～

※花の内容は変わることがありますので
　ご了承をお願いします。

株式会社 えんどう種苗

TEL 077-583-0272　　FAX 077-583-8819
営業時間 8:30～18:30　　定休日 なし
E-mail：from-endo.seed@cube.ocn.ne.jp

守山市中町48

from-endo.seed@cube.ocn.ne.jp

12/12㊏ 13:30～15:30

会　場●株式会社えんどう種苗
講　師●眞喜屋 沙弥香
教材費●2,750円（花代、鉢代）
持ち物●汚れても良い服、軍手などの
　　　　寄せ植えが出来る道具、
　　　　飲み物、お持ち帰り用袋
定　員●1講座あたり20名

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致します！
未経験の方でも大丈夫！卓球で楽しく運動しましょう！

41 今流行の卓球を
体験してみませんか!?

受付時間  9:00～18:00
077-598-1834

受
付

卓球スクール・用品店 アドバンス

TEL 077-598-1934　　FAX 077-514-2128
営業時間 9:00～19:00　　定休日 不定休
E-mail：info@t-advance.jp

守山市勝部1丁目3-12

11/18㊌ 11:00～12:00

11/25㊌ 11:00～12:00

会　場●卓球スクール・用品店
　　　　アドバンス
講　師●藤田 雄大
持ち物●体育館シューズ（上履き）、
　　　　運動着
定　員●1講座あたり8名

パズルとロボットカーを使用したプログラミング体験です。

42 こどもロボットプログラミング

こどもロボットプログラミング

TEL 090-9867-1219　　FAX 077-509-7978
営業時間 10:00～17:00　　定休日 不定休
E-mail：yoshi701m@gmail.com

草津市上笠4丁目3-17　JA草津市店舗2F B-5

11/22㊐・29㊐・12/6㊐
①14:00～15:00
　（6才～小学2年生）
②15:30～16:30
　（小学3年生～小学4年生）

会　場●あまが池プラザ
　　　　（守山市勝部1丁目13-1）
講　師●鈴木 佳美
教材費●1,000円（パズルブロック代）
定　員●1講座あたり親子5組
対　象●6才～小学4年生と保護者

kusatsukodomo0411@gmail.com

受付時間  10:00～17:00
090-9867-1219

受
付

白い無地のマグカップに写真や絵を描いてプリントします。

44 オリジナルマグカップを作ろう！

受付時間  10:00～19:00
077-598-1682

受
付

鉄人工房 マツヤ

TEL 077-598-1682　　FAX 077-598-1683
営業時間 10:00～19:00　　定休日 水曜日・祝日
E-mail：info@tetsujin.jp　　https://www.tetsujin.jp/

守山市木浜町1868-1（速野交番となり）

11/16㊊～12/25㊎

　※水曜日を除く
　　10:00～、14:00～

会　場●鉄人工房 マツヤ
講　師●松谷 悦男
教材費●500円（マグカップ代）
持ち物●プリントしたい写真が
　　　　あればご用意ください
定　員●1講座あたり1組
対　象●小学生以下

持ち込まない・減らす・増やさない
掃除のコツを学びます。

45 お掃除教室

受付時間  9:00～17:00
0120-300-849

受
付

ダスキン湖南 守山支店

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
https://www.duskin.net

守山市千代町110-1

11/26㊍ 14:00～16:00

11/28㊏ 10:00～12:00

12/  2㊌ 10:00～12:00

会　場●ダスキン湖南守山支店
講　師●一井 みどり
持ち物●スリッパ、筆記用具
定　員●1講座あたり10名

季節に応じた寄せ植えの作り方のコツを教えます。

46 季節の寄せ植え教室

受付時間  9:00～17:00
0120-300-849

受
付

ダスキン湖南 守山支店

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
https://www.duskin.net

守山市千代町110-1

11/25㊌ 10:00～12:00

11/28㊏ 14:00～16:00

会　場●ダスキン湖南守山支店
講　師●新木 大輔
教材費●2,500円（税込）
持ち物●スリッパ、てぶくろ、
　　　　エプロン、筆記用具
定　員●1講座あたり8名

