
会　場●咲～saki整体院
講　師●小林 佐喜子
教材費●500円
　　　　（ハーブティー提供）
定　員●各回2名
対　象●40代～70代の女性

耳ツボダイエットに興味のある方大集合。なぜ耳ツボで痩せ
るのかをご説明します。

耳ツボダイエット体験しよう

11/6㊏・13㊏

12/4㊏
（各日とも）10：00～12：00

咲～saki整体院 TEL・FAX 077-599-1547
営業時間 9：30～19：30　定休日 不定休
E-mail：sakusaki.seitai7212@gmail.com
https://jp.ilb.io/000000836

栗東市安養寺7丁目2番12号
センチュリー21 2A
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077-599-1547
受付開始  11月1日㊊～
受付時間  10：00～19：00

受
付

sakusaki.seitai7212@gmail.com
LINE ID：@408jyrpp

会　場●㈱びわ湖タイル
講　師●中野 光一
持ち物●動きやすい服装
　　　　（必要な方はタオル、水筒）
定　員●2名
対　象●幼稚園 年中～小学生

オリンピック種目にもなった空手道！
護身、精神力、ダイエット、あなたは何
を目指す！?国体選手の社長自ら指導
いたします！

空手道体験

11/11㊍ 18：00～19：00
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㈱びわ湖タイル
栗東市川辺201-4

077-553-1076
受付開始  11月1日㊊～
受付時間  9：00～17：00

受
付

077-553-2055
info@biwako-tile.co.jp

会社 営業時間内レンタルルーム貸出し受付中！
お気軽にお問合せください。
営業時間 8：30～17：30　定休日 土・日曜日
https://www.biwako-tile.co.jp/

会　場●湖南法律事務所
講　師●弁護士　西川 真登
　　　　（滋賀弁護士会所属）
定　員●各時間1名または1組

相続、遺言、離婚、交通事故、債務整理…など、弁護士に無料法
律相談してみませんか。「こんなこと相談しても良いのか
な？」と思われることでもどうぞお気軽にご予約ください。

弁護士による無料法律相談

11/6㊏
①  9：30～10：30
②11：00～12：00
③13：00～14：00
④14：30～15：30
⑤16：00～17：00

TEL 077-554-5408
営業時間 9：30～18：30
定休日 土・日・祝
https://konan-lawoffice.com
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077-554-5408
受付時間  9：30～18：30受

付

湖南法律事務所
栗東市小柿6丁目1-22
竹之内ビル201

会　場●ふとん・ギフトの三木屋
講　師●三木 真理
教材費●500円/枚
　　　　（銀イオンスプレー代）
持ち物●お布団（お１人様2枚まで）
　　　　掛・敷どちらも可
定　員●1日8名まで

普段お使いのお布団をお持ち下さい（お１人様2枚まで）。銀イオン
のスプレーと専用の乾燥機でふっくら仕上げます。お布団のお手
入れの仕方、眠りに不安がある方など無料でご相談にも応じます。

しっかり寝れていますか？
快眠で免疫力アップ！！

11/18㊍・19㊎・20㊏・
11/21㊐・22㊊
各日とも10：00～18：00の間で
お好きな時間をご予約下さい（1時間程度）

TEL 077-558-2408　FAX 077-558-0437
営業時間 10：00～18：00　定休日 水曜日
E-mail：mikiya2408@zeus.eonet.ne.jp
http://futonmikiya.com
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077-558-2408
受付時間  10：00～18：00受

付

ふとん・ギフトの三木屋
栗東市荒張2201

会　場●A.M.A.ファミリーズ
　　　　榮農場内「榮劫菴」
講　師●中井 京子
教材費●1,500円
持ち物●エプロン、三角巾、
　　　　タオル、マスクなど
定　員●6名

榮農場特別栽培のこだわり滋賀羽二重もちを使った大福やフ
ルーツ大福を作ります。

新米の滋賀羽二重糯で作る
絶品大福餅

11/16㊋ 10：00～13：30

TEL 077-552-0353　FAX 077-552-0387
営業時間 8：30～17：30　定休日 日曜日
E-mail：info@sakaefarm.jp
http://sakaefarm.jp/
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090-8822-7510
受付開始  11月1日㊊～
受付時間  9：00～12：00

受
付

A.M.A.ファミリーズ榮農場内
「榮劫菴」

栗東市蜂屋720-2

会　場●鍼灸サロン Beverly
講　師●森岡 麻衣
教材費●500円（お灸代）
持ち物●膝まで上がるズボンを
　　　　着用してお越し下さい
定　員●各回4名
※友人やご家族などと一緒に参加も可

お家にある物を使って簡単にできる美肌ケアとお灸を使った
アンチエイジングや免疫力UPの秘訣をお伝えし、実際に体験
もしていただけます。「刺さないはり治療」の体験もあり。

お家でできる簡単ツボ押し免疫力UP講座
（刺さないはり治療・お灸体験あり）

11/6㊏・11㊍・13㊏
（各日とも）10：00～11：00

※終了時間は前後する可能性あり

TEL 077-576-5505
営業時間 8：00～20：00　定休日 不定休
E-mail：310.beverly@gmail.com
http://www.beverly-jp.com
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077-576-5505
受付時間  8：00～20：00受

付

鍼灸サロン Beverly
栗東市御園1897

会　場●ステーキキッチン
　　　　ボストンコモン
講　師●松山 竜太
教材費●500円（コーヒー・おつまみ）
持ち物●ベイスターズユニ
　　　　（お持ちであれば）
定　員●10名

今年で4回目の開催。周りにベイファン仲間がいなくて淋しい
思いをされている方はいませんか？日頃できないベイトーク
を存分にできる所がここにあります。ご連絡下さいませ。

ベイスターズファンの作り方
～勝負の4回目

11/7㊐
15：00～17：00頃

TEL・FAX 077-552-8129  定休日 毎週火曜日、第1・3月曜日
営業時間 11：30～14：00（LO13：00）、18：00～21：00（LO20：00）
E-mail：welcome@bostoncommon1998.com
https://bostoncommon1998.com
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077-552-8129
受付時間  11：00～20：00受

付

ステーキキッチン
ボストンコモン
栗東市綣10丁目8-3

会　場●古梅堂 磯貝表具店
講　師●磯貝 理絵
教材費●1,000円
　　　　（ひょうたん、表具裂）
持ち物●はさみ、ピンセット、
　　　　カッター（あれば）、
　　　　お持ち帰り用袋
定　員●各回6～7名

小さいひょうたんに表具裂を好きな形に切って貼り付け装飾
して頂きます。お部屋のインテリアにどうぞ。

掛軸の裂でひょうたんを
デコレーションしてみよう！

11/1㊊ 14：00～15：30

11/7㊐ 14：00～15：30

TEL・FAX 077-552-0139
営業時間 10：00～17：00　定休日 不定休
E-mail：isogai.kobaido@gmail.com
http://kobaido.main.jp/
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古梅堂 磯貝表具店
栗東市六地蔵972

077-552-0139
isogai.kobaido@gmail.com

受付時間  9：00～17：00受
付

会　場●自然薯料理 とろりん
講　師●原田 茂（冨田 紘彦）
持ち物●農作業のしやすい服装、
　　　　熱中症予防の飲み物

（長グツは不要、手袋は用意します）
定　員●各回10名
対　象●小学生以上

お店の2階で自然薯の作り方を説明（約30分）。畑へ移動して
収穫体験をして頂き写真撮影の後解散。尚希望者にはお店で
自然薯料理を食べて頂けます。（小雨決行）

地元特産の自然薯のつくり方
と収穫体験

11/18㊍ 10：00～12：00

11/19㊎ 10：00～12：00

TEL 077-558-1166　FAX 077-558-1167
営業時間 11：00～15：00　定休日 火・水曜日
E-mail：info@tororin.jp
https://www.tororin.jp
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077-558-1166
受付開始  10月21日㊍～
受付時間  15：30～17：30

受
付

自然薯料理 とろりん
栗東市御園264

会　場●11/21㊐ ウイングプラザ4階
　　　　研修室A（栗東市綣2-4-5）
11/28㊐ 栗東市商工会館2階
　研修室B（栗東市手原3-1-25）
12/  5㊐ ㈱20工務店
講　師●齋藤 知浩
ファイナンシャルプランナー 中野 大輔
持ち物●メモできるもの
定　員●各回5組

家の購入後も生活の質を変えずに貯蓄していく方法を資金計
画のプロ「ファイナンシャルプランナー」と一緒に定年後の計
画やお子さんの成長など人生設計プランを例にお話しします。

