
得する街の
        ゼミナールお店の人が

教えてくれる！

第8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？

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。

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？

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。

どうやって申し込むの？

全31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

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

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。

受講中、お店からの販売は一切ありません。

・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

■受講料無料講座により材料費が
かかります。 http://machi-matsuyama.com/machizemi.html

詳しくはHPへ！ 松山のまちゼミFacebookも公開中！

まちゼミカレンダー 開催期間：平成29年3月5日(日)～3月26日（日）
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■シューフィッターによる
足と靴のお悩み相談会

■心を穏やかにする
ヨーガ■7英語でキッズ

ヨガレッスン

■7英語でキッズ
ヨガレッスン

■6クラウス先生＆ヘレナ
先生の楽しい英会話■3エンジョイ！カラオケ講座

使い方を覚えて楽しく歌おう ■iPad講座

■ドイツハーブティー＆ス
イーツ付グラスアート体験

■靴がよみがえる！
お手入れ・修理相談会■マネー教室■おとなの英会話 ■中学生から大学生まで

勉強お悩み相談会

■7英語でキッズ
ヨガレッスン ■ドイツハーブティー＆ス

イーツ付グラスアート体験 ■いくら掛かるの
葬儀費用?!

■7英語でキッズ
ヨガレッスン ■中学生から大学生まで

勉強お悩み相談会

■4男のきもの
着付け入門講座

■1チャオ・イタリア！
楽しいイタリア語 ■おとなの英会話■4男のきもの

着付け入門講座 ■おとなのための
絵本講座■5きものではんなり

女度アップ

■シューフィッターによる
足と靴のお悩み相談会■2スマートフォン

体験会

■2タブレット
体験会

■姿勢の良くなる
歩き方講座 ■元気はつらつ

ストレッチ講座■ドイツハーブティー＆ス
イーツ付グラスアート体験■2スマートフォン

体験会

■8初めての手作り
わんこごはん

■2タブレット
体験会 ■靴がよみがえる！

お手入れ・修理相談会■6クラウス先生＆ヘレナ
先生の楽しい英会話 ■8初めての手作り

わんこごはん

■9宝石・ジュエリーのリフォーム
何でもお悩み相談会

■シワを改善する
薬用化粧品体験会

■マネー教室 ■お悩みですか？■1チャオ・イタリア！
楽しいイタリア語 ■シワを改善する

薬用化粧品体験会

■おとなの英会話 ■家事や仕事に一息♪
アロマレッスン開催

■レッツ！
健康ボウリング■9宝石・ジュエリーのリフォーム

何でもお悩み相談会 ■ちょっとしたコツ
で“5歳若返り”

■レッツ！
健康ボウリング■3エンジョイ！カラオケ講座

使い方を覚えて楽しく歌おう ■家事や仕事に一息♪
アロマレッスン開催■ちょっとしたコツ

で“5歳若返り”

■お悩みですか？■9宝石・ジュエリーのリフォーム
何でもお悩み相談会 ■シワを改善する

薬用化粧品体験会■ウィッグで若々しく。
気分を変えて。■ちょっとしたコツ

で“5歳若返り”

■3エンジョイ！カラオケ講座
使い方を覚えて楽しく歌おう ■お悩みですか？■シワを改善する

薬用化粧品体験会■ちょっとしたコツ
で“5歳若返り”

■姿勢の良くなる
歩き方講座 ■親子で

エンジョイ・サッカー ■世界遺産に触れる♪
～屋久杉工房～

■6クラウス先生＆ヘレナ
先生の楽しい英会話 ■中学生から大学生まで

勉強お悩み相談会 ■パールネックレスの
リフォーム体験

■レッツ！
健康ボウリング■中学生から大学生まで

勉強お悩み相談会■5きものではんなり
女度アップ ■パールネックレスの

リフォーム体験

20 　

■ボルダリング体操 は上記全日程にて開催致します。

1 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11日（土） 14時〜15時
3月17日（金） 14時30分〜15時30分