リズムを焦点にギターの奏法をレクチャー。アンサンブルを
楽しみながらすすめていきます。エレキ、アコギ、経験不問です。
ご参加いただいた方にオリジナルピックプレゼント！

47 未経験者歓迎！
ギターでリズムアンサンブル

※上記サイトにてお申込みフォームをご用意。
　『守山ギター道場』で検索ください。

守山ギター道場

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

守山市勝部4丁目3-20　Bu-Bu-Bu Sun2F

https://www.m-guitar-dj.com

11/21㊏ 14:00～16:00

11/22㊐ 14:00～16:00

11/23㊊ 14:00～16:00

会　場●守山ギター道場
講　師●渥美 悟史
持ち物●ギター（貸し出し用の
備品もあります。）・室内用スリッパ
定　員●1講座あたり4名
対　象●密を避けるため講座進行中に
付き添いが必要な方はご遠慮ください。

眉は顔の印象を左右する重要なパーツ。
基本の作り方を学び自然体の美眉で過ごしませんか。
マスクを外さず受講できます。

48 美人映えする眉メイクレッスン

ナチュラル美顔サロン ベル

TEL 077-599-0920　　FAX 077-599-0920
営業時間 9:00～18:00　　定休日 不定休
E-mail：belle@ocao.me

守山市下之郷1丁目2-32-102

11/17㊋・23㊊㊗

12/1㊋・7㊊
各日    9:00～  9:30
　　  11:00～11:30
　　  13:00～13:30

会　場●ナチュラル美顔サロン ベル
講　師●Meg
教材費●500円
定　員●1講座あたり3名
対　象●女性

「ナチュラル美顔サロン
ベル 予約サービス」
で検索

スラックラインの基礎知識、基本フォームから初級の簡単な
技、テクニックまでを気楽に楽しく体験していただけます。

32 今、話題のスラックラインに
チャレンジ

受付時間  8：00～18：00
090-5158-8800

受
付

栗東スラックラインパークyou空感

TEL 090-5158-8800　　FAX 077-551-0759
営業時間 10：00～20：00（※平日は完全予約制）　　定休日 不定休
E-mail：slackline.youkukan@gmail.com

栗東市荒張210-12

11/16㊊ 16：00～17：30

11/17㊋ 16：00～17：30

11/18㊌ 16：00～17：30

会　場●栗東スラックラインパークyou空感
講　師●林 英雄
持ち物●飲み物、タオル、運動しや
すい服装、なるべく靴裏が平らな靴
定　員●各回10名または5組
対　象●18才以上（18才以下は
　　　　保護者同伴）

ご愛用のお布団を診断し、銀イオンオゾンスプレーと専用乾
燥機でふっくらキレイに！眠りや羽毛布団のお手入れについ
てお話しをし、あなたの眠りをサポートします。

33 良質な眠りで免疫力UP!
お布団の診断と除菌でふっくら！

受付開始  11月5日㊍～
受付時間  9：30～18：00

077-558-2408
受
付

ふとんの三木屋

TEL 077-558-2408　　FAX 077-558-0437
営業時間 9：30～19：00　　定休日 水曜日
E-mail：mikiya2408@zeus.eonet.ne.jp　　http://futonmikiya.com