家と貯蓄の内緒話…公開します

11/21㊐・28㊐・12/5㊐
（各日とも）10：00～11：00
　　　　　13：00～14：00

TEL 077-554-8231　FAX 077-554-8232
営業時間 9：00～18：00
E-mail：saitou-20@outlook.jp
https://20koumuten.com
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077-554-8231
受付時間  9：00～19：00受

付

㈱20工務店
栗東市六地蔵835

会　場●栗東体操クラブ
講　師●西森 敏紀
持ち物●タオル、飲み物
定　員●各回10名または5組
　　　　（親子で2名）
対　象●２才～（保護者同伴）

リズムに合わせてジャンプしたり、親子一緒に準備体操や柔
軟等を行い、マット、とび箱、鉄棒の器械体操をします。

親子体操

12/9㊍・16㊍・23㊍
（各日とも）11：00～11：50

TEL 080-3393-1386
営業時間 15：00～21：00　定休日 不定休
E-mail：taisouclub.ritto@gmail.com
https://taisouclub.com/

11

080-3393-1386
受付時間  15：00～21：00受

付

栗東体操クラブ
栗東市小柿3-3-16

会　場●びわ湖タイル道場
　　　　（栗東市川辺201-4）
講　師●鈴木 麻奈美
持ち物●くつ下、又は、足袋
定　員●各回4名

日本舞踊を基盤にした和のフィットネスNOSSで筋肉運動・柔
軟運動・有酸素運動を無理なく行い、百人一首の踊りで日本
人ならではの身のこなしを通し心と体を鍛えます。

はじめての百人一首舞＆
NOSSで和の運動

11/  9㊋ 14：00～14：45

11/10㊌ 10：00～10：45

12/  1㊌ 10：00～10：45

TEL 080-8523-7700　FAX 077-553-9866
営業時間 10：00～20：00　定休日 不定休
E-mail：wanossmile1025@gmail.com
https://wanossmile.jimdofree.com/
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和のSmile
栗東市安養寺

080-8523-7700
wanossmile1025@gmail.com

受付時間  10：00～20：00受
付

会　場●○○○○
講　師●○○○○
教材費●○○○○
持ち物●○○○○○○○○
　　　　○○○○○○○○
定　員●○○○○
対　象●○○○○

○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○
○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○
○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○○●○○○

○○○○○○○○○○
○○○○○○

11/00㊊ 00：00～00：00

11/00㊋ 00：00～00：00

11/00㊌ 00：00～00：00

○○○○○○○○ TEL 000-000-0000　FAX 000-000-0000
営業時間 00：00～00：00　定休日 ○○○○○
E-mail：○○○○○○○○
http://○○○○○○○○○○○○○○○○

00

000-000-0000
受付時間  00：00～00：00受

付

草津商工会議所
〒525-0032  草津市大路2-1-35 キラリエ草津3F
TEL.077-564-5201　FAX.077-569-5692

栗東市商工会
〒520-3047  栗東市手原3-1-25
TEL.077-552-0661　FAX.077-553-5263

守山商工会議所
〒524-0021  守山市吉身3-11-43
TEL.077-582-2425　FAX.077-582-1551

野洲市商工会
〒520-2423  野洲市西河原2400
TEL.077-589-4880　FAX.077-589-5380

主催／湖南四市あきんど連絡会　　　後援／栗東市・守山市・野洲市・草津市
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開
催
期
間

11/1
お申込みから受講までの流れ

講座を選ぶ

※やむを得ず欠席される場合は、必ずご連絡ください。

1

※受付方法･開始日･時間帯等は講座によって異なりますので、ご確認の上お申
込みください。

※TEL の際は「まちゼミの申込です」と伝えてください。
※FAX・Mail の場合は、「受講講座番号」「受講希望日時」「受講者氏名」「電話

番号」を必ず明記ください。

チラシの内容から受けたい講座をお選びください。

参加する3 下記の感染症対策や当日の持ち物を確認の上、時間・場所をお間違えの
ないよう、ご参加ください。

申し込む2 受講前に必ずお申込みください。受付方法はここをcheck!!

TEL受付 FAX受付 Mail受付 WEB受付

お店の人が教えてくれる

10/20㊌より随時受付開始！
■内容によっては材料費がかかるものもあります。
■小学生以下のお子様が受講される場合は、保護者

同伴での参加をお願いします。

まち
ゼミ

お店の人が講師になって、「プロならではのコ
ツ」や「使い方や考え方」などを無料で教えてく
れる少人数制のミニ講座です。
お客様のお役に立つことで、「お店」と「まち」の
ファンづくりを目指しています。

（月）
12/25

（土）

感染症
対策

※講座受講後２週間以内に新型コロナウイルス感染が確認された場合は、必ず講座受講店舗へご連絡ください。

受講される皆様へのお願い
原則マスクを
着用ください

来場時は
手洗い・消毒を
お願い
します

発熱のある方は
来場をご遠慮ください

（欠席の場合はご連絡ください）

店舗側の対策 ※下記を含め、店舗それぞれが工夫して対策しています

原則マスクを
着用します

定期的に
消毒を
行います

３密を避け、
換気を
行います

受講料

無料
全国各地で一斉に
まちゼミ実施中！

facebookLINE Instagram Twitter

SNSを通じて
まちゼミに関する様々な
情報を発信しています。

Follow Me!!

◀湖南四市まちゼミ
　ホームページ

まちゼミ2021



まちゼミ2021お店の人が教えてくれる
TEL
受付

FAX
受付

Mail
受付

WEB
受付

※受付方法・開始日・時間帯等は講座によって
　異なりますので、ご確認の上お申込みください。

会　場●ナチュラル美顔サロン Belle
講　師●メグ・オクムラ
教材費●500円
定　員●1講座あたり3名
対　象●女性

眉は顔の印象を左右する重要なパーツ。基本の作り方を学び
自然体の美眉で過ごしませんか。マスクを外さず受講できます。
毎年ご受講の方も大歓迎！みなさまのご参加お待ちしてます。

第3回
美人映えする眉メイクレッスン

11/17㊌・23㊋㊗

12/1㊌・7㊋
（各日とも）  9：00～  9：30
　　　　  11：00～11：30
　　　　  13：00～13：30

TEL・FAX 077-599-0920
営業時間 9：00～18：30
定休日 不定休
E-mail：info@ocao.me
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ナチュラル美顔サロン Belle
守山市下之郷1丁目2-32-102

「ナチュラル美顔ベル
予約サービス」で検索

会　場●守山駅前コミュニティホール
（守山市梅田町2-1-1セルバ守山3階）
講　師●若狭 喜弘
持ち物●筆記具
定　員●1講座あたり2組まで
対　象●小学5年生～中学生

小中学生のための本気のロボット教室です。
ロボットの動きをキーボードでプログラミング（Ｃ言語）。
ロボットで地上絵を描こう！ロボット博士養成講座の体験会です。

ロボットのプログラミングを
体験しよう

11/10㊌・17㊌・24㊌

12/  8㊌・15㊌・22㊌
（各日とも）18：00～19：30
　　　　   19：30～21：00

TEL 070-5346-1730
営業時間 13：00～18：00　定休日 日曜日
E-mail：robot-trial@core-infinity.jp
https://robot.core-infinity.jp/
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学びラボ
草津市平井5丁目16-20
グリーンレイク平井102

営業時間内に限り
電話受付します

https://bit.ly/3wnyNu9

会　場●卓球スクール・用品店
　　　　アドバンス
講　師●杉田 充
持ち物●体育館シューズ（上履き）、
　　　　運動着
定　員●1講座あたり8名

卓球の基礎的なフォームを学んでラリーを続けましょう！
フォームを意識することで、身体全体を使うので運動不足解
消にもつながります！

卓球の基礎を学んでみよう！

11/12㊎ 13：10～14：10

11/23㊋㊗ 10：10～11：10

TEL 077-598-1934　FAX 077-514-2128
営業時間 9：00～19：00
定休日 不定休
E-mail：info@t-advance.jp
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077-598-1834
受付時間  9：00～18：00受

付

卓球スクール・用品店アドバンス
守山市勝部1丁目3-12

会　場●骨盤カイロぽかぽか本院
講　師●東 奈津子
持ち物●ハンドタオル
定　員●1講座あたり１組２名まで
対　象●小学生以上、性別問わず

骨盤のゆがみと姿勢のゆがみをチェックし、骨盤の調整と肩・
くびスッキリ体操をします。
日頃の気をつける事も分かります。

骨盤と姿勢を整えて
肩・くびスッキリ！

11/1㊊～14㊐

12/9㊍～25㊏
（時間要相談）

TEL 070-2287-5811　FAX 077-514-0213
営業時間 10：00～21：00　定休日 不定休
E-mail：pokapoka.chiro@gmail.com
https://pokapokachiro.wixsite.com/mysite
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骨盤カイロぽかぽか本院
守山市小島町1809-7 ルネ若杉102号

https://line.me/R/ti/p/%40vpc4993g

会　場●守山タクシー株式会社
教材費●550円（税込）
　　　　（洗剤・タオル代）
持ち物●汚れてもよい服装、長靴
定　員●1講座あたり2組
対　象●お子様連れも歓迎です！

