私達が講師です！
きれい
1 男のアイロン掛け

講師
渡辺 隆夫

10/14（土）、10/21（土）、11/11（土）

時間はいずれの日も 14：00〜15：00
男性でも出来る、アイロン掛け。

作る

食べる

お好きな香りで

6 熟成香水を作りませんか
10/16（月） 15：00〜16：00
10/18（水） 13：00〜14：00

メンズわたなべ

TEL. 0250-42-2510

五泉市本町3‐4‐3［定休日］8、18、23、28日［受付］10：00〜16：00

フットバス＆マッサージで

講師
2 リラックス
渡辺・伊藤
10/19（木）、10/30（月）、11/11（土）

時間はいずれの日も ①10：00〜11：00
②14：00〜15：00
③15：00〜16：00

トキ ノ カオ リ

コ

コ

TEL. 0250-42-2586

五泉市本町3‐4‐3［定休日］8、18、23、28日［受付］9：00〜17：00

お手持ちのコスメで５歳若返る！

3 プロが教えるメイクアップ講座

講師
片桐 隆子

五泉市三本木字早出3026番地 キューピット三本木店［定休日］月・水曜日［受付］11：30〜17：30

保湿たっぷり

7 ハンドクリーム講座
10/23（月）15：00〜16：00
10/25（水）13：00〜14：00

トキ ノ カオ リ

コ

FAX でも可
0250-43-4462

五泉市駅前２-６-２［定休日］毎週月曜日、第１火曜日［受付］8：30〜17：30

印象がかわる！

4 ストールの巻き方教室
10/23（月）11：00〜11：45
11/ 4 （土）11：00〜11：45

講師
加藤 恵子

TEL. 0250-42-4776

楽しくデトックス講座

講師
5 （心・体・肌）
当社スタッフ
10/19（木）10：00〜11：00 10/26（木）14：00〜15：00
11/ 2 （木）14：00〜15：00

身近な食材で作るデトックススープ試飲と
美肌のツボ教えます！真の健康（心・体・肌）
を目指しませんか？美味しい健康茶付き♡

五泉市泉町1‐4‐22［定休日］日曜日・祝日［受付］10：00〜19：00

①10：00〜10：30 ④11：30〜12：00
②10：30〜11：00 ⑤12：00〜12：30
③11：00〜11：30 ⑥12：30〜13：00

※講座によっては材料費が必要な場合がございます。

自分でつくる！

11 初めてのフラワーアレンジメント 講師
当店スタッフ
10/15（日）① 10：30〜11：30、② 13：00〜14：00
10/24（火）① 10：30〜11：30、② 13：00〜14：00

フローリスト・カネコ

TEL. 0250-42-2794

五泉市本町3‐3‐15［受付］火曜日10：00〜16：00（10/17除く）

9

アロマで
保湿クリーム 作り !!

講師 [kite-me]
主宰 粟原 あつ子

11/7（火） 10：30〜12：00

自分でできる！

12 初めてのミニブーケ
10/15（日） 15：00〜16：00
10/24（火）15：00〜16：00

フローリスト・カネコ

体験！自分だけの

講師
13 Ｔシャツを作ろう！
池田
10/14（土）、10/28（土）、11/11（土）

TEL. 0250-42-2794

講師
阪井 明子

五泉の特産物「五泉美人」という素敵な名
の付いたレンコンを使ってアクセサリーを作り
ます！お好きなカラーで色塗り体験。
本物野菜は世界初！
［会場］やまちょう
［対象］どなたでも
［持ち物］無
［材料費］800 円〜 ［定員］６名

やまちょう

徹

時間はいずれの日も14：00〜15：30

家族やペットの写真などを使って作るプリン
トＴシャツ（白）の作成体験。文字を組み合
わせてカッコよく作ろう！（写真でなくても
OK）
［会場］イケダスポーツ
［対象］小学生以下は保護者随伴
［持ち物］プリントしたい写真など。あとは構図のアイデアなど。
［材料費］1,000 円 ［定員］３名または３組