栗東市荒張2201

11/19㊍ 10：00～18：00

11/20㊎ 10：00～18：00

11/21㊏ 10：00～18：00
（お好きな時間をご予約下さい。1時間程度）

会　場●ふとんの三木屋
講　師●三木 真理
持ち物●ご愛用の布団（2枚まで。
　　　　掛・敷どちらでも可）
定　員●2名または1組

お店の2階で自然薯の作り方を説明（約30分）。畑へ移動して
収穫体験をして頂き写真撮影の後解散。尚希望者にはお店で
自然薯料理を食べて頂けます。（小雨決行）

34 地元特産の自然薯の
つくり方と収穫体験

受付開始  11月6日㊎～
受付時間  15：30～17：30

077-558-1166
受
付

自然薯料理 とろりん

TEL 077-558-1166　　FAX 077-558-1167
営業時間 11：00～15：00　火・水曜日
E-mail：info@tororin.jp　　https://www.tororin.jp

栗東市御園264

11/19㊍ 10：00～12：00

11/20㊎ 10：00～12：00

会　場●自然薯料理 とろりん
講　師●原田 茂
持ち物●ご自身の飲み物
　　　　（手袋は用意します）
定　員●各回10名
対　象●小学生以上

榮農場特別栽培のこだわり滋賀羽二重もちを使った大福やフ
ルーツ大福を作ります。

35 新米の滋賀羽二重糯で作る
絶品大福餅

受付時間  9：00～17：00
090-8822-7510

受
付

A.M.A.ファミリーズ榮農場内 「榮劫菴」

TEL 077-552-0353　　FAX 077-552-0387
営業時間 8：30～17：30　　定休日 日曜日
E-mail：info@sakaefarm.jp　　http://sakaefarm.jp/

栗東市蜂屋720-2

11/17㊋ 10：00～13：30

会　場●A.M.A.ファミリーズ榮農場内
　　　　「榮劫菴」
講　師●中井 京子
教材費●1,500円
持ち物●エプロン、三角巾、タオル
　　　　など
定　員●6名

日本舞踊を基盤にした科学的にも検証された運動NOSSを
使って百人一首舞の踊りにチャレンジ。運動＋文化でしなや
かな心と体づくりを推進。お気軽な服装でどうぞ。

36 はじめての百人一首舞＆
NOSS

和のSmile

TEL 080-8523-7700　　FAX 077-553-9866
営業時間 10：00～21：00　　定休日 不定休
E-mail：wanossmile1025@gmail.com

栗東市安養寺

wanossmile1025@gmail.com

11/18㊌ 14：00～15：00

11/18㊌ 15：30～16：30

会　場●栗東市商工会館研修室
　　　　（栗東市手原3-1-25）
講　師●勘孫奈（鈴木麻奈美）
定　員●各回5名

まちゼミ恒例！「雑貨のお店こねこ」のお勉強会。今回は「スム
ーズなコミュニケーション」を今注目の学問「個性學」の講師
を迎え学びます。子育てや夫婦間、職場内をもっと円満に！！

37 雑貨やさんでの勉強会
「スムーズなコミュニケーション」を学ぼう

受付時間  11：00～17：00
090-8828-4048

受
付

雑貨のお店ぎゃらりー こねこ

営業時間 11：00～17：00　　定休日 日曜日、月曜日、祝日
E-mail：coneco358@docomo.ne.jp

栗東市御園2654　　TEL/FAX 077-558-2757

11/20㊎ ①10：00～12：00
　　　　　　②13：30～15：30

11/27㊎ ①10：00～12：00
　　　　　　②13：30～15：30

会　場●こねこ
講　師●加藤 均
定　員●各回3名
対　象●成人限定

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。

38 ロボットのプログラミングを
体験しよう

学びラボ

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

草津市平井5丁目16-20　グリーンレイク平井102

11/18㊌・25㊌

12/9㊌・16㊌・23㊌

各日とも 18:00～19:30、
　　　　 19:30～21:00

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
持ち物●筆記具
定　員●2組
対　象●小学5年生～中学生

https://ws.formzu.net/dist/S13321027/

健康力・免疫力の低下はあなたの姿勢が原因かも!?
悪い姿勢は整えて免疫力アップ！健康力アップ！で
魅力度もアップ！しちゃいましょう！

39 なんてったって健康第一！悪い姿勢は
整えて免疫力アップアップ姿勢教室

骨盤カイロぽかぽか

TEL 070-8313-5127　　FAX 077-514-0213
営業時間 10:00～20:00　　定休日 不定休
E-mail：natsuko.a551551@gmail.com　http://souyuukan-g.com/?author=51