プロ仕様の洗車方法でマイカーをピカピカにしませんか？
手洗いと洗車機を使い、コツをお伝えします。
※車種によっては洗車機使用不可・手洗いのみの場合あり

プロドライバーによる洗車教室

11/7㊐・14㊐・21㊐・28㊐

12/5㊐・12㊐・19㊐
（各日とも）14：00～15：00
　　　　 　15：00～16：00

TEL 077-582-2590　FAX 077-583-3169
営業時間 6：00～25：00
E-mail：t-mishina@moriyamataxi.co.jp
https://www.moriyamataxi.co.jp
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077-582-2590
受付時間  8：00～20：00受

付

守山タクシー株式会社
守山市守山3丁目3-44

会　場●あまが池プラザ
　　　　（守山市勝部一丁目13-1）
講　師●鈴木 佳美
教材費●1,000円（機器使用料等）
定　員●小3～小6は子どものみ5名
　　　　年少～小2は親子3組
対　象●年少～小6

パズルブロックを用いて動くロボットを作成します。
小2までは、いろんな形が作れるパズルで知育・造形体験。
小3からは、プログラミングでロボットを動かします。

動くロボットで
プログラミング基礎体験

11/3㊌㊗（年少～年長）13：10～14：10
（小1～小2）14：30～15：30
（小3～小6）15：40～16：45

11/17㊌（年長～小2）17：10～18：15
（小3～小6）18：30～19：45

TEL 090-9867-1219
営業時間 10：00～17：00
定休日 火・日曜日
E-mail：yoshi701m@gmail.com
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こども創造教育舎
草津市上笠4-3-17
JA草津市店舗２階 B-5

090-9867-1219
kusatsukodomo0411@gmail.com

受付時間  10：00～17：00受
付

会　場●植物屋HATONE
講　師●廣政 康孝
教材費●2,500円（エケベリア、
　　　　鉢、用土など）
持ち物●よごれてもいい服装、タオル
定　員●1講座あたり3名
対　象●小学生以上

これからが紅葉も始まりエケベリアのかわいくなる季節です。
エケベリアをメインとした寄せ植え鉢を、自分で作ってみませんか？
お手入れの方法等はお伝えさせて頂きます。まず、やってみましょう‼

エケベリアの寄せ植え教室

11/5㊎・11㊍・15㊊・25㊍

12/14㊋・20㊊
（各日とも）10：00～11：00

TEL 077-516-4518
営業時間 13：00～18：00　定休日 水曜日
E-mail：f-m-n@hatone.jp
http://www.hatone.jp
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077-516-4518
受付開始  10月21日㊍～
受付時間  13：15～17：45

受
付

植物屋HATONE
守山市水保町1336-37

※サンプル

おそうじ
の

コツ！ 会　場●ダスキン湖南守山支店
講　師●一井 みどり
持ち物●上履き、筆記用具
定　員●1講座あたり15名

快適におうち生活を送ってみませんか。

お掃除教室

11/  2㊋ 13：30～15：30

11/16㊋ 10：00～12：00

11/27㊏ 10：00～12：00

TEL 077-581-2525　FAX 077-581-2528
営業時間 9：00～17：00
定休日 土曜日・日曜日・祝日
E-mail：moriyama-k@duskin-konan.co.jp
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077-581-2525
受付時間  9：00～17：00受

付

ダスキン湖南 守山支店
守山市千代町110-1

会　場●ダスキン湖南守山支店
講　師●山本 信宏
持ち物●スリッパ、てぶくろ、
　　　　エプロン、筆記用具
定　員●1講座あたり8名

季節に応じた寄せ植えの作り方、コツをお教えします。

季節の寄せ植え教室

11/24㊌ 10：00～12：00

11/27㊏ 14：00～16：00

TEL 077-581-2525
FAX 077-581-2528
営業時間 9：00～17：00
定休日 土曜日・日曜日・祝日
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077-581-2525
受付時間  9：00～17：00受

付

ダスキン湖南 守山支店
守山市千代町110-1

会　場●門前茶屋かたたや
講　師●髙田 喜代美
教材費●300円（カレンダー代）
定　員●1講座あたり6名

来年度の年賀状やカレンダー
自分オリジナルのものに挑戦してみませんか？

くらしに役立つ書
（カレンダー or 年賀状）

11/11㊍・25㊍

12/2㊍
（各日とも）10：00～11：30

TEL 077-514-1778
FAX 077-514-1770
営業時間 11：00～14：00　定休日 月曜日
https://katataya.com/
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門前茶屋かたたや
守山市守山二丁目2-55

080-3745-7904
https://soukou-shodo.com/

受付時間  9：00～18：00受
付

会　場●キヨシ商会
講　師●南平 喜代和
持ち物●タイヤレバー、空気入れ、
　　　　自転車（お乗りになられ
　　　　ているスポーツバイク）
定　員●1講座あたり5名
対　象●社会人

自転車で遠方に行かれる際に心配なのがパンクトラブル！
チューブ交換が出来ればロングライドも更に楽しくなるはず。
先ずは自分の自転車に触れて実践してみましょう。

スポーツバイクのチューブ交換
（メンテナンス講座）

11/6㊏ 14：00～15：00

TEL 077-585-1843　FAX 077-585-2163
営業時間 9：00～20：00　定休日 日曜日・祝日
E-mail：kiyoshi@chorus.ocn.ne.jp
HP:kiyoshisyoukai.com/
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キヨシ商会 / kcr
守山市立田町1697-1

077-585-1843
kiyoshi@chorus.ocn.ne.jp

受付時間  10：00～17：00受
付

会　場●鶴屋吉正 ギャラリー美秀
講　師●萌木の会
教材費●2,800円（お茶・お菓子付）
持ち物●エプロン、タオル、
　　　　汚れてもいい服
定　員●1講座あたり5人

江戸時代から続くお餅屋さんでの体験教室です。自然の草木
（大井農園の薔薇）を使い、スカーフを染めます。

11/17㊌ 10：00～
　　　　　  13：00～

TEL 077-582-2378　FAX 077-582-0688
営業日 金・土・毎月17日
営業時間 10：00～18：00
https://www.facebook.com/turuyayoshimasa/
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090-8121-5059
受付時間  9：00～20：00受

付

鶴屋吉正 ギャラリー美秀
守山市守山2丁目2-45

守山の薔薇で！
バラ染めスカーフ作り

会　場●ウイングプラザ4階 研修室B
　　　　（栗東市綣2-4-5）
講　師●松原 雅典
持ち物●筆記用具、電卓（スマホ可）
定　員●各回4組
受　付●右記アドレスまで
　　　　ご連絡下さい。

iDeCo・NISAといった資産運用に興味があるけど、
何をしたらいいの？よく解らない。何となく怖い…。
そのようなお悩みを一緒に解決しませんか?

初めての資産運用

11/9㊋・13㊏・17㊌
（各日とも）10：00～11：30
　　　　　14：00～15：30

TEL 077-212-8350
営業時間 9：00～17：30
担当：ライフプランナー 松原 雅典

SL2409-3420-5812

13

京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20 四条烏丸FTスクエア7F

ソニー生命保険株式会社
京都ライフプランナーセンター 第3支社

masanori_matsubara@sonylife.co.jp

会　場●お食事処 楽
講　師●小林 孝行
持ち物●撮影したい方はスマホ等
定　員●4名

ご家庭でもできる魚のおろし方と保存の仕方をお教えします。
写真や動画撮影もOKです。

プロが教える魚のおろし方と
保存の仕方

11/11㊍ 11：00～11：50

TEL 077-553-7526
営業時間 17：00～23：30
定休日 木曜日
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お食事処 楽
栗東市小柿5-20-14

090-1672-1234
受付時間  13：00～17：00
　　　　　（木曜除く）

受
付

会　場●カフェ・フェリーチェ
　　　　（栗東市綣6-11-15）
講　師●井之口 哲也
教材費●ドリンク代が別途かかります
定　員●3名または1組

現在メディアで話題の栗東発、魔法のマドラーの体験会を開
催します。独自の表面処理により口当たりが変わりおいしく飲
めます。この機会にぜひ体験してみてください！

飲み物がおいしくなる
魔法のマドラー体験会

11/19㊎ 18：00～19：00

12/17㊎ 18：00～19：00

TEL 077-553-1712　FAX 077-553-4710
営業時間 9：00～17：00　定休日 土・日曜日
E-mail：vantech@ritto.co.jp
https://vantech-products.com/
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㈲ヴァンテック
栗東市十里244

