
得する街の
        ゼミナールお店の人が

教えてくれる！

第9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35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10月15日(日)～11月５日（日）
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30 ㈪

３ スマホ・タブレット教室

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組
● 持ち物 ご自身のスマートフォン･タブ

レット（お持ちでない方にも貸し出しあり）

所在地 松山市湊町４丁目８ー３

947−7600
http://au-otoku.com

４ イマドキ！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
受　付 10時～17時
定休日 なし

「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?
●会　場  カ ラ オ ケ ク ラ ブ

ファースト
●定　員  ６名
●持ち物  なし

10月19日（木） すべて10月26日（木） 13時30分〜15時
11月 2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 副店長 茅野 友一

講師 亀田 清

６5 男のきもの入門編きものにチャレンジ！

きもの近藤きもの近藤

男のきもの、着てみませんか？
爽やかな秋に向けて、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 日曜日

受　付 9時～20時
定休日 日曜日

● 会　場 きもの近藤 4F
●定　員  ５名（男性）
●持ち物  着てみたい着物

一式（袴も可）

● 会　場 きもの近藤 4F
●定　員  ５名（女性）
● 持ち物 着てみたいお着物一揃

（無ければ当店でお貸しします）

10月21日（土） 13時〜14時30分10月28日（土） 15時〜16時30分
10月29日（日） 11時〜12時30分

933−6213933−6213
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

７ キャリア
「ドイツ語」「英会話」教室

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 11時～20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５−25 LaBriseビル２F

