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秋の和菓子作り体験

オリジナル
革キーホルダーを作ろう

冷え性対策 !
はじめての足つぼ体験

はじめてのUVレジン
〜オリジナルボタンを作ってみよう〜

初心者のための
ウクレレ演奏体験

自分で作って
おいしい焼酎を呑もう

初心者のための
万年筆講座

初心者のための
アコースティックギター演奏体験

初心者大歓迎　日本の伝統を学ぼう

正しい羽毛布団の選び方

住宅資金・教育資金
マイカー資金の相談会

□■  開催日時  ■□

10/28
午後2:00〜

□■  開催日時  ■□

11/1
午前10:00〜午後12:00

□■  開催日時  ■□
10/25・11/8 午前11:00 〜午後12:00

10/30・11/5 午後  3:30 〜午後  4:30

□■  開催日時  ■□
10/30 午前10:00〜
11/1   午前10:00〜
11/6   午前10:00〜

□■  開催日時  ■□
10/29 午後7:00〜午後8:00

11/ 8  午後2:00〜午後3:00

□■  開催日時  ■□
11/1 午後2:00〜午後3:00

11/6 午後7:00〜午後8:00

□■  開催日時  ■□

10/26
午後2:00〜午後3:00

□■  開催日時  ■□

10/25
午後2:00〜（1時間程度）

□■  開催日時  ■□

10/26

□■  開催日時  ■□

10/24〜11/7
土・日・祝は休み

株式会社　新富大生堂
■住  伊佐市大口元町19-5
■HP  http://shintomi-taiseido.com
☎（0995）22-0828

ファッションプラザ
マルミ屋
■住  伊佐市大口里477-3

☎（0995）22-0130

足つぼ天使の足
■住  伊佐市大口上町5-8
　  メゾンヒルズ1F

☎（0995）22-5989

レディースファッション
いまむら
■住  伊佐市大口元町26-6

☎（0995）22-1198

オニツカ
■住  伊佐市大口元町20-6
■HP  http://onitsuka.michikusa.jp
☎（0995）22-0302

中国料理　厨房くる味
■住  伊佐市大口上町8-6

☎090-1438-0536

㈲松山紙店
■住  伊佐市大口元町19-3
■HP  www.facebook.com/matuyamakamiten
☎（0995）22-0219

オニツカ
■住  伊佐市大口元町20-6
■HP  http://onitsuka.michikusa.jp
☎（0995）22-0302

きものの久古屋
■住  伊佐市大口上町7-2
■HP  http://www.e-kimonoya.net
☎（0995）22-1358

株式会社　南日本銀行大口支店
■住  伊佐市大口上町9-4

☎（0995）22-1521

地元商店主が開く

得する街のゼミナール
Vol.3

開催期間 10月24日金〜 11月9日日

主催：伊佐まちゼミ実行委員会
facebook ページ　http://www.facebook.com/isamachizemi

各講座の色に注目 !
講座種別に色分けしてあります

19の地元商店主が、プロならではの専門知識や
情報を受講者（お客様）へお伝えする少人数のゼ
ミ（まちゼミ）を開催します。
各商店主がお店の認知度アップに努め、商品の
販売は致しませんので安心してご参加ください。

場所：大口商店街

国道268号線（バイパス）
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MUSIC PLAZA MUSIC PLAZA
手ふき用の布巾を準備してください。

足つぼ（足裏反射区）療法で全身に癒し効
果を及ぼしていきます。どなたでもお気軽
に体験できます。ジャージ等動き易いズボ
ンでお越しください。

道具は一切不要です。世界に一つだけのボ
タンを作ってみませんか ? 汚れてもよいタ
オルを 1 枚お持ちください。

ウクレレのチューニング方法から３つの
コードで弾ける「ハッピーバースデイ♪」
の弾き方を伝授。手ぶらでご参加ください。

男でも、簡単な料理をいっしょに作りましょ
う !!