077-553-1712
vantech@ritto.co.jp

受付時間  9：00～17：00受
付

090-8828-4048
受付時間  10：00～18：00受

付

会　場●雑貨のお店ぎゃらりー こねこ
講　師●加藤 均
持ち物●携帯電話
定　員●各回3名
対　象●成人限定

まずは自分の個性を知る。自分の個性を認め。自分を愛する
ことで他の人に良い影響を与える。より良いコミュニケーショ
ンが取れるお勉強会です。

「雑貨のお店こねこ」で学ぼう
『個性學』

11/12㊎ 10：00～11：30
　　　　　  13：30～15：00

11/17㊌ 10：30～11：30
　　　　　  13：30～15：00

TEL・FAX 077-558-2757
営業時間 11：00～17：00
定休日 日曜日、月曜日、祝日
E-mail：coneco358@docomo.ne.jp
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雑貨のお店ぎゃらりー こねこ
栗東市御園2654

会　場●鉄人工房 マツヤ
講　師●松谷 悦男
教材費●500円（Tシャツまたは
　　　　マグカップ代）
持ち物●描きなれたサインペンなど
定　員●1講座あたり2名・
　　　　1日1組

自分たちが実際に描いた絵が、どのようにプリントされて
Tシャツやマグカップになるのか、その工程を説明しながら
実際に作業の一部も見てもらいます。

大切な人や動植物などの絵を描いて
Tシャツやマグカップを作ろう

11/1㊊～23㊋㊗
営業時間内の
希望される時間帯の約１時間
※予約受付順

TEL 077-598-1682　FAX 077-598-1683
営業時間 10：00～19：00　定休日 水曜日・祝日
E-mail：info@tetsujin.jp
https://www.tetsujin.jp/
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077-598-1682
受付開始  10月21日㊍～
受付時間  10：00～19：00

受
付

鉄人工房 マツヤ
守山市木浜町1868-1（速野交番となり）

会　場●懐石料理 平兵衛庵
　　　　（守山市守山1丁目12-25）
講　師●太田 文人
教材費●3,000円（テキスト・飲食込み）
定　員●1講座あたり6名
　　　　（操縦はグループレッスン）

懐石料理のランチコースをご賞味後、お部屋でドローン操縦を体験していただきます。
プロのインストラクターが丁寧に指導します。「見たことない」「触ったこと
ない」方でも大丈夫！人生初ドローンをチャレンジしてみてください。

まずはふれてみよう！

懐石ランチ付きドローン体験会

11/4㊍・17㊌・25㊍

12/8㊌
（各日とも）11：30～14：30

TEL 077-558-8887　FAX 077-582-9013
営業時間 10：00～18：00　定休日 日曜日・祝日
E-mail：info-drone@moriyama-np.co.jp
http://www.moriyama-np.co.jp/dba_shiga/
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077-558-8887
受付時間  10：00～18:00
　　　　　（日曜・祝日除く）

受
付

国土交通省登録ドローン講習団体
守山市金森町512-2 守山新聞センタードローン事業開発部

滋賀本部

会　場●虎ファンSHOP
講　師●三浦 光司
参加費●2,000円
　　　　お弁当、グッズ土産つき
　　　　黙食後、試合観戦
定　員●1試合につき店内観戦6名

まもなくCS（クライマックスシリーズ）、そして日本シリーズ！
虎グッズに囲まれながら仲間と応援しよう！
野球好き店長の元で “クリーン” な観戦を仲良くみんなと学びませんか！
コロナ禍で虎友が欲しくて当店に辿り着く若者（TORACO）増えました！
初心者も大歓迎！ ここから始めましょう（と・∀・ら）ﾉﾉ

阪神タイガース戦
TV 観戦交流会

11/10㊌ 17：00～試合終了まで
11/11㊍ 17：00～試合終了まで
※ポストシーズンの性質上、日程・時間
　が未定です。
　セ・リーグ順位確定の翌日を目処に
　右記フォームにて募集開始します。

E-mail：info@torafan.jp
http://torafan.jp/

23

虎ファンSHOP
守山市金森町512-3
TEL・FAX 077-582-9022　営業時間 10：00～17：00　定休日 日曜日～木曜日・祝日

申込・詳細は
コチラ

https://forms.gle/K2QnM4o48Mc1EUsn8

会　場●守山商工会議所
　　　　（守山市吉身3丁目11-43）
講　師●幸田 裕介
持ち物●Zoomを使いたいスマート
　　　　フォンやノートPC等
定　員●1講座あたり4名または1組

ビジネスはもちろん、友達や離れて暮らす家族との会話等に
も便利なZoom。使用経験なしの初心者から、ハイレベルに使
いこなしたい人まで、レベル別に使い方をお伝えします！

Zoomマスター講座

11/3㊌㊗
11：00～12：00（初心者向け）
13：00～14：00（初心者向け）
14：30～15：30（経験者向け）
16：00～17：00（経験者向け）
※別日程も相談に応じます。

TEL 090-1149-9380
定休日 不定休
営業時間 14：00～22：00
E-mail：alive0131music@gmail.com
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ALIVE
守山市勝部6丁目4-37

https://forms.gle/Rpr9hvw55vvVwcNk7

受付時間  10：00～17：00受
付

会　場●メナードフェイシャルサロン栗東御園店
講　師●毛利 亜也子
持ち物●アイライナー、マスカラ
　　　　※コロナ感染対策の為
定　員●各回5名

マスク生活にピッタリな新発売のアイカラーなどメイク品を
お試し頂けます。
深田恭子さんのような「ツヤ肌メイク」のコツもお伝えします。

マスク映えメイク

11/14㊐ 10：00～11：30

11/22㊊ 10：00～11：30

11/23㊋・㊗ 10：00～11：30
　　　　   13：00～14：30

TEL・FAX 077-559-2021
営業時間 10：00～18：00　定休日 不定休
E-mail：menard.skip.arriba@ezweb.ne.jp
https://www.menard.co.jp/shop/00628841s
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メナードフェイシャルサロン
栗東御園店
栗東市御園1886-2

077-559-2021

会　場●㈱プログレス
講　師●山﨑 良光
　　　   (山﨑税理士事務所 所長)
持ち物●可能であればご自身の
　　　　資産内容がわかるもの
定　員●各回2組
　　　　（1組あたり2～3名）

巷にあふれる生前贈与の情報は本当に正しいのか？
その仕組みをしっかりと解き明かし、本当にやるべき贈与の
ノウハウを解かりやすくお話します。

これで間違いなし！
生前贈与の秘訣、こっそり教えます。

11/21㊐ 10：00～12：00

12/  5㊐ 10：00～12：00

TEL 077-584-4502　FAX 077-584-4503
営業時間 9：00～17：00　定休日 土、日曜日
E-mail：nakao@progress-hoken.co.jp
http://progress-hoken.co.jp/
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受付時間  9：00～17：00受
付

090-3286-9397
077-584-4503
nakao@progress-hoken.co.jp

㈱プログレス
栗東市綣2丁目4-5 ウイングプラザ１階

077-558-4030
受付時間  9：00～16：00受

付

会　場●㈲栗東ホース具楽部
講　師●インストラクター 2名
定　員●各回6名または3組
対　象●小学生以上

乗馬の楽しさを知ろう！

乗馬体験

12/4㊏・11㊏・18㊏
（各日とも）13：00～14：00

TEL 077-558-4030
FAX 077-558-4038
営業時間 13：00～15：00　定休日 日曜日
E-mail：horse-yoyaku@ritto.co.jp
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㈲栗東ホース具楽部
栗東市荒張1373-30

会　場●㈱えんどう種苗
講　師●眞喜屋 沙弥香
教材費●2,980円（材料費）
持ち物●持ち帰り用袋
定　員●1講座あたり8名

グラスにお好みの観葉植物とカラーサンドで世界にひとつだ
けのオリジナルグラスサンドアートにチャレンジ!!