イケダスポーツ

TEL. 0250-42-5251

五泉市駅前1‐10‐15［定休日］第3木曜日［受付］10：00〜18：00

ＮＨＫにも取り上げられた鯉のさばき方・

14 料理の仕方をお伝えします。

講師
笠原 恵美

10/18（水）13：30〜15：00

五泉市本町3‐3‐15［受付］火曜日10：00〜16：00（10/17除く）

れんこんアクセサリーを

TEL. 0250-42-4573

五泉市駅前1‐7‐10［定休日］水曜日［受付］9：30〜18：30

ＮＨＫにも取り上げられた鯉のさばき方・料
理の仕方をお伝えします。
［会場］竹ぞう
［対象］どなたでも
［持ち物］無
［材料費］無 ［定員］5 名

［会場］化粧品ほりうち
［対象］興味のある方。お子様同伴OK
※ベビーカー可
［持ち物］無
［材料費］500 円 ［定員］６名

10 作ろう！
10/18（水） 13：30〜14：30
10/26（木） 13：30〜14：30

講師
当店スタッフ

花屋が教えるミニ花束の作り方とステキな
ラッピング＆リボン。自分でお花を選んで、
あなただけのオリジナルブーケを作ってみま
せんか？
［会場］フローリスト・カネコ五泉駅前店
［対象］どなたでも
［持ち物］ハサミ
［材料費］1,000 円 ［定員］４名

赤ちゃんも安心してつかえる保湿クリームを
作りましょう。

化粧品ほりうち

TEL. 0250-42-4573

五泉市駅前1‐7‐10［定休日］水曜日［受付］9：30〜18：30

TEL. 0250-42-2430

五泉市本町3‐3‐13［定休日］日曜日［受付］10：00〜19：00

竹ぞう

TEL. 0250-47-4680

初心者のための

15「のり巻き講座」

講師
波多 昇

10/15（日）14：00〜15：00
10/29（日）14：00〜15：00

みんなで楽しくのり巻きのコツを覚えてご
家庭でも作ってみませんか !!

㈱サンファーム泉 TEL. 0250-47-8808

17 お茶をおいしく楽しむ

TEL. 0250-42-2683

五泉市駅前1‐4‐22［定休日］月曜日［受付］月曜除く10：00〜14：00（時間厳守でお願いします）

選ぶ

FAX でも可
050-3449-8188

講師
齋藤 スミ

普段飲んでいるお茶をちょっとおいしくして、
みんなで楽しみませんか？

TEL. 0250-43-4127

講師
関川 和男

10/17（火）15：00〜16：00
11/ 7 （火）15：00〜16：00

［会場］中央不動産
［対象］現在、空き家等お持ちの方、今後
空き家になる予定の方
［持ち物］無
［材料費］無 ［定員］午前 1 名、午後 1 名

TEL. 0250-42-2020

講師
山田 宏之

10/20（金）10：00〜11：00
11/10（金）10：00〜11：00

つまずきにくい靴の紹介。ひざの痛みを予
防する靴、常時ご案内しております。

保険を活用しての

22 上手な資産運用講座
10/17（火） 11：00〜12：00
11/ 7（火） 11：00〜12：00

シューズ＆バッグ ヤマダ TEL. 0250-42-2363
五泉市本町２‐２‐32［定休日］不定期［受付］9：00〜18：00

講師
佐藤 裕子

10/18（水）10：00〜11：00
10/26（木）、10/31（火）14：30〜15：30

アクサ生命保険株式会社 TEL. 0250-24-9814

知っておきたい薬や健康食品の

講師
井上 和之

［会場］井上薬局
［対象］どなたでも
［持ち物］無
［材料費］無 ［定員］５名

井上薬局

五泉市本町3‐1‐4［定休日］月曜日（予約が有れば営業します）
［受付］10：00〜18：00

講師
加藤 真利子

10/14（土） 19：00〜20：30
10/25（水）10：00〜11：30

きものは着れても、帯を結べない方、ひとり
でらくに結ぶ練習をしてみませんか。

［会場］加藤呉服店
［対象］どなたでも
［持ち物］お持ちの帯
［材料費］無
［定員］４名または２人２組まで

加藤呉服店

TEL. 0250-42-3282

五泉市赤海1‐3‐7［定休日］不定休［受付］10：00〜19：00

症状に対して、

講師
25 どのように対処するか。
加藤 絢也
10/17（火）、10/24（火）、10/31（火）

時間はいずれの日も13：00〜14：00

人それぞれ身体の反応、症状の表れ方が違
います。つらい症状が出た時、身体がどう
反応しているか、どのように改善させるかを
説明していきます。
［会場］加藤整骨院
［対象］どなたでも
［持ち物］無
［材料費］無 ［定員］２〜５名

［会場］一包一心 はまや
［対象］どなたでも
［持ち物］無
［材料費］無 ［定員］3 〜４名

TEL. 0250-42-2529

TEL. 0250-43-1087

五泉市駅前1‐6‐1［定休日］日曜日［受付］10：00〜18：00

24 ひとりで結べる、帯結び

加藤整骨院

お風呂でも出来る

26 水泳練習法（初心者対象） 講師
清野 賢博
10/15（日）、10/21（土）、11/4（土）、11/11（土）
時間はいずれの日も10：00〜11：00

スイミングで教えてもらえない練習方法を教
えます。元国体県代表コーチ。県優秀指導
者賞授与。国際大会参加多数。
［会場］スペースサットチット（スタジオ水夢）駐車場あり
［対象］親子、保護者のみもOK、
子どものみ
の場合中学生以上
［持ち物］筆記用具
［材料費］無 ［定員］5 名または５組

