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得する街の
        ゼミナールお店の人が

教えてくれる！

第6回
プロの知識があなたのものに！

まちづくり松山　まちゼミ 検 索

お店のこだわりサービス、商品の特徴、店主のノウハウ
等を惜しみなく体験頂けます。約１時間～１時間半、
少人数で楽しく学べます。

まちゼミは完全予約制です。事前に各店舗に電話等で
お申し込み下さい。受講条件がある場合などあります
ので、必ず内容をご確認下さい。

お店の人が講師となって、プロならではの専門的な知識
や情報、コツなどを無料で教えてもらえるゼミナール、
略して「まちゼミ」です。

「まちゼミ」ってなに？

どんな内容なの？

受講料は基本的には無料としておりますが、材料費
などが必要なものは一部有料となっています。事前に
お電話、チラシ等でご確認下さい。

費用はかかるの？

どうやって申し込むの？

全26講座

主催：松山のまちゼミ実行委員会 http://machi-matsuyama.com/machizemi.html　
後援：愛媛県、松山市、松山商工会議所、（一社）お城下松山

まちゼミカレンダー 開催期間：平成28年2月21日(日)～3月12日（土）
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と一緒にあそぼう！

■8 靴がよみがえる！
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つくってみよう

■美容室は頭皮の
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■ 自宅でできる簡単
フェイシャルマッサージ

■8 靴がよみがえる！
お手入れ・修理相談会

■ 家族で一緒に！おんがく
あそび“ちぃたんたん”
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■ 親子でラクに楽しく！
わくわくセルフケア！

■ 親子でラクに楽しく！
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■ 親子でラクに楽しく！
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ヨーガ

■心を穏やかにする
ヨーガ

■お悩みですか？ ■お悩みですか？

■受講料無料
講座により材料費がかかります。

■申込は各店舗へ
「まちゼミの申込です。」とお電話を。

http://machi-matsuyama.com/machizemi.html
松山のまちゼミFacebookも公開中！

詳しくはHPへ！

1 あなた好みの
『日切焼』はどの味？

澤井本舗 講師 澤井 善一郎

ネット販売限定や季節限定の約
15種類を食べ比べ。他にこれ
は！っていう中身はないですか？
お持ちいただくとスタッフがと
にかく焼いてみます。

受　付 2月15日（月）14時〜16時
定休日 なし

●会　場  ひぎりやき市駅前本店
●定　員  ５名※お子様連れや男性歓迎
● 持ち物 入れて焼くと美味しそ

うな物（液体不可）※持込なしでも可

2月26日（金） すべて

3月 4日（金） 14時30分〜16時

933−0915

所在地 松山市湊町５丁目４−１

2 なるほどなるほど！
コーヒー豆 知識と選び方

タリーズコーヒー松山銀天街店 講師 松浦 由梨香

自分の好きなコーヒー豆選びがで
きるようになるためのヒントをお
話しします。豆選びからこだわり
たい方におすすめの内容です。

受　付 9時〜20時
定休日 なし

●会　場  タリーズコーヒー
松山銀天街店

●定　員  ５名
●持ち物  なし

945−8888

所在地 松山市湊町４丁目８−８

3 チャオ・イタリア！
楽しいイタリア語

IL PONTE ITALIANO

旅行先として人気のイタリア！
イタリア人講師と日本人講師が
挨拶や簡単な会話を楽しくレッ
スン！“イタリア”を体験して
みませんか？

受　付 13時〜20時
定休日 月曜、日曜、祝日

●会　場 イタリア語教室
 　　　　 IL PONTE ITALIANO
●定　員  ６名（18歳以上の方）
●持ち物  筆記用具

3月1日（火） すべて

3月8日（火） 14時〜15時

921−8908
http://ilponteitaliano.com

所在地 松山市大街道３丁目２−26 蒲団屋２F

4 きものにチャレンジ！
＆男のきものはじめ

きもの近藤

着てみたかった着物、この機会に着
てみませんか？着付講師が丁寧にお
教えします。2月24日・3月6日は女
性限定。2月28日は男のきもの入門
講座です。（講師も男性になります）