ギターのチューニング方法から簡単な
コードの押さえ方を伝授。

① 初心者の為のきもののたたみ方
② 着物の TPO・帯・小物のコーディネート
③ 正しい羽毛布団の選び方
　 （販売を目的としたものではありません）

●講　師　　新富哲郎
●場　所　　珈琲ギャラリー馬舎
●予　約　　要予約
●定　員　　６名
●参加料　　1000円（お茶・材料代）

●講　師　　棈松啓介
●場　所　　足つぼ天使の足店内
●予　約　　要予約
●定　員　　各２名
●参加料　　無料
●申込締切　開催前日（各先着2名）

●講　師　　今村浩二
●場　所　　いまむら店内にて
●予　約　　要予約
●定　員　　各回２名
●参加料　　200円
●申込締切　開催２日前まで

●講　師　　鬼塚浩一郎
●場　所　　オニツカ店内にて
●予　約　　要予約
●定　員　　３名
●参加料　　無料
●申込締切　定員になり次第

●講　師　　田中浩太郎
●場　所　　松山紙店内
●予　約　　要予約
●定　員　　３名
●参加料　　無料
●申込締切　前日まで

●講　師　　鬼塚浩一郎
●場　所　　オニツカ店内にて
●予　約　　要予約
●定　員　　３名
●参加料　　無料
●申込締切　定員になり次第

●講　師　　柱野直昭
●場　所　　きものの久古屋本店
●予　約　　不要
●定　員　　３名
●参加料　　無料
●申込締切　当日OK

●講　師　　
●場　所　　南日本銀行大口支店内
●予　約　　不要
●定　員　　なし
●参加料　　無料

小学生よりどなたでも !（親子参加 OK）
世界で１つだけのオリジナルコサージュが
作れます。

●講　師　　後飯塚さん
●場　所　　マルミ屋店内
●予　約　　要予約
●定　員　　５名
●参加料　　1000円（材料費）
●申込締切　10月26日
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●講　師　　久留　
●場　所　　くる味厨房内
●予　約　　要予約
●定　員　　５名
●参加料　　500円（材料代）
●申込締切　定員になり次第
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科学実験教室
炎の実験ショー

クリスマスでうける
初心者のためのマジック講座

自分好みのワインの探
し方（初心者のためのワイン選び）

作ってみよう !
スマートフォンアプリ★

ママたちのオリジナル
デザイン年賀状講座

初心者のための
スキンケア（キレイへの第一歩）

子宝応援薬局。妊娠しやすい
カラダづくり３つの法則

簡単な
メガネチェーン作り !

「コレほしい !」の
実現をお手伝いします

お香を楽しむ
（本物の香りを知ろう !）

痩せやすい体を
手に入れる法則 !

補聴器体験
はじめませんか ?

□■  開催日時  ■□

11/2
午後1:00〜午後2:00

□■  開催日時  ■□

11/6
午後7:00〜（1時間程度）

□■  開催日時  ■□

10/25
午後6:30〜午後7:30

□■  開催日時  ■□
11/1 午後2:00〜午後4:00

11/8 午後2:00〜午後4:00

□■  開催日時  ■□
10/28 午後2:00〜午後4:00

10/29 午後3:00〜午後4:00

□■  開催日時  ■□

10/29
午前10:00〜午後11:30

□■  開催日時  ■□

10/29
午後1:00〜午後1:30

□■  開催日時  ■□

11/2
午後2:00〜午後3:00

□■  開催日時  ■□

11/6
午前9:00〜午後3:00

□■  開催日時  ■□
10/31

午前10:00 〜午後12:00（午前の部）
午後  1:00 〜午後  3:00（午後の部）

□■  開催日時  ■□
10/28 午後3:00〜午後3:30

10/30 午後3:00〜午後3:30

□■  開催日時  ■□

10/28 午前10:00〜
11/4   午前10:00〜

誠学舎（本蔵塾）
■住  伊佐市大口上町8-2-2

☎（0995）29-4774

ディスカウントショップ　カネコウ
■住  伊佐市大口元町5-1　☎22-6920

☎（0995）22-1531（申込先）

大口グリーンホテル
■住  伊佐市大口里479-1
■HP  http://nttbj.itp.ne.jp/0995227211/
☎（0995）22-7211

システム開発/ITサポート
イーサ システム クリエイト
■住  伊佐市大口上町5-8メゾンヒルズ102号室
■HP  http://i-isa.com/
☎（0995）29-5862