090−6005−6238
http://career-ltd.com/school

講師 クラウス ウィランド

10月16日（月） すべて
10月20日（金） 14時〜15時
10月23日（月） 

10 11簡単に作れるハロウィンの
リースでお家を飾ろう！

小・中学生向け
プログラミング教室

さくらさくパソコン教室 ゲームプログラミング教室

「みんなでハロウィン★飾って
パーティーしよう!!」パソコンを
使って手軽にハロウィンのガー
ランドや飾りつけを作ろう！親
子での参加もＯＫ。材料費無料。

プログラミングソフト「スク
ラッチ」を使い難しい文書を入
力しなくてもブロックの組み合
わせで小学１年生でも出来ま
す。

受　付 10時～20時
定休日 水曜日

受　付 10時～20時
定休日 水曜日

● 会　場 さくらさくパソコン
教室（南銀天街中ノ川出口角）

● 定　員 ４名
● 持ち物 なし

● 会　場 さくらさくパソコン教
室２階（南銀天街中ノ川出口角）

● 定　員 ３名
● 持ち物 なし

10月毎（火）・（木）・（金）10時10分〜16時
（１回50分）

すべて

12時10分〜19時
    （１回50分）

10月21日（土）・22日（日）
 28日（土）・29日（日）
11月  4日（土）・ 5日（日）

909−5800 909−5800
http://www.wisteria-school.jp/ http://www.wisteria-school.jp/

所在地 松山市湊町３丁目２−23−１Ｆ 所在地 松山市湊町３丁目２−23−２F

講師 インストラクター 近藤 あやめ 講師 インストラクター 西﨑 元

９ はじめての真珠講座

桜産業 講師 亀岡 潤子

どんな真珠が美しいのか、価値
が高いのか、その答えはひとつ
ではありません。ご自分で真珠
を選ぶ知恵を身につけてみませ
んか？

受　付 11時～18時
定休日 水曜日

●会　場  桜産業２F
●定　員  ６名または２組
●持ち物  なし

10月26日（木） すべて

10月28日（土） 13時30分〜14時30分

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

所在地 松山市湊町３丁目８−５

12 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 第二日曜日

●会　場  本店１Ｆ
●定　員  1名または１組

（御夫婦とか）
●持ち物  相談したい品物

10月18日（水）
10月25日（水）
11月 1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

13 14子育てママのお仕事座談会 さおりん先生と踊ろう♪
すまいるダンス♪

松山市まちなか子育て・
市民交流センター　「てくるん」

松山市まちなか子育て・
市民交流センター　「てくるん」講師 未・来Jobまつやま 佐藤 美春、山口 律子 講師 ダンススタジオMOGA 高橋 砂織 

仕事をしたい・しているマ
マたちへ。「子育てとの両立
が不安」と同じ悩みを抱え
ながら、子育て中に資格取
得や仕事復帰した先輩ママ
たちとお話ししませんか？

集まれ！未来のちびっこダン
サ～♪音楽に合わせて体を動
かそう！子どもが持つ豊かな
感情を沢山見つけて楽しい時
間を過ごしましょう。

受　付 10時～20時
定休日 １月１日

受　付 10時～20時
定休日 １月１日

●会　場  てくるん
● 定　員 10名
●持ち物  なし

●会　場  てくるん
● 定　員 親子10組（あん

よが出来るお子様以上）
●持ち物  なし

10月18日（水）11時〜12時 10月27日（金）10時30分〜11時20分

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

ＦＢ

１ ドイツハーブティー＆スィーツ付
グラスアート体験

ドイツCafé ドイツハウス 講師    　　　　　宮内 純子

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 10時～21時
定休日 不定期

● 定　員 ８名
●持ち物 工作はさみ
●費　用 1,000円

090−6005−6238
http://germanhouse.shop

所在地 松山市一番町２丁目８−５ 一番町武田ビル２F南

10月19日（木） すべて
10月26日（木） 11時〜12時
11月 2日（木） 

10月21日（土） 15時〜16時
10月22日（日） 14時〜15時
10月28日（土） 15時〜16時
10月29日（日） 14時〜15時

グラスアート
インストラクター

２ 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

10月17日（火） すべて

10月20日（金） 11時〜12時30分

947−6868
http://aoki1910.com

所在地 松山市湊町３丁目７−18

８ 楽しい理科実験♪
スライム作り!!!

KTC中央高等学院 松山キャンパス

通信制高校サポート校でイベン
ト！小学生でも中学生でも誰で
も参加可能♪大人の方のみでも
ぜひご参加を！お待ちしていま
す。

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

11月 4日（土） 14時〜15時

15 子どもも絵本
大人も絵本

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

絵本は子供だけのものではなく、大人も
楽しめるんです！てくるんでおはなし会
に参加した後は、コッコ・サンで大人な
らではの絵本講座を体験してみましょう。

受　付 10時～20時
定休日 １月１日

●会　場  てくるん、えほんの店コッコ・サン
● 定　員 10名（子育て中の方。大

人の方で参加してみたい方も可）
● 持ち物 思い出の絵本、お

気に入りの絵本（あれば）

10月28日（土）10時30分〜12時

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

ＦＢ

シニア

男性もシニア

男性も

シニア

シニア

キッズ

キッズ シニア

シニア

男性も

ＦＢ

キッズ
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まちゼミ講師店 兼 会場1 35

29 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 店長（上級シューフィッター） 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  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

10月23日（月） すべて

10月28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

19 「保険」と「姿勢」が変われば
「未来」も変わるセミナー

㈱FEA ほけんのコンさる松山店 講師 廣瀬 公亮

ファイナンシャルプランナーと
整骨院院長が期間限定体験教室
を開きます。あなたも一緒に「素
敵な未来」について考えてみま
せんか？

受　付 10時～19時
定休日 不定休

●会　場  ほけんのコンさる
松山店内

● 定　員 ８名
●持ち物  なし

10月21日（土） すべて

10月28日（土） 16時〜17時

0120−24−1771
http://www.f-e-a.co.jp

所在地 松山市湊町４丁目５−11

27 シワを改善する
リンクルショット体験会

ポーラ・ザ・ビューティ松山市駅前店 講師 店長 面田 まり子

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。

受　付 10時～20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名または１組
（16歳以上の女性）

●持ち物  なし

947−9109
http://www.pola.net/b/pola/info/50789/

所在地 松山市千舟町５丁目２−13

25 部分ウィッグで
ボリュームを

ウィッグサロン とらや 講師 店長 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
軽にお越しください。

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。

10月17日（火） 
すべて10月19日（木） 
11時〜12時10月24日（火）

10月26日（木）

921−2832

所在地 松山市大街道１丁目５−16

18

21

スキルアップしよう!!