お部屋のインテリアに
彩りとグリーンを

12/12㊐ 10：00～11：30

12/12㊐ 13：30～15：00

12/13㊊ 10：00～11：30

TEL 077-583-0272
FAX 077-583-8819
営業時間 8：30～18：30
E-mail：from-endo.seed@cube.ocn.ne.jp
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㈱えんどう種苗
守山市中町48

※イメージ図

077-583-0272
from-endo.seed@cube.ocn.ne.jp

受付時間  9：00～17：00受
付
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受講前に必ずTEL・FAX・Mail・WEBフォームでの予約が必要です
※感染症対策等については表紙またはホームページをご確認ください。10/20㊌より随時受付開始！

会　場●梅元老舗 本店
講　師●梅景 寿恵
教材費●1,000円
定　員●3組
対　象●小学生以上

当店の茶室で目の前で作られたできたての主菓子を召しあ
がっていただき、お抹茶を飲んでいただくお茶席体験です。

和菓子屋での茶道体験

11/11㊍ 13：30～16：00

TEL 077-587-0068　FAX 077-587-2921
営業時間 9：00～18：00　定休日 火曜日
E-mail：ohmi@umemoto-wagashi.com
https://www.umemoto-wagashi.com
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090-2280-7696
受付時間  12：00～16：00受

付

㈲御菓子司梅元老舗
野洲市野洲267

会　場●ナイスプラザニシモト
講　師●内田 武利
持ち物●筆記用具
定　員●6名

自家発電、自家消費で快適生活始めましょう♪
安心して電気を使う生活をご提案します。
停電災害への備え、光熱費の削減など、安心した生活についてお教えします。

太陽光発電設置の方で
卒FITを迎える方へ

11/13㊏ 10：30～11：30

11/13㊏ 14：00～15：00

TEL 077-589-2035　FAX 077-589-3731
営業時間 9：00～18：30　定休日 日曜日・祝日、年末年始など
E-mail：niceplaza-n@paw.hi-ho.ne.jp
https://niceplaza.weebly.com/
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077-589-2035
受付時間  10：00～17：00受

付

ナイスプラザニシモト
野洲市西河原2383

会　場●エヌアイ珈琲
講　師●北中 哲也
教材費●600円
　　　　（テキスト・ケーキ付）
定　員●4名
※駐車場3台有ります。

珈琲の基礎知識と淹れ方を知り、当日に焙煎した珈琲を入れ
て、味わっていただけます。

煎り立て、珈琲の淹れ方教室

11/4㊍・18㊍

12/2㊍
（各日とも）10：00～11：30
　　　　　13：30～15：00

TEL・FAX 077-514-7099
営業時間 10：00～19：00
定休日 木曜日
E-mail：info@ni-coffee.jp
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077-514-7099
受付時間  10：00～19：00受

付

エヌアイ珈琲
野洲市市三宅1964

会　場●エステティックルーム
　　　　アスカス野洲店
講　師●三木 彰子
教材費●500円
　　　　（オイル、クリーム各種）
定　員●4名
対　象●女性限定

手のマッサージを体験して頂き、ご自身だけでなく、ご家族に
もして差し上げられるようお教えさせて頂きます。

手のホームケア

11/  9㊋ 10：30～12：00

11/18㊍ 10：30～12：00

12/  4㊏ 10：30～12：00

TEL 0120-126-904　FAX 077-589-5831
営業時間 10：00～18：00　定休日 第1、第3土日曜日
E-mail：akiko.m-esthe@softbank.ne.jp
https://www.asukasu-yasu.com
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0120-126-904
受付時間  10：00～18：00受

付

エステティックルームアスカス
野洲店
野洲市比江680-9

会　場●アメニティ北村：
　　　　ココカラ会議室
講　師●石原 蓮
　　　　勝山 滉大
対　象●中学生以上

「飲むサラダ」とも言われる非常に栄養価が高い貴重な飲み
物であるマテ茶の伝統的な飲み方や、マテ茶の良さについて
実際に体験して頂きながらマテ茶の魅力をお伝えします！

“マテ茶で目指す健康革命”

11/6㊏ 14：00～15：00

11/7㊐ 14：00～15：00

TEL 077-586-7391　FAX 077-586-7390
営業時間 10：00～17：00
E-mail：ren.mesii@gmail.com
https://amenitykitamura.com/
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070-1827-0928
受付時間  9：00～17：00受

付

アメニティ北村
野洲市小篠原2180-17

会　場●らんの家TSUTSUMI
講　師●堤 敏次
教材費●1,200円（植物及び材料代）
持ち物●エプロン、筆記用具
定　員●10名

ランや観葉植物の植え方や咲かせ方を教えます。植物の好き
な方はぜひ受講してください。10/22㈮～11/3㈬まで、秋の
蘭展開催中。青空オークション（10/23、24、30、31、11/3）
開催！お問い合わせください！

ラン科植物と観葉植物の
冬の管理と咲かすコツ

11/3㊌・㊗ 10：00～12：00

TEL 077-586-2660　FAX 077-588-3106
営業時間 10：00～17：00　定休日 火曜日
E-mail：rannoie@rannoie.com
http://rannoie.com
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077-586-2660
受付時間  10：00～16：30受

付

らんの家TSUTSUMI
野洲市小篠原1-7

会　場●煌堂
講　師●林  禅
教材費●800円
持ち物●ハンドタオル
定　員●5名
対　象●18才以上

ダメージを受けたお肌のお手入れに～エッセンシャルオイル
配合ミネラルが豊富で、吸収、吸着作用、抗炎症作用に優れた
クレイ。いらない汚れや古い角質をはがす効果があります！

手作りクレイ

11/10㊌ 13：30～14：30

11/17㊌ 13：30～14：30

TEL 0120-850-318　FAX 077-598-5336
営業時間 10：00～17：00　定休日 日、月曜日
E-mail：kiramekido.info@gmail.com
https://kiramekido.amebaownd.com/
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0120-850-318
受付時間  10：00～17：00受

付

煌堂
野洲市吉地522-1

＊シミ、シワ対策・肌の修復・角栓除去・
　たるみ吸着効果＊

会　場●㈲南製茶
講　師●南 泰宏（日本茶業中央会認定
　　　　日本茶インストラクター）
教材費●1,000円（テキスト、お菓子、
　　　　お茶）お土産付
持ち物●筆記用具
定　員●各回6名

・お菓子と楽しむおいしいお茶の淹れ方
・感動！石臼でお抹茶を挽いてみよう…プチお茶会
・余りもののお茶活用法　手作りほうじ茶体験　他

知って得するお茶百科
～プロが教えるおもてなしのお茶Ⅸ～

11/17㊌ 10：00～11：30

11/17㊌ 13：30～15：00

TEL 077-589-2158　FAX 077-589-5836
営業時間 9：00～18：00　定休日 水曜日
E-mail：min-yas@mx.biwa.ne.jp
https://minami-seicha.jp/

57

077-589-2158
受付時間  9：30～18：00受

付

㈲南製茶
野洲市乙窪122

会　場●ストロベリーファクトリー
教材費●1,500円（当日）
定　員●8名
備　考●リースのサイズは
　　　　直径15cmです

お正月の準備を少しずつ始める季節♪今回はカラフルで可
愛いしめ縄作り体験を開催♪お好きな花材を選んで、オリジ
ナルのしめ縄で素敵な新年を迎えましょう♪

しめ縄リースワークショップ

11/2㊋・9㊋・16㊋・30㊋

12/7㊋・14㊋・21㊋
10：00～11：30
製作にかかる時間は約1時間30分

ストロベリーファクトリー TEL 090-6976-7649
営業時間 10：00～17：00
定休日 不定休
https://www.strawberry-factory.info/草津市北山田町3267-4
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090-6976-7649
受付時間  10：00～17：00受

付

会　場●ふとんのフジタ
講　師●藤田 哲浩
教材費●実費として3,000円(当日)
定　員●各日4名
備　考●出来上がったひざ掛けは
　　　　お持ち帰りいただけます。

繭玉から作られるシルク真綿（まわた）でひざかけを作りませ
んか。真綿（まわた）を引き伸ばし何層にも重ねていき、ふんわ
りやさしいひざかけを手作りしてみませんか。

シルク真綿（まわた）の
ひざかけ手づくりしませんか

11/11㊍・12㊎・13㊏
（各日とも）13：30～15：00

ふとんのフジタ TEL 077-563-8500　FAX 077-564-8321
営業時間 10：00～19：00　定休日 火曜日
E-mail：futonya.fujita@live.jp
https://www.fujitafuton.shop/草津市上笠4-12-19

59

0120-63-8500
受付時間  10：00～19：00受

付

会　場●糀屋吉右衛門
講　師●山﨑 豊彦
教材費●2,500円
持ち物●エプロン、三角巾、マスク、
　　　　4Lくらい入る容器（無い方は
　　　　700円で購入できます）
定　員●10名
対　象●どなたでも