921−8908
http://ilponteitaliano.com

所在地 松山市大街道３丁目２−26 蒲団屋２F

2 スマートフォン・
タブレット体験会

auショップ松山銀天街

スマホにしてみたいけど使いこ
なせるか心配・今さら聞けない
スマホの質問大歓迎です！知れ
ば知るほど便利なスマートフォ
ンを一緒に体験しませんか？

受　付 10時〜20時
定休日 なし

●会　場  auショップ松山銀天街
●定　員  ５名
● 持ち物 お 持 ち の ス マ ホ･タ ブ

レット（お持ちでなければ不要です）

所在地 松山市湊町４丁目８ー３

089−947−7600
http://aumypremiershop.jp/S062008

3 エンジョイ！カラオケ講座
使い方を覚えて楽しく歌おう

カラオケクラブファースト

「昔は歌本、今は機械!使い方が
わからない!」「点数が出るって
どんな感じ?」最新カラオケの
使い方を学んで、カラオケタイ
ムを楽しくしませんか?

受　付 10時〜17時
定休日 なし

●会　場  カ ラ オ ケ ク ラ ブ
ファースト

●定　員  ６名
●持ち物  なし

3月 9日（木） すべて3月16日（木） 13時〜14時30分
3月23日（木）

931−6969
http://www.fast-nico.com

所在地 松山市大街道２丁目４−14

講師 ミケーレ･チェルヴェッリオーネ、渡部 美和 講師 店長 加賀 講師 亀田 清

【スマートフォン体験会】
3月 7日（火） すべて
3月21日（火）11時〜12時

【タブレット体験会】
3月14日（火） すべて
3月23日（木）11時〜12時

4 5男のきもの
着付け入門講座

きものではんなり
女度アップ

きもの近藤 きもの近藤

男のきもの、着てみませんか？
夏の浴衣に向けて、着方を覚
えておきましょう。

みなさんの苦手な帯を中心に
着方を覚えましょう。

受　付 9時〜20時
定休日 日曜

受　付 9時〜20時
定休日 日曜

● 会　場 きもの近藤 4F
●定　員  ５名（男性）
● 持ち物 きもの、角帯、足袋、

長襦袢、着付け用品一式

● 会　場 きもの近藤 4F
●定　員  ５名（女性）
● 持ち物 きもの、帯、長襦袢、

足袋、着付け用品一式

3月11日（土）  15時〜16時30分
3月20日（月・祝） 13時30分〜15時

3月10日（金） 19時〜20時30分
3月11日（土） 13時30分〜15時

933−6213 933−6213
http://kimonokondo.net http://kimonokondo.net

所在地 松山市大街道３丁目２−36 所在地 松山市大街道３丁目２−36

講師 近藤 佳次 講師 近藤 陽子

6 クラウス先生＆ヘレナ先生の
楽しい英会話

キャリア 『ドイツ語・英会話』教室

外国人講師のクラウス先生やヘ
レナ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 10時〜21時
定休日 日曜