受　付 9時〜19時
定休日 日曜日

● 会　場 きもの近藤 4F
●定　員  ５名
●持ち物  お持ちのきもの・

帯・着付用品一式

2月24日（水） 13時30分〜15時
2月28日（日） 13時30分〜15時（男性限定講座）
3月 6日（日） 13時30分〜15時

2月22日（月） すべて2月29日（月） 9時〜10時
3月 7日（月）

933−6213
http://kimonokondo.net/

所在地 松山市大街道３丁目２−36

5 クラウス先生の楽しい英会話

キャリア 英会話・ドイツ語スクール

外国人講師の楽しいクラウス先
生から初心者にわかりやすく、
役立つ英会話を、お茶をしなが
ら楽しくレッスン！海外の話も
満載で楽しいです。

受　付 13時〜21時
定休日 日曜日

●会　場  キャリア教室
●定　員  10名（18歳以上の方）
●持ち物  筆記用具

2月21日（日） すべて

3月 6日（日） 11時〜12時

所在地 松山市大街道３丁目２−25 LaBriseビル２F

090−6005−6238
http://career-ltd.com

6 コツコツ貯める金

桜産業

家族の資産を守り、将来に受け
継ぐための手段としてコツコツ
貯める「金」が注目されていま
す。少額から持てる「金」とい
う資産のお話です。

受　付 10時〜18時
定休日 水曜日

●会　場  桜産業 店内
●定　員  ３名または２組
●持ち物  なし

2月28日（日）10時30分〜11時30分
3月 3日（木）15時〜16時
3月 6日（日）14時30分〜15時30分
3月10日（木）15時〜16時

941−7111
http://www.sakurasangyou.co.jp

所在地 松山市湊町３丁目８−５

講師 ミケーレ･チェルヴェッリオーネ、渡部 美和

講師 近藤 陽子 講師 クラウス ウィランド 桜産業スタッフ

※留守番電話の場合は「お名前とまちゼミ受講希望」とお伝え下さい

ＦＢ ＦＢ

ＦＢ男性も

キッズ

ＦＢ



7 シューフィッターによる
足と靴のお悩み相談会

シューズ＆バッグ  AOKi 講師 青木 陽忠

参加者全員の足を測定診断しま
す。自分の足の特徴を知り、靴
選びのコツを学びませんか。

受　付 11時〜19時
定休日 不定休

●会　場  AOKi湊町店
●定　員  ５名
●持ち物  相談したい靴があ

れば持込可

3月1日（火） すべて

3月3日（木） 11時〜12時30分

947−6868
http://aoki-1910.com

所在地 松山市湊町３丁目７−18

8 靴がよみがえる！
お手入れ・修理相談会

シューズ＆バッグ  AOKi 講師 青木 陽忠

自宅でもできる靴のお手入れを
やってみませんか？修理の相談
にもお答えします。

受　付 11時〜19時
定休日 不定休

●会　場  AOKi湊町店
●定　員  ５名
●持ち物  お手入れ、修理し

たい靴

2月25日（木） すべて

2月27日（土） 11時〜12時30分

947−6868
http://aoki-1910.com

所在地 松山市湊町３丁目７−18

9 宝石の鑑定・リフォームに
ついてお悩みにお答えします

彫金ギャラリー絵夢 講師 藤島 寛昌

お手持ちの宝石・ジュエリー・
貴金属。今、売りどきなのか？
それともリフォームなのか？適
切なアドバイスをさせていただ
きます。

受　付 10時〜18時
定休日 第二日曜日

●会　場  彫金ギャラリー絵夢
● 定　員 ５名（小さなお子様は

ご遠慮ください）
●持ち物  相談したい品物など

2月24日（水）、3月2日（水）
11時〜12時 および14時〜15時

3月9日（水）１4時〜15時 および18時〜19時

933−4644
http://www.emu.co.jp/

所在地 松山市大街道３丁目２−８

10 ばあちゃんと話す画材、
額縁のなんでも相談会

美工社 講師 松浦 幸子

画材や額縁の疑問、質問につい
て、この道60年のプロがなん
でもお答えします。

受　付 9時〜18時
定休日 日曜日

●会　場  美工社
●定　員  ４名
●持ち物  なし

3月2日（水） すべて

3月9日（水） 14時〜15時

943−6861

所在地 松山市大街道３丁目２−27

11 iPad初級講座

メガネの三城　松山本店 講師 坂下 力也

iPadって最近よく聞くけど、どん
なことができるの？これから始める
方、買おうかどうしようか検討中の
方、とりあえずどんなものか知りた
い方、一緒に体験してみませんか？