守山市小島町1809-7　ルネ若杉102号

11/16㊊～12/25㊎

10:00～16:00　約60分
　　 （完全予約制）

会　場●骨盤カイロぽかぽか
講　師●東 奈津子
持ち物●動きやすく体型の分かり
　　　　やすい服装
定　員●1講座あたり１組２名まで

骨盤カイロぽかぽか
LINE@ ［@vcp4993g］

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。

49 草木染教室

受付時間  10:00～22:00
090-8121-5059

受
付

鶴屋吉正 ギャラリー美秀

TEL 077-582-2378　　FAX 077-582-0688
営業時間 10:00～22:00　　営業日 金曜日・土曜日・毎月17日
E-mail：moe116.turuya@ezweb.ne.jp　　https://turuya-bisyu.jimdofree.com/

守山市守山2丁目2-45

11/18㊌
 10:00～

　　　　　　13:00～

会　場●鶴屋吉正 ギャラリー美秀
講　師●萌木の会
教材費●2,800円（お茶・お菓子付）
持ち物●エプロン、タオル、
　　　　汚れてもいい服
定　員●1講座あたり10人

ジェニファー先生、レア先生と一緒に英語で理科実験やアー
トを楽しみませんか？外国人の先生と学ぶ上で必要なフレー
ズもレクチャー。小学校の英語授業にも役立ちます。

50 Science and Art in English

English Adventure Academy

TEL 090-2380-5665
営業時間 10:00～21:00　　定休日 土曜日、日曜日
E-mail：yusan44eaa@gmail.com　　https://eaa-english.com/

守山市吉身3-1-44

11/21㊏・12/5㊏・19㊏

①14:00～15:00（年中＆年長～小２）
②15:30～16:30（小３～小６）

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●大西 由紀子
教材費●1,500円
　　　　（受講日前日までに徴収）
定　員●1講座あたり8名
対　象●年中さん～小学校のお子様
　　　　インターにお通いの方大歓迎

yusan44eaa@gmail.com

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。

51 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

受付時間  10:00～15:00
※不在時留守録にて対応

077-596-3731
受
付

からだ元気治療院 心陽守山店

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-mail：karadagenki-moriyama@snow.ocn.ne.jp　　http://www.karada-genki.com

守山市播磨田町280-10 〈コロナケア訪問専門店〉

11/26㊍ 10:00～11:30

12/  4㊎ 10:00～11:30

会　場●あまが池プラザ
　　　　（守山市勝部一丁目13-1）
　　　　※中心市街地交流駐車場
　　　　　2時間無料
講　師●東本 利江
教材費●500円
持ち物●タオル1枚、飲み物、軽装
定　員●1講座あたり5名
対　象●65歳以上の方限定

自転車で遠方に行かれる際に心配なのがパンクトラブル！
チューブ交換が出来ればロングライドも更に楽しくなるはず。
先ずは自分の自転車に触れて実践してみましょう。

43 スポーツバイクのチューブ交換
（メンテナンス講座）

受付時間  10:00～17:00
077-585-1843

受
付

キヨシ商会 / kcr

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-mail：kiyoshi@chorus.ocn.ne.jp　　kiyoshisyoukai.com/

守山市立田町1697-1

11/21㊏ 14:00～15:00
　　　　　　　　　　（予定）

会　場●キヨシ商会
講　師●南平 喜代和
持ち物●タイヤレバー、空気入れ、
　　　　自転車（お乗りになられ
　　　　ているスポーツバイク）
定　員●1講座あたり5名
対　象●社会人
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まちゼミ2020お店の人が教えてくれる
※受付方法・開始日・時間帯等は講座によって
　異なりますので、ご確認の上お申込みください。