●会　場  キャリア教室
●定　員  ８名
●持ち物  筆記用具

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/school

講師 クラウス ウィランド

3月 6日（月） 13時〜14時
3月14日（火） 14時〜15時
3月23日（木） 18時〜19時

7 英語でキッズヨガレッスン

クライミングスタジオ　ブレイブ

ヨガで子どもの集中力と柔軟性
を養い、可能性を引き出し、豊
かな心を育てます。英語で遊び
ながら楽しく心身共に健康に！

受　付 10時〜23時
定休日 なし

● 会　場 クライミングスタジオ
ブレイブ（併設ヨガスタジオ）

● 定　員 10名（5歳〜12歳）
● 持ち物 動きやすい服装
●費　用 レンタルマット代200円

3月 5日（日） すべて
3月12日（日）  9時30分〜10時30分3月19日（日） 15時30分〜16時30分3月26日（日） 

906−8166
http://climbingstudio-brave.com

所在地 松山市湊町３丁目５−14

講師 ヨガインストラクター 若江 千鶴

8 初めての
手作りわんこごはん

桜産業 講師 ペット食育協会（APNA）認定上級指導士 板東 聖子

あなたの愛犬にも愛情たっぷり
の手作りごはんを！今日からす
ぐに始められる「犬の手作りご
はん」の作り方とコツをお教え
します。

受　付 10時〜18時
定休日 水曜

●会　場  桜産業２F
●定　員  ６名
●持ち物  筆記用具（A4の資

料をお配りします）

3月14日（火） すべて

3月20日（月・祝） 14時〜15時

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

所在地 松山市湊町３丁目８−５

9 宝石・ジュエリーのリフォーム
何でもお悩み相談会

彫金ギャラリー絵夢 講師 代表 藤島 寛昌

お手持ちの宝石・ジュエリー・
貴金属をリフォームしたい！ま
たは売りどきなの？マンツーマ
ンでアドバイスさせていただき
ます。

受　付 10時〜18時
定休日 第二日曜

●会　場  本店１Ｆ
● 定　員 1講 座 あ た り1名

または１組（御夫婦とか）
●持ち物  相談したい品物

3月 8日（水） 
3月15日（水） 
3月22日（水）

933−4644
http://www.emu.co.jp

所在地 松山市大街道３丁目２−８

各日共通30分程度
①10時 ②11時
③13時 ④14時

10 おとなのための絵本講座

松山市まちなか子育て・
市民交流センター　「てくるん」 講師 えほんの店コッコ･サン代表 森本 ちか

前半は、てくるんでコッコ・サンのおは
なし会を体験！後半は、コッコ・サンで
大人の絵本の楽しみ方や参加者同士で
絵本の情報交換をしましょう。

受　付 10時〜20時
定休日 １月１日

●会　場  てくるん、絵本の
店コッコ・サン

● 定　員 10名（15歳以上）
●持ち物  お気に入りの絵本

（あれば）

3月11日（土）11時〜12時15分

904−5728
http://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

ＦＢ

シニア 男性も

ＦＢ

1211 おとなの英会話ドイツハーブティー＆スィーツ付
グラスアート体験

総合予備校fitドイツCafé ドイツハウス 講師 英会話責任者 Mark Tsohas、松本 彩加講師    　　　　　宮内 純子

今更英会話なんて…と思う
のはまだ早い！ネイティブ
の先生たちと一緒に楽しく
英語でお話ししましょう♪
初心者の方でもＯＫです！

専用カラーフィルムとリード線を使っ
た誰でも簡単に作れるグラスアート体
験でステンドグラス風の素敵なガラス
のフォトフレームを作ります。（ドイ
ツハーブティーとスィーツ付き）