受　付 10時〜19時30分
定休日 元日

●会　場  メガネの三城 松山本店2F
●定　員  10名
● 持ち物 お持ちの方のみiPad
　（アップル社以外のタブレットは不可）

2月23日（火）10時〜12時

931−0161

所在地 松山市湊町４丁目６−17

13 すまいる保育園のおともだちと
一緒にあそぼう！

すまいる保育園 講師 すまいる保育園保育士 西野 由美、児玉 愛

これから幼稚園、保育園への入園
を考えているみなさん。すまいる
保育園の園児たちと一緒にうた
やリズム遊びをして、入園のイ
メージをわかせてみませんか？

受　付 10時〜20時
定休日 元日

●会　場  てくるん
● 定　員 10名（一人で歩くこ

とができるお子様（３歳まで））
●持ち物  なし

3月2日（水）10時30分〜11時15分

904−5728（てくるん）

所在地 松山市大街道１丁目５−10 松山第二佐々木ビル１F

12 家族で一緒に！
おんがくあそび“ちぃたんたん”

松山市まちなか子育て・
市民交流センター　てくるん 講師 リトミック上級認定指導員 小池 智里

親子でスキンシップの時
間。リズムや音楽を感じ
ながら、楽しい時間をす
ごしましょう。

受　付 10時〜20時
定休日 元日

●会　場  てくるん
● 定　員 親子10組（１歳６か月

〜３歳までのお子様と保護者（お
じいちゃんおばあちゃんも可））

●持ち物  なし

2月28日（日）10時30分〜11時15分

904−5728
http://www.tekurun-matsuyama.com/

所在地 松山市大街道１丁目５−10 松山第二佐々木ビル１F

14 地震に強く人に優しい！
安全な家の基礎知識

ナイスホーム四国㈱/住まいるCafa松山 講師 森 隆士

子育て期から老後まで健康で
快適に暮らせる家。省エネで
経済的な家。大地震から家族
の命を守ってくれる家。安心・
安全な家の基礎知識を学んで
みませんか。

受　付 10時〜19時30分
定休日 不定休

●会　場  住まいるCafe松山
●定　員  ４名
●持ち物  なし

2月27日（土）13時30分〜15時
3月 6日（日）11時〜12時30分

0120−714−454
http://www.smilecafe-chief.net

所在地 松山市千舟町４−５−４ 松山千舟454ビル１Ｆ

15 美容室は頭皮の
ホームドクター！

スズラン美容室 講師 スズラン美容室スタッフ

マイクロスコープによる頭皮診断
と炭酸ヘッドスパで、頭皮の活性
化をマンツーマンで体感して頂き
ます。炭酸ヘッドスパとナチュラ
ルブローが付いています。

受　付 9時30分〜16時
定休日 月曜日、第一火曜日・第三日曜日

●会　場  スズラン美容室
●定　員  ３名
●持ち物  なし
●費　用  500円

2月24日（水）14時〜15時
2月25日（木）15時〜16時
2月26日（金）16時〜17時
2月27日（土）16時〜17時

921−4692
http://www.suzuran-biyou.com/

所在地 松山市二番町３丁目８−２

16 自宅でできる簡単
フェイシャルマッサージ

ポーラ ザ ビューティ松山市駅前店 講師 ポーラ ザ ビューティ松山市駅前店スタッフ

お肌の弾力を増し、キメを整えるフェイ
シャルマッサージ。エステにも採用され
ている方法をアレンジしてお伝えします。
肌診断もいたします。お土産付き！

受　付 10時〜19時
定休日 日曜・祝日

●会　場  ポーラ ザ ビューティ
松山市駅前店

●定　員  ２名（16歳以上の
女性）

●持ち物  なし

2月22日（月）①、②
2月23日（火）①、②
2月24日（水）③
2月25日（木）①、②
2月26日（金）①、②

①10時30分〜12時
②13時30〜15時
③18時〜19時30分
※他の日時については、営業時間内でご相談に応じます。

947−9109
http://www.pola.co.jp

所在地 松山市千舟町５丁目２−13

17 婦人服のお直しについての
疑問にお答えします

ヨシダファッションギャラリー 講師 武田 幸代、田仲 節子

サイズを直したい、かたちが古く
なったものを新しくしたい、デザイ
ンを少し手直ししたいなど、お洋服
のリフォーム、お直しに関する様々
な疑問、ご要望にお答えします。