地元産材料を使って3kg余りの味噌を手作りで作っていただ
きます。ご希望の方は糀の増量（600円）お受けします。

楽しい手づくり味噌に
挑戦してみませんか

11/6㊏・20㊏
（各日とも）10：30～12：00
　　　　　14：00～15：30

11/2㊋・4㊍・9㊋・16㊋・18㊍
（各日とも）10：30～12：00

TEL 077-587-0397　FAX 077-587-0743
営業時間 8：30～18：00　定休日 日曜日
E-mail：kojiya-kichiuemon@ares.eonet.ne.jp
https://kojiya-kichiuemon.jp
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077-587-0397
受付時間  8：00～18：00受

付

糀屋吉右衛門
野洲市三上1039

会　場●トータルビューティサロン
　　　　エレガント
講　師●清水 延子
教材費●500円
定　員●5名
対　象●女性

実際に美容実習をしながら、お肌のお手入れが健康につなが
ることを実感していただく。

心とお肌のお手入れの大切さ

11/16㊋ 10：00～11：40

11/18㊍ 10：00～11：40

TEL 077-587-3550
FAX 077-586-3061
営業時間 9：00～18：00　定休日 日曜日
https://total-elegant.com
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077-587-3550
受付時間  9：00～18：00受

付

トータルビューティサロン
エレガント
野洲市北野1-21-3

会　場●ERIのふうせん屋さん
講　師●風船仕事人 ＥＲＩ（エリ）
教材費●1,500円
持ち物●ハサミ
定　員●2名

直径80cm!!巨大クリスマスリースを風船で作ります。
お部屋の飾り付けをされる時に使える技やアーチの作り方も
お教えします♪

映える!! バルーンで
大きなリースを作ろう

12/10㊎ 10：30～12：00

12/12㊐ 10：30～12：00

12/23㊍ 10：30～12：00

TEL 077-587-1235　FAX 077-587-5657
営業時間 10：00～18：00　定休日 火曜日、第二・四水曜日
E-mail：eri.balloon@cap.ocn.ne.jp
http://www.lei.co.jp
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077-587-1235
受付時間  10：00～18：00受

付

ERIのふうせん屋さん
野洲市三上1222-1

077-518-1786
qqvd4nq9k@crest.ocn.ne.jp

受付時間  10：00～16：30受
付

会　場●ぱそこん教室ポレポレ
講　師●竹内 務
定　員●5名
対　象●小学年

車型ロボットを走らせるプログラミングを学んだり、タッチタ
イピングのソフトを使ってタイピングを体験してみましょう。

小学生プログラミング講座

11/14㊐ 13：00～14：00

11/28㊐ 13：00～14：00

TEL 077-518-1786　FAX 077-518-1780
営業時間 10：00～16：30　定休日 日曜日
E-mail：polepole1406hoo@cronos.ocn.ne.jp
https://school-polepole.net
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ぱそこん教室ポレポレ
野洲市栄6-2 ポレールさかえ2F

会　場●ライブ＆カフェ 森のくまさん
講　師●絵手紙：南 恵子
　　　　ギター：コタカ マサヒロ
　　　　カラオケ・ウクレレ：上田 哲也
教材費●絵手紙講座：500円
　　　　その他の講座：0円
持ち物●楽器、お貸しできます。
定　員●各10名

5日は昭和歌謡ポップスで楽しむカラオケ講座。10日と19
日は初心者も簡単ウクレレ＆ギター教室。30日は絵手紙で年
賀状を作ります。ぜひ森のくまさんの無料体験講座へ！

森のくまさんの楽しい講座

11/  5㊎ 13：30～15：30
11/10㊌ 16：00～18：00
11/19㊎ 18：00～20：00
11/30㊋ 13：30～15：30

TEL 077-587-2764
営業時間 10：00～19：00　定休日 月曜日
E-mail：morikuma2764@yahoo.co.jp
http://morikuma2764.wix.com/folkcafe
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090-9287-0513
受付時間  10：00～19：00受

付

ライブ&カフェ 森のくまさん
野洲市小篠原1113-1

会　場●貸会場：アルプラザ野洲2階
講　師●角崎 磨理
教材費●500円
持ち物●お直ししたい洋服

（ミシンなどはこちらで用意します。）
定　員●2名

ご自身の洋服でお直し体験してみませんか？
裾丈詰めや、ウエストのサイズ直しなど丁寧にお教えいたします。
申込みの際にご希望のお直しの内容などお聞かせください。

手軽な洋服のお直し講座

11/7㊐ ・8㊊
（各日とも）13：00～14：30
　　　　　15：00～16：30
　　　　　17：00～18：30
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077-509-7522
受付時間  10：00～18：00受

付

洋服のリフォームキャット
野洲市小篠原1000
アルプラザ野洲2階

TEL 077-509-7522
営業時間 10：00～18：00
定休日 月曜日、第1日曜日

会　場●イシヅカマリン
講　師●浅野 敦哉
教材費●3,000円/1名あたり
　　　　（ボートガソリン代）
持ち物●帽子、サングラス、上着、
動きやすい服装でお願いします
定　員●2名（希望があれば
　　　　相談の上3名様も可能）
※未成年は保護者同伴の上でお越しください。
※荒天時は中止します。

ボートに乗って琵琶湖の上でバス釣り体験と琵琶湖の各所を
巡ってみましょう。

ボート釣り体験と琵琶湖クルーズ

11/4㊍・18㊍
（各日とも） 8：00～11：00
　　　　 13：00～16：00

TEL 090-7695-2674
営業時間 9：00～17：00　定休日 火曜日
E-mail：lakebiwa.connect@gmail.com
https://fishinglifecreator.com/
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090-7695-2674
受付時間  9：00～17：00受

付

CONNECT
野洲市吉川1645-3

（イシヅカマリン内）

会　場●Fees Ballet Studio
講　師●木村 雪恵
持ち物●タオル、飲み物、動きやすい服
定　員●10名
対　象●3才～小学生、大人の方

小さな子どもさんから、大人の方まで楽しくバレエに挑戦し
てみましょう！！未経験の方でも大丈夫です！
※12月19日（日）シライシアター野洲（野洲文化ホール）にて発表会があります♪

バレエに挑戦！！

12/  5㊐ （3才～小学生）
　　　　　  13：30～14：30
12/21㊋ （3才～小学生）
　　　　　  16：00～17：00
12/23㊍ （大人の方）
　　　　　  11：00～12：30
　　　　　  20：00～21：30

TEL 090-6943-6537
定休日 不定休
E-mail：fees_ballet0218@icloud.com
http://fees-ballet-studio.com
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090-6943-6537
受付時間  9：00～20：00受

付

Fees Ballet Studio
野洲市冨波乙710-41

会　場●あやめ水産
講　師●松沢 松治
教材費●500円
持ち物●エプロン、軍手
定　員●10名

各自でブラックバスの解体をして、昼食にバスフライにします。
美味しいですよ！他にも湖魚の試食あります。

ブラックバス解体と料理講座

11/6㊏ 10：00～13：00

TEL・FAX  077-589-3939
営業時間 9：00～17：00
定休日 水曜日
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077-589-3939
受付時間  10：00～17：00受

付

あやめ水産
野洲市菖蒲230

会　場●㈱宇田花店 本店
講　師●宇田 里美
教材費●2,500円(花苗、プラ鉢、
　　　　用土など）
持ち物●エプロン、手袋など寄せ植え
　　　　ができる用具と持ち帰りの袋
定　員●10名

季節の花苗をあなた流に植えませんか？
お好みのお花で楽しんで頂けます！

季節の寄せ植え教室

11/9㊋ 10：30～12：00

TEL 077-587-0123　FAX 077-587-0553
営業時間 9：00～18：30　定休日 正月3日間
E-mail：udahana123@yahoo.co.jp
http://www.udahana.com
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077-587-0123
受付時間  10：00～17：00受

付

㈱宇田花店
野洲市行畑一丁目11-7

会　場●さざなみホール
講　師●辻本 康雄
教材費●500円（会場費として）
定　員●5名（1講座あたり）

そもそもドローンって何？誰でも飛ばせるの？色々な疑問や興
味は尽きませんが、まずはルールを学んでからドローンを実際
に飛ばしてみましょう♪初心者でも大丈夫です。大歓迎ですよ。

初めてでも大丈夫♪
ドローン体験教室

11/12㊎ 13：00～15：00

11/14㊐ 13：00～15：00

11/19㊎ 13：00～15：00

11/21㊐ 13：00～15：00

TEL 077-587-5888　FAX 077-586-5200
営業時間 9：30～18：00　定休日 火・水
E-mail：yas@kotokaze.com
https://www.facebook.com/
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077-587-5888
受付開始  10月21日㊍～
受付時間  9：30～18：00