TEL
受付

FAX
受付

Mail
受付

WEB
受付

梅雨、猛暑を乗り越え、多肉植物の喜ぶ季節になりました。こ
れから本来の表情を見せてくれる多肉植物を寄せ植え鉢に
して楽しみましょう。

52 オリジナルの多肉植物の
寄せ植え鉢を作ろう！

受付開始  11月5日㊍～
受付時間  13:30～17:30

077-516-4518
受
付

植物屋HATONE

TEL 077-516-4518
営業時間 13:00～18:00　　定休日 水曜日
E-mail：f-m-n@hatone.jp　　http://www.hatone.jp

守山市水保町1336-37

11/19㊍ 10:00～11:00

11/27㊎ 10:00～11:00

12/14㊊ 10:00～11:00

12/22㊋ 10:00～11:00

会　場●植物屋HATONE
講　師●廣政 康孝
教材費●2,000円（材料費）
持ち物●持ち帰り用袋
定　員●1講座あたり4名

そもそもドローンって何？誰でも飛ばせるの？いろいろな疑
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。

61 初めてでも大丈夫♪
ドローン体験教室

受付開始  11月5日㊍～
受付時間  9:30～18:00

077-587-5888
受
付

株式会社 コトラボ

TEL 077-587-5888　　FAX 077-586-5200
営業時間 9:30～18:00　　定休日 火・水曜日
E-mail：yas@kotokaze.com　　https://www.facebook.com/

野洲市小篠原1205　湖東ビル3F

11/20㊎ 13:00～15:00

11/22㊐ 13:00～15:00

11/27㊎ 13:00～15:00

11/29㊐ 13:00～15:00

会　場●さざなみホール
　　　　多目的ホール2
講　師●辻本 康雄
教材費●500円（会場費）
定　員●4名

マスク生活で疲れた『お肌をいたわるお手入れ』をオンライ
ンで体験。必要な化粧品サンプルも事前に郵送しますので、お
手入れ初心者も大歓迎!!

62 マスクの中のスキンケア
～セルフマッサージ編～

メナードフェイシャルサロン 草津渋川店

TEL 080-4143-3865　　FAX 077-562-3104
営業時間 9：30～18：00　　定休日 不定休
E-mail：skip.towany@gmail.com

草津市渋川1-4-39-1

skip.towany@gmail.com

受付時間  10：00～18：00
080-4143-3865

受
付

11/19㊍ 14：00～14：40

11/20㊎ 10：00～10：40

11/21㊏ 14：00～14：40

会　場●オンライン（zoom）
※あらかじめ「zoom cloud meeting」
　ダウンロードしてください。
講　師●北川 久江
定　員●3名または1組
対　象●女性

girasol特製「極上ジェノワーズ」レシピ大公開
自分至上最高のスポンジケーキをマスター
まるでお店のクリスマスケーキが自分で作れるように！

63 動画で繰り返し学べる！
クリスマスケーキ！

フランス菓子教室 girasol

TEL 090-9165-8821　　FAX 077-554-2864
E-mail：lecoursdegirasol@gmail.com
https://lecoursdegirasol.wordpress.com

守山市古高町400-4　オーガニックハウス滋賀湖南店　モデルハウス内

11/16～11/30迄
　いつでも視聴可能

会　場●オンラインで実施
PDFレシピ送付（メール）、
Youtube動画配信、
LINE＠で添削フォロー3回付
※Youtube動画アクセスに
　gmailアドレスが必要です。
講　師●YUKO GONDO
教材費●1,000円（受講7日前までに振込）
対　象●中学生以上の方

lecoursdegirasol@gmail.com

LINE＠からも申込可
［ID:＠ois6875i］

自宅ですごす時間が多いこの頃。おうちでササッと着物を着
て休日を楽しみませんか？湖布の二部仕立て（二部式）着物
は、時短でラクに着られます。ぜひ体験して下さい!!