受　付 10時30分〜16時
定休日 水曜日

●会　場  ヨシダファッションギャラリー
●定　員  ３名
● 持ち物 筆記用具、裁縫道

具、お直ししたい服

3月1日（火） すべて

3月8日（火） 13時〜14時30分

941−3535
http://yoshida-fg.com/

所在地 松山市大街道１丁目５−16

18 ウィッグやトップピースで
楽しみましょう

ウィッグサロン とらや 講師 酒井 孝栄

上手く使えていないフルウィッ
グ（全体のかつら）や部分ピー
ス（一部に使うかつら）を、ナ
チュラルに若々しく使うコツを
お伝えします。

受　付 10時〜18時
定休日 水曜日

●会　場  ウイッグサロンとらや
●定　員  ２名
● 持ち物 ご 自 分 が お 持 ち の

ウィッグまたはトップピース

2月24日（水）11時〜12時

921−2832

所在地 松山市大街道１丁目５−16

20 お悩みですか？

ファースト

自分に合うボールが見つからな
い〜手足をうまく同調できない
迄、あまたの問題を即解決！！

受　付 11時〜23時
定休日 なし

●会　場  ファーストボウル
●定　員  ６名
● 持ち物 なし（マイボール、

マイシューズ使用可）

3月 7日（月）
3月 8日（火） すべて
3月11日（金） 13時〜14時30分
3月12日（土）

945−7353
http://www.fast-nico.com/

所在地 松山市大街道２丁目４−14

講師 JPBA認定１級インストラクター 渡邊 一彦

21 親子でラクに楽しく！
わくわくセルフケア！

Body-joint

一生懸命やればやる程、ケガはつき
ものです。お子様がケガなくスポー
ツを楽しみ、活躍できるために必要
な、ケガをしない体づくりのセルフ
ケアを学んでいきましょう。

受　付 10時〜22時
定休日 日曜日

●会　場  Body-joint店内
● 定　員 10名（小・中学生のスポー

ツをしている子を持つ保護者）
●持ち物  なし

2月24日（水）
2月27日（土） すべて
3月 2日（水） 13時30分〜14時30分
3月 5日（土）

933−0188
http://www.body-joint.com

所在地 松山市千舟町４丁目3−9 ワシヤビル２F

講師 近藤 幸志郎 店長

19 レッツ！健康ボウリング

ファースト

気がつくと、運動って意外とし
ていませんよね。簡単なスト
レッチを覚えつつ、ボウリング
で全身運動はいかが？

受　付 11時〜23時
定休日 なし

●会　場  ファーストボウル
●定　員  ６名
●持ち物  なし

2月22日（月）
2月23日（火） すべて
2月26日（金） 13時〜14時30分
2月27日（土）

945−7353
http://www.fast-nico.com/

所在地 松山市大街道２丁目４−14

講師 JPBA認定１級インストラクター 渡邊 一彦

22 心を穏やかにするヨーガ

松山ヨーガ・サークル

体が硬くても無理なくゆっくり
行います。初めての方もご安心
ください。ヨーガの簡単なポー
ズと瞑想で身体と心を調え穏や
かになっていきます。

受　付 ９時〜22時
定休日 金曜・土曜

●会　場  松山ヨーガ・サー
クル

●定　員  10名
●持ち物  ゆったりした服装

2月21日（日）10時〜11時
3月11日（金）19時30分〜20時30分

932−5414
http://www.matsuyama-yoga.jimdo.com/

所在地 松山市千舟町５丁目７−２ 大黒屋ビル３F

講師 普光江 彰子

講座の色に注目！
たべる まなぶ

きれい 健　康 つくる
check!