マツモト写真館
■住  伊佐市大口上町3-1

☎（0995）22-0161

㈲かめざわ　ニューことぶきや
■住  伊佐市大口元町14-10

☎（0995）22-0639

㈲かめざわ　ニューことぶきや
■住  伊佐市大口元町14-10

☎（0995）22-0639

マエノ薬局
■住  伊佐市大口元町8-10
■HP  http://maenokanpou.jp
☎（0995）22-0015

光学堂
■住  伊佐市大口上町5-12

☎（0995）23-0072

鹿児島興業信用組合大口支店
■住  伊佐市大口元町20-4
■HP  http://www.ka-kousin.co.jp
☎（0995）22-1355

マエノ薬局
■住  伊佐市大口元町8-10
■HP  http://maenokanpou.jp
☎（0995）22-0015

㈲かめざわ
■住  伊佐市大口元町14-11

☎（0995）22-0341

日 月 火 水 木 金 土
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参加店募集!!
商店街の店舗一店一店のファンをつく
り出そうと愛知県岡崎市で 2003 年に
始まった〝まちゼミ〟。対面販売に強
みを持つ専門店が「商品に関する豊富
な知識を伝え、それを入り口に顧客を
開拓する」という発想が受けて全国に
拡大しています。ご参加を希望される、
または話しを聞いてみたい伊佐市の事
業所様は、上記参加店へお気軽にお問
い合わせください。

開催日を表示してあります。詳しい内容は各店舗へお問い合わせください。
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火を扱うため保護者は同伴してもらいます。
子どもは小学生が対象。

店内マジックの本いっぱい !

ワインの試飲有り。20 才以上の方に限ります。
これから御結婚をお考えの方も大歓迎 !! 薬局が全力で応援します !!

【対象】① パソコンの基本操作ができる方
 　　　② 中学生以上（スマホをお持ちで
　　　　  ない方でも OK）

パソコンの修理も承ります!!

いつもの楽しい会話が聞こえなくて困って
しまったことはありませんか ?
補聴器の手引き差し上げます。

世界でたった一つのオリジナルメガネチェー
ン。ご一緒に作りませんか ?

お手持ちの携帯・スマホ・デジカメで写し
た写真でいつもと違う、ちょっとおしゃれ
な年賀状を思いのままに作成してみません
か ?

秋のすこやかビジンをめざして。夏の紫外線・多量の汗・冷房
などで肌は夏バテ状態です。早めの夏のダメージ肌快復のお手
入れを提案します。楽しみながら−５歳肌を目指しましょう。

五感で綺麗になるお香。
古都の雰囲気を味わってみましょう。

●講　師　　川田代
●場　所　　誠学舎
●予　約　　要予約
●定　員　　１２名
　　※子どもで12名（保護者同伴必須）
●参加料　　無料
●申込締切　前日まで

●講　師　　是枝広昭
●場　所　　カネコウ店舗内
●予　約　　要予約
●定　員　　５名
●参加料　　無料
●申込締切　11月4日

●講　師　　宮迫一弘
●場　所　　大口グリーンホテル
●予　約　　要予約
●定　員　　５名
●参加料　　無料（初回のみ）
●申込締切　10月23日

●講　師　　畑井田秀幸
●場　所　　事務所内
●予　約　　要予約
●定　員　　各４名
●参加料　　無料
●申込締切　各定員になり次第

●講　師　　小林三千代
●場　所　　マツモト写真館店内
●予　約　　要予約
●定　員　　各３名
●参加料　　無料
●申込締切　前日まで

●講　師　　堀之内成子ビューティーアドバイザー

●場　所　　ニューことぶきや店内
●予　約　　要予約
●定　員　　３名
●参加料　　無料
●申込締切　10月25日

●講　師　　前野聡一郎
子宝カウンセラー・薬剤師

●場　所　　マエノ薬局店舗にて
●予　約　　要予約
●定　員　　５名
●参加料　　無料
●申込締切　定員になり次第（前日まで）

●講　師　　入部勝広
●場　所　　光学堂大口店内
●予　約　　要予約
●定　員　　３名
●参加料　　無料
●申込締切　定員になり次第

●講　師　　棈松勝雄
●場　所　　大口支店会議室
●予　約　　要予約
●定　員　　随時
●参加料　　無料
●申込締切　10月31日

●講　師　　堀之内夕子美創香家香司

●場　所　　旧山下陶器店
●予　約　　要予約
●定　員　　各５名
●参加料　　1000円（材料代）
●申込締切　前日まで

●講　師　　前野洋次朗
ダイエットカウンセラー

●場　所　　マエノ薬局店舗にて
●予　約　　要予約
●定　員　　５名
●参加料　　無料
●申込締切　完全予約のため前日まで

●講　師　　堀之内進
●場　所　　かめざわ時計店
●予　約　　要予約
●定　員　　３名
●参加料　　無料
●申込締切　10月26日