スマホ体感・相談会

ファーストボウル

UQスポット銀天街

インストラクターと相談しなが
ら聞いて実践！あなたの問題を
解決しましょう。

スマホやタブレットの操作はもち
ろん、数ある格安スマホの違いに
ついてなど携帯に関する疑問にお
答えいたします。

受　付 11時～23時
定休日 なし

受　付 11時～20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

●会　場  UQスポット松山銀
天街

●定　員  ５名
● 持ち物 携帯・スマホ・タブレッ

トなど。事前連絡でお貸出も可能

10月16日（月） 
すべて10月20日（金） 
13時〜14時30分10月23日（月）

11月 3日（金・祝）

10月15日（日） 13時〜14時

945−7353

915−5022

http://fast-nico.com/
所在地 松山市大街道２丁目４−14

所在地 松山市湊町４丁目８−７ 銀天街センタービル１F

講師 渡邊 一彦

講師 店長 一宮

30

31

温めと運動で健康ライフ
無料体験付

レッツ！
健康ボウリング

温活カフェ M

ファーストボウル

体の内と外から温め血流
を良くし免疫力を高め病
気しらずの体を作りま
しょう。

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 10時～19時
定休日 水曜日

受　付 11時～23時
定休日 なし

●会　場  銀天街GET!
１F

●定　員  ４～10名
● 持ち物 なし

●会　場  ファーストボウル
●定　員  ６名
● 持ち物 なし

10月17日（火） 10時〜11時
10月24日（火） 14時〜15時
10月31日（火） 14時〜15時

10月18日（水） 
すべて10月19日（木） 
13時〜14時30分11月 1日（水）

11月 2日（木）

946−4489

945−7353
http://fast-nico.com/

所在地 松山市湊町４丁目６ 銀天街GET!１F

所在地 松山市大街道２丁目４−14

講師 チーフ 小川 恭子

講師 渡邊 一彦

33 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  ８名（中学生以上）
●持ち物  ゆったりした服装

10月28日（土） 14時〜15時

932−5414
http://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

34 パールネックレスの
リフォーム体験

宇和島イノウエパール 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  イノウエパール店内
● 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1,500円で販売
●費　用  天然石等1,500 円

10月17日（火） すべて

10月23日（月） 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

35 諦めきれない
プラモデルを完成まで

模型屋おとつき 講師 店主 菅 泰範

作りかけや作りたいけど出来
ない、完成までに至っていな
いプラモデルをお持ち頂くか
ご購入頂き、完成までの手順
などアドバイスいたします。

受　付 12時～19時
定休日 水曜日

●会　場  模型屋おとつき 内 工作室
●定　員  ２名または２組

（小学生以上）
● 持ち物 作りかけのプラモデ

ルや使ってみたい工具など

10月27日（金） 19時〜20時30分
10月28日（土） 10時30分〜12時

080−8634−4150

所在地 松山市千舟町３丁目１ー２ 小田原ビル１F
http://www.facebook.com/mokeiototsuki/

10月16日（月）
10月17日（火）
10月19日（木）
10月20日（金）

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

20 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30分
定休日 元日のみ

10月17日（火）10時30分〜12時

931−0161

所在地 松山市湊町４丁目６ー17

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  ご自身のiPadがある

方は、お持ちください。

16 17キッズストリートダンス
各ジャンル ダイヤモンドの賢い買い方

ビービーダンススタジオ BIJOUPIKO松山店講師 ビービーダンススタジオ講師 講師 ビジュピコスタッフ

楽しく音楽に合わせてかっこよくス
トリートダンスを踊ろう！初心者の方
向けクラスですので気軽にお越しく
ださい。基礎から丁寧に指導します。

ダイヤモンドの賢い買い
方を教えます。これであ
なたもダイヤモンドのプ
ロに。サプライズプロポー
ズのご相談も受付中。

受　付 随時
定休日 日曜

受　付 11時～20時
定休日 なし

●会　場  ビービーダンススタジオ
● 定　員 ４名（幼児～小学生）
● 持ち物 ヒップホップを

受講の方は上履き用シュー
ズをお持ちください

●会　場  BIJOUPIKO
松山店

● 定　員 10名
●持ち物  なし

947−2608 933−2525
http://www.bbds-dance.com https://bijoupiko.com

所在地 松山市千舟町４丁目１−４ ヒラキビル３F 所在地 松山市湊町4丁目８ー11

10月16日（月） 18時20分〜19時20分　小学生ジャズ
10月17日（火） 16時30分〜17時20分　幼児ヒップホップ
10月17日（火） 17時30分〜18時30分　小学生ヒップホップ
10月21日（土） 12時〜13時　　　　　　小学生ヒップホップ