53 お家時間に着物を！
湖布の二部仕立て着物

湖布

TEL 090-4270-0562　　FAX 077-587-6854
営業時間 10:00～18:00　　定休日 不定休
E-mail：koff.chie@gmail.com　　https://peraichi.com/landing_pages/view/koff

野洲市近江富士四丁目5-9

12/3㊍ 13:00～15:30

12/4㊎ 13:00～15:30

会　場●コミュニティセンターやす
　　　　（野洲市小篠原2142）
講　師●金守 千恵
教材費●1,000円
持ち物●足袋（あれば草履）
　※外での着物撮影もご希望で
　　あればしていただけます
定　員●1講座あたり5名

koff.chie@gmail.com

受付時間  10:00～18:00
090-4270-0562

受
付

宮沢賢治さんの「雨ニモマケズ」を朗読していただき、自分の
声に耳をすませていただきます。
そして、聴き手には、どんな印象の声なのかお答えします。

54 朗読体験で自分の声を
聴いてみましょう！

しろうさぎのかぜ朗読教室

営業時間 9:00～17:00　　定休日 日曜日
E-mail：flor2011@dream.jp　　http://shirousaginokaze.com/

湖南市三雲2111

12/11㊎
①13:30～15:00（女性限定）
②15:30～17:00（男性限定）

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●稲葉 妙恵
教材費●770円（テキスト代）
持ち物●筆記用具
定　員●1講座あたり6名
対　象●①女性限定  ②男性限定

flor2011@dream.jp

世界に１つだけのオリジナルカレンダー作り

55 くらしに役立つ筆講座

受付時間  9:00～18:00
080-3745-7904

受
付

門前茶屋 かたたや

TEL 077-514-1778　　FAX 077-514-1770
営業時間 11:00～14:00　　定休日 月曜日
https://katataya.com/

守山市守山二丁目2-55

11/26㊍ 10:00～11:30

12/10㊍ 10:00～11:30

会　場●門前茶屋 かたたや
講　師●髙田 喜代美
持ち物●書道用具
　　　　（無ければ貸出します）
定　員●1講座あたり6名

トイドローンを使って室内で操縦を体験します。懐石料理平兵衛庵
のランチコースをいただきながら、ドローンを安全に飛行させるた
めに必要な座学を学んだり、インスタ映えする撮影に挑戦します！

56 ドローン女子を目指そう!

ランチ付きドローン体験会

受付時間  10:00～18:00
077-558-8887

受
付

滋賀本部　国土交通省公認講習団体

TEL 077-558-8887　　FAX 077-582-9013
営業時間 10:00～18:00　　定休日 日曜日・祝日
E-mail：info-drone@moriyama-np.co.jp　　http://www.moriyama-np.co.jp/dba_shiga/

守山市金森町512-2　守山新聞センタードローン事業開発部

11/19㊍ 11:00～13:30

11/20㊎ 11:00～13:30

11/26㊍ 11:00～13:30

11/27㊎ 11:00～13:30

会　場●懐石料理 平兵衛庵
　　　　（守山市守山1丁目12-25）
講　師●太田 文人
教材費●2,500円（テキスト・飲食込み）
持ち物●筆記用具、スマートフォン
定　員●1講座あたり6名
　　　　（操縦はグループレッスン）

最近目にすることが増えてきた輸入車。気になるけど、よくわか
らないし、壊れやすい、維持費が高いと聞くけど実際どうなの？
そんな疑問などにお答えしながら、輸入車についてお話しします。