ダンス＆ヨガ
TEL. 090-4848-6516
（出られない場合もあります。）
スペースサットチット（スタジオ水夢）
スイム

［受付］
10：00〜21：00

だれでも出来る

27 害虫・害獣駆除
10/15（日） 9：30〜11：00
10/29（日） 9：30〜11：00

講師
関塚 幸恵

お金を掛けずに、害虫・害獣駆除のやり方
をお話しします。虫や獣の生態を知っている
と、今後の駆除の参考になります。

［会場］環境プロデュウス幸商㈱
［対象］30 代〜 60 代男女
［持ち物］筆記用具
［材料費］無 ［定員］４名

環境プロデュウス幸商㈱ TEL. 0250-47-7765

五泉市本町2‐1‐9五十嵐ビル3F［受付］8：00〜17：00

しろあり防除施工士が教える

28 シロアリのお話し

講師
関塚 幸恵

10/22（日） 9：30〜11：00

お薬や健康食品と上手に付き合うために、
お薬の知識を学び安全に正しく使用して健
やかな毎日を送りましょう。

和食の基本マナーです。とりあえず、おさえ
ておきたいポイントをお話しします。

一包一心 はまや

講師
武藤 仁志

五泉市郷屋川1‐2‐9［定休日］土日、祝日［受付］
9：00〜17：00

23 正しい使い方効かせ方

時間・場所をお間違えのないよう
ご参加ください。

五泉市駅前１‐7‐15 酒井ビル2Ｆ

マイナス金利時代、賢く上手に資産運用し
ませんか？投資の基本を分かりやすくお伝え
します。

［会場］シューズ＆バッグ ヤマダ
［対象］どなたでも
［持ち物］無
［材料費］無 ［定員］１〜 5 名

20 和食のマナー

TEL. 0250-48-5308

五泉市駅前１‐1‐8［定休日］日曜日［受付］10：00〜14：00

10/25（水）16：00〜17：00

五泉市本町2‐3‐34［定休日］10/18、23、28、11/8［受付］9：30〜18：00

19 つまずきにくい靴

講師
五十嵐 秀雄

認定空き家相談士が、空き家等の利活用に
ついて、一緒に考えます。

誰もが行きたい尾瀬、足に自信のない方で
もらくらく楽しめる尾瀬ヶ原行きを提案しま
す。テレビでみるだけでなく、ぜひ実現させ
ましょう。
［会場］博金堂
［対象］どなたでも
［持ち物］無
［材料費］無 ［定員］８名

博金堂

※参加申し込み受付時間を必ずお守りください。
※受付時間外の御予約は承ることができませんので、予めご了承ください。

［会場］五泉商工会議所 応接室
［対象］どなたでも
［持ち物］無
［材料費］無 ［定員］5 名

五泉市本町2‐3‐24［定休日］8、18、23、28日［受付］10：00〜17：00 定休日も受付

誰でも行けます尾瀬ヶ原
パートⅡ

受けたい講座のお店へ直接お電話で
御予約・申し込みください。

21 空き家のお困り相談

中央不動産

当日

申し込む（予約）

チラシの内容をよく見て、
あなたの興味のある講座を
お選びください。

［会場］齋藤ラジオ店
［対象］どなたでも
［持ち物］無
［材料費］無 ［定員］３名

18

～ 受付スタートお申込みは各店へ！

10/17（火）、10/24（火）、11/7（火）

10/15（日） 13：30〜15：00
11/ 9 （木） 13：30〜15：00

齋藤ラジオ店

日

時間はいずれの日も、午前10：00〜12：00、午後14：00〜16：00

五泉市赤海1‐14‐56［定休日］土日、祝日［受付］9：00〜15：00

［対象］初めてのり巻きを作る方
［持ち物］エプロン
［材料費］500 円 ［定員］７名

寿しとよ

10 月 1 日

ポリフェノールが豊富なスーパーフード、ア
ロニアを使った美味しいジャムのお手軽な作
り方教室です。アロニアで健康に過ごしま
しょう！
［会場］㈱サンファーム泉
［対象］どなたでも
［持ち物］アロニアと一緒にジャムにしたい果物など一つ
［材料費］500 円 ［定員］2 名または２組

「つまずきにくい靴」
あります。

五泉市馬場町１‐5‐3［定休日］火曜日［受付］17：30〜20：00

講師
樋口 紘一

10/16（月）9：30〜12：00

［会場］フローリスト・カネコ五泉駅前店
［対象］どなたでも
［持ち物］ハサミ
［材料費］1,300 円 ［定員］４名

［会場］堀内カメラ
［対象］どなたでも
［持ち物］カメラ、デジカメ、
スマートフォンなど
［材料費］無 ［定員］６組

堀内カメラ

奇跡のスーパーフード !