10月25日（水） 13時〜14時
10月26日（木） 13時〜14時
10月27日（金） 17時30分〜18時30分

28 笑顔集まれ！
フラダンス教室

Moani Hula Studio

お子様が幼稚園、学校に行っ
ている時間にママもリフレッ
シュ！ハワイアンのリズムに
合 わ せ て 一 緒 に 踊 り ま せ ん
か？素敵な笑顔集まれ！

受　付 ９時～21時
定休日 なし

● 会　場 大街道１丁目４ー７
吉田ビル３F  Y'sスタジオ

● 定　員 ６名（女性、ママ）
● 持ち物 タオル、飲み物

090−6882−3098

所在地 松山市東垣生町222ー21

講師  東 和代

22 23

26

24美容室は頭皮の
ホームドクター！ ダイエット講座

自分に合った
眉メイクレッスン

流行は変わる！
脱昔メイク！！

スズラン美容室 ダイエット・サポート

フジカワ銀天街本店

トータルビューティーサロンego.大街道店講師 スズラン美容室スタッフ 講師 インストラクター 大野 愛

講師 渡部、藤川

講師 ego.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
ドライィング付！

ダイエットインストラクターに
よるすぐできる運動・食事のア
ドバイス講座。お腹、おしりに
効果ありの簡単ピラティスレッ
スンあり。

それぞれのお顔立ちに合わ
せたバランスの良い眉メイ
クを、トレンドを取り入れ
てレッスンします！

普段メイクやあなたに合ったメイ
ク方法、眉カット、メイク道具
の使い方がわからない方に！メイ
クで自信のある自分になりません
か？一緒にコツを学びましょう☆

受　付 9時30分～16時
定休日  月曜、第一火曜・　

第三日曜

受　付 11時～20時30分
定休日  月曜・第三日曜

受　付 11時～19時
定休日  なし

受　付 10時～18時
定休日  水曜日

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

●会　場  ダイエット・サポート
●定　員  ５ 名（20代 ～50

代女性）
●持ち物  動きやすい服装

●会　場  フジカワ本店
●定　員  ３名（女性）
●持ち物  なし

●会　場  トータルビューティ
サロンego.大街道店

●定　員  ２名（女性）
●持ち物  なし

921−4692 931−7774

945−5111

909−7336
http://www.suzuran-biyou.com/ http://dietsupport.jp/

http://www.cosmetics-fujikawa.com

http://ego.ciao.jp
所在地 松山市二番町３丁目８−２ 所在地 松山市湊町４丁目８−７ 銀天街センタービル２F

所在地 松山市湊町４丁目６−９

所在地 松山市大街道２丁目５−２ かなう整骨院２F

10月26日（木） 10時〜11時
10月27日（金） 15時〜16時
10月28日（土） 16時〜17時
10月29日（日） 10時〜11時

10月20日（金） 13時〜14時、18時〜19時
10月25日（水） 13時〜14時、18時〜19時
10月29日（日） 13時〜14時

10月25日（水） すべて

10月30日（月） 11時〜12時

10月24日（火） すべて

10月27日（金） 10時30分〜12時
11月 4日（土） 18時〜19時30分

10月17日（火） 10時30分〜12時
　　　　　　　 12時〜13時30分
10月24日（火） 12時〜13時30分

32 ボルダリング体験

Climbing Studio BRAVE

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～23時
定休日 なし

●会　場  Climbing Studio BRAVE
● 定　員 10名（小学生～）
● 持ち物 動きやすい服装、靴

下、飲み物、あれば上履き
●費　用 登録料1,500円

10月15日（日） すべて
10月22日（日） 10時
10月29日（日） 12時〜終了。各45分
11月 5日（日） 15時

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

https://ameblo.jp/iroiro1616diy/
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