57 気になる輸入車、
日本車との違い講座

受付時間  10:00～18:00
　　　　　（土曜日を除く）

077-532-1222
受
付

dear Sign

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

守山市欲賀町1930

11/16㊊～12/25㊎

上記日程のうち10時～16時で
ご希望日時をお知らせ
ください。

会　場●dear Sign
講　師●堂国 亮平、堂国 奈見子
定　員●1講座あたり1組
　　　　（１組最大5名様まで可能）
※弊社HPのお問い合わせフォーム
　からも申込可能

実際に美容実習をしながら、お肌のお手入れが健康につなが
る事を実感して頂く

58 心とお肌のお手入れの大切さ

受付時間  9:00～18:00
077-587-3550

受
付

トータルビューティサロン エレガント

TEL 077-587-3550　　FAX 077-586-3061
営業時間 9:00～18:00　　定休日 日曜日
http://total-elegant.com

野洲市北野1-21-3

11/16㊊ 10:00～11:40

11/17㊋ 10:00～11:40

11/24㊋ 10:00～11:40

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
対　象●女性

誰にでも簡単にできる味噌づくり
３Ｋ余りのお味噌をお持ち帰りいただきます。

59 近江富士を眺めながら
味噌作り体験を

受付時間  9:00～18:00
077-587-0397

受
付

糀屋吉右衛門

TEL 077-587-0397　　FAX 077-587-0743
営業時間 8:30～18:00　　定休日 日曜日
E-mail：kojiya-kichiuemon@ares.eonet.ne.jp　　kojiya-kichiuemon.jp/

野洲市三上1039

11/16㊊・19㊍・23㊊

11/25㊌・28㊏
各日とも　10:30～12:00
　　　　　14:00～15:30

会　場●糀屋吉右衛門
講　師●山﨑 豊彦
教材費●2,500円
持ち物●エプロン、三角巾、マスク、
　　　　4ℓ位入る容器（購入可）
定　員●10名（出来るだけ少人数
　　　　でお越しください）

浴衣の着方の無料レッスン、キレイに着るコツをお教えいた
します。

60 きもの着付体験講座

受付時間  10:00～20:00
077-598-5232

受
付

ときめき処 和奏

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

野洲市小篠原1000　アルプラザ野洲2F

11/19㊍ 16:00～17:30

12/  3㊍ 16:00～17:30

12/15㊋ 13:00～14:30

会　場●ときめき処 和奏
講　師●神田 起世子
持ち物●浴衣、半巾帯、腰ひも2本、
　　　　前板、肌着
定　員●3名
対　象●女性のみ

オンラインまちゼミ
　オンライン会議システムやSNS等を活用し、
「お店」や「まち」と「おうち」をつなげる新しい
まちゼミのスタイルです。
　お店（会場）へ直接行かず、おうちや出先からWebを介して参加で
きるので、“気軽に”“安全に”まちゼミをお楽しみいただけます。

※オンライン受講方法は講座によって異なります。詳しくはお申
し込み受付後に各お店からご連絡させていただきますので、そ
の指示に従ってください。

Follow Me!!

※QRコードから
アクセスするか

@konanmachizemi
を検索ください。

facebook

湖南四市あきんど連絡会では、SNSを通じてまちゼミに関する様々な
情報を発信していますので、ぜひ“いいね！”または“フォロー”してく
ださい！

Instagram

感染症
対策

※講座受講後２週間以内に新型コロナウイルス感染が確認された場合は、必ず講座受講店舗へご連絡ください。

Twitter

受講される皆様へのお願い

原則マスクを
着用ください

来場時は
手洗い・消毒を
お願いします

発熱のある方は
来場を

ご遠慮ください
（欠席の場合はご連絡ください）

店舗側の対策 ※下記を含め、店舗それぞれが工夫して対策しています

原則マスクを
着用します

定期的に
消毒を行います

３密を避け、
換気を行います

※感染症の情勢により、急遽講座が中止や延期になる可能性があります。
　最新の情報については、各種SNSやホームページをご確認ください。

https://konanmachizemi.wordpress.com/
QRコードはこちら ⇒
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