受
付

㈱コトラボ
野洲市小篠原1205 湖東ビル3F

会　場●㈲マリナアールヴイ
講　師●寺島 靖雄
教材費●500円（木工細工材料費）
定　員●10名

キャンピングカーは贅沢・大きい・使いこなせない…と思って
いませんか？実物を見学してみましょう♪現役の大工さんに
よる木工細工体験も楽しんで頂けます。

キャンピングカー取扱い説明と
木工細工体験

11/22㊊ 13：00～13：40

TEL 077-589-8133　FAX 077-589-8177
営業時間 10：00～17：30　定休日 水・木
E-mail：info@campingcar-factory.jp
http://www.marina-rv.co.jp/
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077-589-8133
受付開始  10月22日㊎～
受付時間  10：30～17：00

受
付

㈲マリナアールヴイ
野洲市吉川2425

会　場●こども創造教育舎
講　師●鈴木 佳美
教材費●1,000円（当日）
定　員●親子5組
対　象●年中～小3

遊び感覚で楽しみながら、プログラミングとオリジナルキャ
ラクターを作ろう。指先を使って体験し、表現力や創造力を伸
ばします。

プログラミング基礎体験

11/13㊏ 13：45～15：15

11/27㊏ 13：45～15：15

こども創造教育舎 TEL 090-9867-1219
営業時間 10：00～17：00
定休日 火曜日・日曜日
E-mail：yoshi701m@gmail.com

草津市上笠4-3-17
ＪＡ草津市店舗2ＦＢ-5
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090-9867-1219
kusatsukodomo0411@gmail.com

受付時間  10：00～17：00受
付

会　場●ロマン楽器
　　　　ユニスタイル守山
講　師●北野 輝重先生
定　員●5名

ピアノを弾いて脳を元気にしませんか。シニアの方に合わせた
レッスン内容で無理なく楽しくレッスンできます。まずはまち
ゼミでその効果をご実感ください。

シニアのための脳トレピアノ

11/  5㊎ 10：30～11：30

11/12㊎ 10：30～11：30
ユニスタイル栗東では
木曜日に体験会開催

ロマン楽器 ユニスタイル守山 TEL 077-514-0881　FAX 077-514-0882
営業時間 10：00～21：00　定休日 月曜日
E-mail：moriyama@roman-gakki.co.jp
http://www.roman-gakki.co.jp守山市勝部3-10-33
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http://www.roman-gakki.co.jp

077-514-0881
受付時間
10：00～21：00

受
付
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まちゼミ2021お店の人が教えてくれる
TEL
受付

FAX
受付

Mail
受付

WEB
受付

※受付方法・開始日・時間帯等は講座によって
　異なりますので、ご確認の上お申込みください。

オンラインまちゼミ
　オンライン会議システムやSNS等を活用
し、「お店」や「まち」と「おうち」をつなげる
新しいまちゼミのスタイルです。
　お店（会場）へ直接行かず、
おうちや出先からWebを介し
て参加できるので、“気軽に”
“安全に”まちゼミをお楽し
みいただけます。

※オンライン受講方法は講座によって異
なります。詳しくはお申し込み受付後に
各お店からご連絡させていただきます
ので、その指示に従ってください。

会　場●公文追分書写教室
講　師●清島 明代
定　員●4名

くもん書写の教材は続けやすい！個人別指導なので学びやす
い！お電話お待ちしております。

美しい文字にチャレンジ‼

11/11㊍～27㊏までの
毎週木、金、土曜日の40分程度
事前にお電話でご予約ください。

金曜日19：30～21：00のみ
zoomにてオンライン学習

（当日までに教材をお渡しします。）

公文追分書写教室 TEL 080-5167-0284
営業時間 9：00～21：00
定休日 日曜日
www.kumon.ne.jp/lil草津市追分3-17-6
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080-5167-0284
080-5167-0284（ショートメール）

受付時間  8：00～21：00受
付

会　場●デ・アルコ㈲
講　師●田中 和美
定　員●6名

電動カートの操作方法、交通ルールを学びます。安心安全に
乗っていただける為の入門基礎講座です。

電動車いす・カートの
安全運転教室

11/3㊌・㊗ 10：00～11：30

11/  9㊋ 13：30～15：00

11/18㊍ 10：30～12：00

デ・アルコ㈲ TEL 077-567-8826　FAX 077-566-7784
営業時間 9：00～18：00
E-mail：mamiya@d-alko.co.jp
http://d-alko.co.jp草津市青地町1025-14
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受付時間  9：00～18：00受
付

077-567-8826
077-566-7784
mamiya@d-alko.co.jp

会　場●火まつり交流館
　　　　（守山市勝部2丁目12-18）
講　師●松本 麻希
持ち物●室内シューズ、長めの
　　　　フェイスタオル、水分、
　　　　ヨガマット（バスタオル）
定　員●3～5名
対　象●女性（30代～60代の方）

90分音楽に合わせて全身の身体のゆがみを改善していきま
す。トータルボディメイクと身体の整え。

美bodyエクササイズ

11/10㊌ 9：15～10：45

11/24㊌ 9：15～10：45

㈲スタイルエクサ TEL 090-6736-2626
営業時間 9：00～17：00
定休日 日曜日
E-mail：maki01260925@gmail.com
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090-6736-2626
maki01260925@gmail.com

受付時間  9：00～17：00受
付

会　場●クーズコンセルボ
講　師●吉川　
教材費●大人1,280円・
　　　　小学生以下640円（当日）
定　員●15名
対　象●どなたでも（子供さんも参加OK
です。店内ではお静かにお願いいたします。）

オーブンから出来たてのあつあつパンを次々頂いてもらいま
す。一言おいしいに尽きます。

胃袋が喜ぶあつあつランチ

11/  1㊊・13㊏・15㊊

11/22㊊・27㊏・29㊊

12/4㊏・6㊊・11㊏・13㊊
（各日とも）10：30～11：30

クーズコンセルボ 南草津店 TEL 077-565-8180
営業時間 7：00～20：30
定休日 不定休
E-mail：yirt08296302@yahoo.jp

草津市野路1-15-5
フェリエ南草津1F
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077-565-8180
受付開始  10月25日㊊～
受付時間  9：00～11：00

受
付

yirto08296302@i.softbank.jp
会　場●Natural Harry
講　師●森 優奈
持ち物●ひじ、ひざが出しやすい服装
定　員●3名または6組
対　象●女性（お子様連れOK!）

お灸ってやったことない！どこにするの？何に効くの？初心
者でもわかりやすいツボの探し方、お灸で温活免疫力UP。刺
さない鍼の小児はりも体験できます！お子様連れ歓迎♪

はじめてのお灸教室

12/11㊏ 10：00～11：30
　　　　15：00～16：30

12/19㊐ 10：00～11：30
　　　　15：00～16：30

TEL 090-1144-0976
営業時間 8：00～19：00
定休日 不定休
E-mail：natural.harry520@gmail.com
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natural.harry520@gmail.com

美容鍼灸サロン
Natural Harry
草津市野路町793-12 2F

会　場●湖南四市全市で
　　　　無料体験実施します。
　　　　日時、会場などの詳細は
　　　　QRコードから
持ち物●水分、室内シューズ、
　　　　タオル、ヨガマット
定　員●各会場3名
対　象●女性（16才以上）

肩甲骨・骨盤・股関節を整え美姿勢づくり。肩凝り・腰痛・冷え
性など不調を整えたい方、痩せ体質、若々しく元気になりたい
方大募集

世界で唯一の知覚・コアトレーニング
スタイルエクサ体験

11/1㊊～12/25㊏まで
お好きな日時でご予約ください。

㈲スタイルエクサ TEL・FAX 077-522-1911
営業時間 9：00～17：00
定休日 不定休
http://www.styleexerk.jp
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QRコードから

会　場●オンライン開催
動画配信。事前にGmailアドレス取得要、
アドレス明記の上お申し込み下さい。
講　師●権藤 由子（YUKO GONDO）
教材費●1,000円
　　　　（受講7日前までに振込）
対　象●中学生以上の方

ブーム再燃！憧れの本格派カヌレ作り挑戦を応援します！銅型
で作る本格派カヌレは、特に難しく悩みがつきもの。特別に教
室人気レッスンのカヌレレシピと技を伝授！！

本格派カヌレを焼こう！
オンラインレッスン

11/１㊊～11/30㊋
アフターフォロー2回付き

（開催期間内にLINE＠メッセージにて）

TEL 090-9165-8821　FAX077-554-2864
営業時間 10：00～19：00　定休日 日曜日
E-mail：lecoursdegirasol@gmail.com
https://palais-de-yuko.com/
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受  