16 アロニアでジャム作り

自分で花を選んでプロから学ぶちょっとした
コツで簡単なフラワーアレンジメントを作っ
てみませんか？親子でのご参加も OK です！

ハロウィンの背景をバックに、ご自身のスマ
ホやカメラで記念写真を撮影しましょう !!

［会場］アルソア liencell（リアンセル）
［対象］女性限定
［持ち物］無
［材料費］無 ［定員］５名または３組

アルソア liencell（リアンセル） TEL. 090-4061-6734

講師 ベビーサロン・メイプル
長谷川 恵子

8 おひるねアート

［会場］マルムラ
［対象］女性
［持ち物］ストール（ない方はお貸しします）
［材料費］無 ［定員］3 名

五泉市駅前1‐6‐7［定休日］木曜日［受付］10：00〜19：00

TEL. 080-1226-3443

五泉市三本木字早出3026番地 キューピット三本木店［定休日］月・水曜日［受付］11：30〜17：30

ストールのいろいろな巻き方をお教えしま
す。

マルムラ

コ

季の香り KO・KO

お手持ちの化粧品をご用意下さい。スタッ
フがベストのメイクアップをアドバイスいたし
ます！普段使いのコスメで５歳若返ってみま
せんか？
［会場］かたぎり美容室
［対象］どなたでも
［持ち物］普段お使いのお化粧道具
［材料費］無 ［定員］6 名

かたぎり美容室 TEL. 0250-43-4462

講師
五十嵐智佳子

オイルをベースに天然保湿成分とエッセン
シャルオイルを配合してしっとり潤うハンドク
リームを作成します。終了後には美味しい
ハーブティーをどうぞ♡
［会場］季の香り KO・KO
［対象］高校生以上のお客様
［持ち物］エプロン
［材料費］600 円 ［定員］４名

10/31（火）

10/30（月） 13：00〜14：00

講師
五十嵐智佳子

TEL. 080-1226-3443

季の香り KO・KO

保湿、保温効果のあるお湯につかってリラッ
クス後、かかと角質を取ってマッサージをひざ
下からつま先まで。
［会場］レディースわたなべ
［対象］女性 ［持ち物］無
［材料費］1,000 円 ［定員］各１名

レディースわたなべ

学ぶ

３〜６種類のエッセンシャルオイルをブレン
ドして自分だけのオリジナル香水を作成して
みましょう。終了後には美味しいハーブティー
をどうぞ♡
［会場］季の香り KO・KO
［対象］高校生以上のお客様
［持ち物］エプロン
［材料費］600 円 ［定員］４名

［会場］メンズわたなべ
［対象］男性
［持ち物］無
［材料費］無 ［定員］４名

まちゼミは店主やスタッフが講師となって専門知識やプロの技を無料で
お教えするミニ講座です。分かりやすく、気軽に参加していただけます。
「お店」と「まち」のファンになっていただくための講座ですので、お店
からの販売は一切ありません！安心して受講してください。

TEL. 0250-42-3575

五泉市赤海1‐3‐7［定休日］土曜午後、日曜、祝日［受付］平日9：00〜20：30

シロアリの生態、黒アリとの違いをお話しし
ます。早期発見がポイントかも？
［会場］環境プロデュウス幸商㈱
［対象］30 代〜 60 代男女
［持ち物］筆記用具
［材料費］無 ［定員］５名

環境プロデュウス幸商㈱ TEL. 0250-47-7765

五泉市本町2‐1‐9五十嵐ビル3F［受付］8：00〜17：00

29 水のお話し

講師
関塚 幸恵

11/12（日）9：30〜11：00
水の不思議を、楽しく解説します。誰でも
出来る、不思議な水を作る方法を、お話し
します。
［会場］環境プロデュウス幸商㈱
［対象］30 代〜 50 代 女性のみ
［持ち物］筆記用具
［材料費］無 ［定員］５名

環境プロデュウス幸商㈱ TEL. 0250-47-7765

五泉市本町2‐1‐9五十嵐ビル3F［受付］8：00〜17：00

まちゼミ
参加店募集中！
まちゼミって何？ウチのお店もまちゼミやってみ
たい！など、参加をお考えの方は、お気軽にお
問合せください☆
お問合せ先：五泉商工会議所
TEL：0250-43-5551 FAX：0250-42-1151