7 きもの初心者のための
帯結びの手ほどき

受講中、お店からの販売は
一切ありません。

申込は各店舗へ
・定員になり次第締め切らせていただきます。
・申込は各店舗の受付時間内にお願い致します。
・申込初日は電話が混み合っている可能性もありますのでご了承下さい。
・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下さい。
・講座によっては受講時に必要な準備物がありますのでご確認下さい。
・小学生以下は保護者同伴でのご参加をお願いします。

「まちゼミの申込です。」とお電話下さい。

受講料無料

・上記以外でも受講要件を満たしていれば
　どなたでもお申込いただけます。

こんな方に
おすすめ！

シニア世代の方に
おすすめシニア

男性の参加も歓迎男性も

お子様も申込OKキッズ

お店のFacebook
ページありＦＢ

26 パールネックレスの
リフォーム体験

宇和島　井上真珠店 講師 井上 智永

お手持ちの真珠ネックレスを、天然石や
シルバーパーツと組み合わせて、新しい
デザインにリフォームしませんか？講師
の指導で受講者が自由に作成します。

受　付 11時〜18時
定休日 水曜日

●会　場  井上真珠店　店内
● 定　員 １講座３名または２組

（18歳未満の方は保護者同伴）
●持ち物  真珠のネックレス（お一人様１本まで）
●費　用  1,000円（天然石、シル

バーパーツ等教材費）

2月23日（火）14時〜15時
3月 4日（金）14時〜15時
3月 5日（土）11時〜12時

931−3103

所在地 松山市大街道２丁目３−４
http//www.rakuten.ne.jp/gold/i-pearl/

23 ニューステンドグラスの
『グラスアート』体験

キャリア グラスアート教室

専用カラーフィルムとリード線
を使って誰でも簡単にステンド
グラス風のおしゃれなガラスの
フォトフレームを作れるグラス
アートの体験レッスンです。

受　付 13時〜21時
定休日 不定休

●会　場  キャリア教室
●定　員  10名（18歳以上の方）
●持ち物  なし
●費　用  900円

2月21日（日） すべて

3月 6日（日） 14時〜15時

090−6005−6238
http://career-ltd.com

所在地 松山市大街道３丁目２−25 LaBriseビル２F

講師 宮内 純子

Information

まちづくり松山　まちゼミ 検 索

２月20日発売「愛媛こまち 3月号」に
まちゼミの紹介記事が掲載予定！
松山のまちゼミFacebookも公開中！

まちづくり松山　
TEL：089-998-3533

お問い合わせ

25 プロポーズリングを
つくってみよう

絵夢彫金ジュエリー教室

プロポーズをしようと考えてい
る方。今回はワックスを使って
手作り体験をしていただきま
す。サプライズプレゼントをご
検討中の方もどうぞ！

受　付 10時〜17時
定休日 日曜・祝日

●会　場  絵夢彫金ジュエリー教室
●定　員  ３名
●持ち物  なし

900−3780
http://www.emu.co.jp

所在地 大街道３丁目３−１ 霧の森菓子工房２Ｆ

講師 藤島 政子

2月22日（月）
2月25日（木） すべて
2月29日（月） 18時〜19時30分
3月 3日（木）

24 カワイイロボット
プラモを組立てよう！

模型屋　おとつき

SNSやツイッターで話題のメカトロ
ウィーゴのプラモデルを組立ててみよ
う。百均アイテムを使ってお手軽デコや
ペン型塗料でカラーリングもお試し！

受　付 12時〜19時
定休日 水曜日

●会　場  模型屋おとつき 工作ルーム
●定　員  ４名（小学生以上）
● 持ち物 愛用の工具があればお持ち

ください。（工具貸し出し有ります）
●費　用  1,000円（プラモデル1個：教材費）

2月26日（金）19時〜20時30分
3月 5日(土）10時30分〜12時

080−8634−4150

所在地 松山市千舟町３丁目１−２ 小田原ビル１F

講師 菅 泰範

https://www.facebook.com/mokeiototsuki/
※留守番電話の場合は「お名前とまちゼミ受講希望」とお伝え下さい
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