受　付 8時30分〜22時
定休日 なし

受　付 10時〜21時
定休日 日曜日

●会　場  総 合 予 備 校
fit 4F

● 定　員 ７名
●持ち物  なし

●会　場 ドイツハウス
● 定　員 ８名
●持ち物 なし
●費　用 900円

933−9877090−6005−6238
http://fit.cocotte.jp/http://germanhouse.shop

所在地 松山市大街道２丁目５−９久保豊ビル４Ｆ所在地 松山市一番町２丁目８−５ 一番町武田ビル２F南

3月11日（土） すべて
3月18日（土） 11時〜12時
3月25日（土） 

3月 7日（火） 15時〜16時
3月12日（日） 13時〜14時
3月17日（金） 15時〜16時

グラスアート
インストラクター

ＦＢ ＦＢシニア

男性も

キッズ シニア

ＦＢ



松山
中央郵便局

ジュンク堂
書店

松山市役所

愛媛
県庁

日本銀行

愛媛信用金庫
本店

伊予銀行
本店

千舟町通り

中の川通り

三番町通り

■
国際ホテル松山

■ 県立図書館
■ 愛媛県美術館

■ NBF松山日銀前ビル

■
ホテルNo.1松山

■キスケP

キスケP■

■ローソン

観音寺

銀天街

大
街
道

八
坂
通
り

二番町通り

南堀端

県庁前

市
役
所
前

一番町通り

花
園
町
通
り

松山全日空
ホテル

アエル松山

松山
三越

いよてつ髙島屋

ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
街愛媛

銀行

ウィッグサロン
とらや

18

松山ヨーガ・サークル
29

クライミングスタジオ
ブレイブ
25

ウワジマ イノウエパール 30

KTC中央高等学院 松山キャンパス31

てくるん

20

17

ポーラ・ザ・ビューティ松山市駅前店

イタリア語教室 
IL PONTE ITALIANO 1

6キャリア
『ドイツ語・英会話』教室

4･5きもの近藤

シューズ＆バッグ AOKi

松山銀天街GET！

ファースト

スズラン
美容室

19
ハッピーハート
ステーション

桜産業
8２auショップ松山銀天街

3･27･28

総合予備校fit
12･13

21・22・23

松山東急REIホテル ■

ムラタ16

大街道

7･

彫金ギャラリー絵夢 ９

ドイツハウス

愛媛FC サッカースクール

11

24

15
メガネの三城

14
ほけんの哲學
松山店

チェックインホテル■

10・26

まちゼミ
開催店マップ

まちゼミ講師店 兼 会場1 31

22

21

24シューフィッターによる
足と靴のお悩み相談会

姿勢の良くなる
歩き方講座

親子で
エンジョイ・サッカー

シューズ＆バッグ  AOKi

シューズ＆バッグ  AOKi

愛媛FC サッカースクール講師 店長（上級シューフィッター） 青木 陽忠

講師 店長（上級シューフィッター） 青木 陽忠

講師 普及ダイレクター 川井 光一

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。

正しい姿勢で若々しく元気に！
腰痛、冷え性、肩こりなども改
善されます。正しい歩き方を、
実際に体感してみてください。

大人気のサッカーを親子で
楽しみましょう。サッカー
未経験者大歓迎です。

受　付 11時〜19時
定休日 不定休

受　付 11時〜19時
定休日 不定休

受　付 10時〜18時
定休日 土曜、日曜、祝日

●会　場  シューズ＆バッグAOKi
●定　員  ５名
●持ち物  相談したい靴があ

れば持込可

●会　場  シューズ＆バッグAOKi
●定　員  ５名
● 持ち物  い つ も 履 い て い

る ウ ォ ー キ ン グ
シューズがあれば。

●会　場  愛媛フットサルパーク
（松山市一番町3丁目1-1松山三越屋上）
● 定　員 20名または10組

（４歳〜10歳の子供と父兄、性別問わず）
●持ち物  運動のできる格好

でお越し下さい

3月21日（火） すべて

3月24日（金） 11時〜12時30分

3月 7日（火） すべて

3月11日（土） 11時〜12時30分

3月11日（土）16時〜17時

947−6868

947−6868

970−1166
http://aoki1910.com

http://aoki1910.com

http://www.ehimefc.com
所在地 松山市湊町３丁目７−18

所在地 松山市湊町３丁目７−18

所在地 松山市三町３丁目12−14

23 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 シューズアドバイザー 矢野 恵美

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  シューズ＆バッグAOKi
●定　員  ５名
●持ち物  相談したい靴があ

れば持込可

3月14日（火） すべて

3月18日（土） 11時〜12時30分

947−6868
http://aoki1910.com

所在地 松山市湊町３丁目７−18

16 いくら掛かるの葬儀費用?!

株式会社ムラタ 講師 営業課 土居 拓朗

葬儀費用って高額だって
聞くけど実際はどうなっ
てるの？そんな疑問を解
消していきます。

受　付 9時〜16時
定休日 なし

● 会　場 ムラタホー
ル市駅2F 百合の間

● 定　員 10名または5組
●持ち物  なし

3月12日（日） 10時30分〜11時30分

941−4444
http://www.murata-group.co.jp/

所在地 松山市湊町６丁目３−５

2019

17

シワを改善する
薬用化粧品体験会

家事や仕事に一息♪
アロマレッスン開催

ちょっとしたコツで“5歳若返り”

ポーラ・ザ・ビューティ松山市駅前店ハッピーハートステーション

スズラン美容室

講師講師 アロマセラピスト 中野 莉沙

講師 スズラン美容室スタッフ

ＣＭ、雑誌、新聞などで今、話題。
日本初、史上初。シワを改善する
薬用化粧品「リンクルショット」お肌
で体験。肌診断、メークも含みます。

輝くあなたのお手伝い！あなたに合っ
た世界で一つだけのアロマスプレーを
作りませんか？木曜日はお子様連れの
ママさんもご参加頂けます☆

自分に合った眉の書き方、色合
わせをします。ご希望があれば
眉カット、リフトアップマッ
サージの仕方お教えします。詳
しくはお電話でお尋ね下さい。

受　付 10時〜20時
定休日 日曜・祝日

受　付 9時〜18時
定休日 水曜

受　付 9時30分〜16時
定休日  月曜日、第１火曜日・

第3日曜日

●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

●会　場  ハッピーハートステー
ション大街道店 ２F

●定　員  ６名
●持ち物  なし
●費　用 500円

●会　場  スズラン美容室
●定　員  ２名（女性）
● 持ち物 今お使いの自分の眉ペンシ

ル・アイブローあればお持ち下さい

947−9109931−0011

921−4692

http://www.pola.net/b/pola/info/50789/http://www.happy-pharmacy.com

http://www.suzuran-biyou.com/

所在地 松山市千舟町５丁目２−13所在地 松山市大街道２丁目６−４

所在地 松山市二番町３丁目８−２

18 ウィッグで若々しく。
気分を変えて。

ウィッグサロン とらや 講師 酒井 孝栄

初めてだけど、どんな感じか試
してみたい。持ってるウィッグ
が上手くつけられない等。お気
軽にお越し下さい。

受　付 10時〜18時30分
定休日 水曜日

●会　場  ウイッグサロンとらや
●定　員  ２名または３組
● 持ち物 ご自分の部分ピース、

全体のウィッグなど。お持ち
でない方は手ブラでOKです

3月15日（水）１0時〜11時 もしくは13時〜14時

921−2832

所在地 松山市大街道１丁目５−16

28 お悩みですか？

ファーストボウル

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  マイボール、マイ

シューズ使用可

3月15日（水） すべて
3月16日（木） 13時〜14時30分
3月17日（金） 

945−7353
http://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

27 レッツ！
健康ボウリング

ファーストボウル

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

3月 8日（水） すべて
3月 9日（木） 13時〜14時30分
3月10日（金） 

945−7353
http://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

29 心を穏やかにするヨーガ

松山ヨーガ・サークル

身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

3月5日（日） 10時〜11時

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

所在地 松山市千舟町５丁目７−２

講師 普光江 彰子

30 パールネックレスの
リフォーム体験

ウワジマ イノウエパール 講師 店長 井上 智永

真珠ネックレスを、天然石等と組み合わ
せて、新しいデザインにリフォームしま
せんか？お手持ちが無い場合、淡水ネッ
クレスを販売。講師の指導で作成します。

受　付 11時〜18時
定休日 水曜日

●会　場  店内
● 定　員 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。お持ちでな

い場合は、淡水ネックレスを1,000円で販売
●費　用  1,000 円←教材の内容：天然石等

3月 6日（月） すべて

3月10日（金） 11時〜12時

931−3103

所在地 松山市大街道２丁目３−４
http://i-pearl.co.jp

3月13日（月）
3月15日（水）
3月16日（木）
3月17日（金）

3月 9日（木） 11時〜12時
3月25日（土） 15時〜16時

各日程共通
10時30分〜12時
14時〜15時30分
18時〜19時30分

3月 8日（水） 15時〜16時
3月 9日（木） 16時〜17時
3月15日（水） 15時〜16時
3月16日（木） 16時〜17時

15 iPad講座

メガネの三城 松山本店 講師 坂下 力也
受　付 10時30分〜19時
定休日 なし

3月23日（木）10時30分〜12時

931−0161

所在地 松山市湊町４丁目６ー17

31 世界遺産に触れる♪
〜屋久杉工房〜

KTC中央高等学院 松山キャンパス

世界自然遺産の屋久杉を使い、
キーホルダー作りを行います。
何百年何千年生きた屋久杉にぜ
ひ触れてみて下さい。

受　付 ９時〜18時
定休日 日曜・祝日

●会　場  KTC中央高等学院
松山キャンパス

●定　員  10名
●持ち物  なし

934−2662
http://www.ktc-school.com/campus/matsuyama/

所在地 松山市千舟町４丁目４−３ 松山MCビル２Ｆ

講師 キャンパス長 梶 景介

3月11日（土） 15時〜16時

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？
●会　場  メガネの三城 松山本店2F
●定　員  10名
● 持ち物 ご自身でipadをお持

ちの方は、お持ち下さい

13 14中学生から大学生まで
勉強お悩み相談会 マネー教室

総合予備校 fit ほけんの哲學 松山店講師 高卒主任 橋田 康平 講師 三橋 章隆

いまいち勉強の仕方がわからな
い…。そんな10代のお子様を
もつ保護者の方必見です！お子
様の進路や生活状況などアドバ
イスを専門講師が送ります。 

お金！どうしたら貯まるの
か？金融市場もめまぐるし
く変わる時代です。不安や
疑問を解消しませんか？目
からうろこのセミナーです。

受　付 8時30分〜22時
定休日 なし

受　付 10時〜17時
定休日 不定休

●会　場  総合予備校fit 4F
● 定　員 ７名
●持ち物  成績等分かる

ものがあれば

●会　場  ほけんの哲
學 2F

● 定　員 ８名
●持ち物  筆記用具

933−9877 968−1771
http://fit.cocotte.jp/ https://www.f-e-a.co.jp（リニューアル中）

所在地 松山市大街道２丁目５−９久保豊ビル４Ｆ 所在地 松山市湊町4丁目5ー11

3月 6日（月） 18時〜19時30分
3月10日（金） 18時〜19時30分
3月18日（土） 12時30分〜14時
3月26日（日） 12時30分〜14時

3月17日（金） 13時〜14時
3月18日（土） 11時〜12時

25 ボルダリング体験

クライミングスタジオ ブレイブ

ボルダリングのルールとマナーを楽し
く学んで体験しませんか？安全管理の
ため、会員制となっていますので会員
登録料として1,500円のみ必要です。

受　付 10時〜22時
定休日 なし

●会　場  クライミングスタジオ ブ
レイブ

● 定　員 10名
● 持ち物 なし
●費　用 登録料1,500円

10時〜
12時〜
15時〜

各４５分全日

906−8166
http://www.climbingstudio-brave.com/

所在地 松山市湊町３丁目５−14

講師 インストラクター 若江 勇一

26 元気はつらつ
ストレッチ講座

松山市まちなか子育て・
市民交流センター てくるん 講師 整体師・鍼灸師 玉井 弘文

肩こり・腰痛・眼の疲れに効く
簡単なストレッチを紹介します。
育児中のママはじめ老若男女ど
なたでも楽しめる講座です。

受　付 10時〜20時
定休日 １月１日

●会　場  てくるん
●定　員 10組
● 持ち物 フェイスタオル、

水分補給するもの（動きや
すい服装）

3月7日（火）10時30分〜11時30分

904−5728
http://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

ビューティー
ディレクター

ポーラ･ザ･ビューティー
松山市駅前店スタッフ

（受付15時30分）
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