付

フランス菓子教室 girasol
京都市中京区西九軒町291

LINE＠ ID：
＠ois6875i

（QRコードもあり）

会　場●Zoomウェビナー
講　師●北川 皓介
持ち物●フェイスタオル、水分
定　員●1講座あたり10名
対　象●30～50歳代の女性

『ダイエットしたい！姿勢を改善したい！でもコロナが怖くてジ
ムはちょっと…』そんなあなたに医学的根拠に基づき、オンラ
イントレーニングをご提案！自宅で安全に美ボディを目指しま
せんか？

自宅でできる!?
美ボディメイクトレーニング

11/5㊎・21㊐ 

12/5㊐
（各日とも）10：00～11：00

TEL 090-5888-7654
営業時間 9：30～22：00
定休日 日曜日
https://www.kk1010bockm.com/
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Body care Ko
守山市守山1丁目2-1
コスモ守山102号室

受  

付

予約用LINE：
＠434abxjk

会　場●FA-Online（音楽専用
　　　　オンラインシステム）
講　師●渥美 悟史
持ち物●ギターが用意できる方は
　　　　お手元にご用意ください
定　員●1講座あたり10名

ギターを弾くのが初めてという方へ向けてのオンライン講座
です。構え方、チューニング、簡単なメロディー、コードを弾いて
みるところまでを解説します。

初めて弾くギター講座

11/  3㊌㊗ ①10：30～12：00
　　　　　　　 ②15：30～17：00

11/23㊋㊗ ③10：30～12：00
　　　　　　　 ④15：30～17：00
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守山ギター道場
守山市勝部4丁目3-20
Bu-Bu-Bu Sun2F

https://www.m-guitar-dj.com
※上記サイトにてお申込みフォームをご用意。
　「守山ギター道場」で検索ください。

TEL 050-5242-3650
営業時間 10：00～22：00　定休日 不定休
E-mail：satsumi11111@gmail.com
https://www.m-guitar-dj.com

会　場●Zoomウェビナー
講　師●誕生花セラピー認定講師
　　　　奥山 弓子
教材費●1,000円（誕生花ふで文字
　　　　カード）受講7日前までに
持ち物●電卓
定　員●1講座あたり8名

数秘・花・心理学を合わせたセラピー。生まれ持った性質や生
き方を知って自分らしく生きる。グループでのミニ講座で自分
の魅力に気づきましょう。

誕生花セラピー体験

11/15㊊ 10：00～11：00

11/27㊏ 10：00～11：00

12/  9㊍ 20：00～21：00

TEL・FAX 077-583-9375
営業時間 10：00～19：00
定休日 土曜日・日曜日・祝日
E-mail：tea.factory.g@gmail.com
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おケーコ・バイキング
Tea-Factory
守山市播磨田町

https://ws.formzu.net/fgen/S97474069/

会　場●Zoomウェビナー
講　師●Lea Takaiwa
　　　　大西 由紀子
教材費●2,000円（受講前日まで）
持ち物●後日ご連絡いたします。
定　員●1講座あたり4組
対　象●年中から小学生の
　　　　お子様とその保護者様
※ご兄弟姉妹でのご参加はご相談ください。

会　場●Zoomウェビナー
講　師●Lea Christina Takaiwa
　　　　大西 由紀子
教材費●2,000円（受講前日まで）
持ち物●後日ご連絡いたします。
定　員●1講座あたり4組
対　象●年中から小学生の
　　　　お子様とその保護者様
※ご兄弟姉妹でのご参加はご相談ください。

①髪の毛に風船を近づけて擦ると静電気が発生します。
　その静電気でちょうちょの羽を動かせるかな？
②クリスマスのキャラクターが水で消える不思議な現象をオンラインで！

Let's have fun Science!

12/11㊏・18㊏
（各日とも）15：00～16：00
　　　　　16：30～17：30

TEL 090-2380-5665
営業時間 10：00～21：00　定休日 土曜日、日曜日
E-mail：yusan44eaa@gmail.com
https://eaa-english.com/
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English Adventure Academy
守山市吉身3丁目1-44

090-2380-5665
yusan44eaa@gmail.com

受付時間  10：00～20：00受
付

会　場●オンライン開催
　　　　（Youtube動画配信）
　　　　お申込者様にメールで
　　　　URLをご連絡いたします。
講　師●青木 広一

貼ってはがせる弱粘着付き輸入壁紙「ハローウォール」です。
少ない道具でキレイに壁紙を貼る方法をお教えします！
輸入壁紙だから柄の種類が豊富で、賃貸にも使用OKです♪

プロが教えちゃう「ハローウォール
（輸入壁紙）」の貼り方講座

11/1㊊～12/25㊏
お好きな時に何度でも
ご視聴いただけます。
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TEL 077-588-2410　FAX 077-588-4888
営業時間 10：00～17：00　定休日 土日祝
E-mail：aokiagency@zeus.eonet.ne.jp
https://interieur.jp/

interier アンテリュール
野洲市小篠原1562-2

aokiagency@zeus.eonet.ne.jp

会　場●草津市民総合交流センター
（キラリエ草津）（草津市大路2-1-35）
講　師●若狭 喜弘
持ち物●筆記具　定　員●2組
対　象●小学5年生～中学生

小中学生のための本気のロボット教室です。
ロボットの動きをキーボードでプログラミング（Ｃ言語）。
ロボットで地上絵を描こう！ロボット博士養成講座の体験会です。

ロボットのプログラミングを
体験しよう

11/6㊏・13㊏・20㊏・27㊏

12/4㊏・11㊏・18㊏・25㊏
 （各日とも） ①10：00～11：30
　　　　　  ②13：00～14：30
　　　　　  ③15：00～16：30

学びラボ TEL 070-5346-1730
営業時間 13：00～18：00　定休日 日曜日
E-mail：robot-trial@core-infinity.jp
https://robot.core-infinity.jp/

草津市平井5-16-20
グリーンレイク平井102号
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営業時間内に限り
電話受付します

https://bit.ly/3wnyNu9
会　場●RAGU plus
講　師●吉岡 拓真
持ち物●動きやすい服装
定　員●2名

コロナや五輪などの影響でカラダについて考えること増えて
いませんか？今のカラダに最適な運動指導を1対1で受けら
れるRAGUplusを是非体験して下さい！

今こそ運動しよう！

11/3㊌・㊗ 13：00～14：00
　　　　　  19：00～20：00
11/19㊎ 10：00～11：00
　　　　　  19：00～20：00
12/  2㊍ 16：00～17：00
　　　　　  19：00～20：00

RAGU plus（ラグプラス）
TEL 077-561-8809　FAX 077-561-5585
営業時間 10：00～20：00　定休日 日、月曜日
E-mail：info@ragu-active.jp
https://ragu-active.jp

草津市西大路町4-32-105
クサツウエストロイヤルタワー1F
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077-561-8809
受付時間  10：00～19：30受

付

会　場●鍼灸施術所 誠療庵
講　師●山本 誠・山本 藍
教材費●500円
　　　　（テキスト、お灸代・当日）
持ち物●ひじ下とひざ下が出し
　　　　やすい服装
定　員●4名

初めてでも簡単♪自分でできるお灸のやり方、ツボの探し方、
東洋医学とお灸に関する知識が楽しく学べます♪温かくて気
持ちいいセルフケアで健幸生活をはじめてみませんか？

健幸お灸教室

11/23㊋・㊗ 13：00～14：30

11/29㊊ 10：00～11：30

12/  6㊊ 10：00～11：30

鍼灸施術所 誠療庵 TEL・FAX 077-584-5289　定休日 月曜日・日曜午後
営業時間 9：00～13：00／15：00～19：00
E-mail：seiryoan.info@gmail.com
https://seiryoan.com/

草津市渋川1丁目10-12
ヴィラヤマモト1F
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077-584-5289
受付時間  （定休日を除く）
9：00～12：00／15：00～18：00

受
付

会　場●メナードフェイシャルサロン草津渋川
講　師●北川 久江
持ち物●ビューラー、マスカラ、
　　　　アイライナー、アイブロウ

（ファンデーションまで仕上げてご参加ください）
定　員●3名または1組
対　象●女性

新しい年に向けてメイクもアップデートしましょう！
※コロナ感染拡大の場合は「マスクをしたままメイク」に変更

ニューノーマル時代の
メイクアップ講座

11/18㊍ 14：00～15：00

11/19㊎ 10：00～11：00

11/20㊏ 14：00～15：00

TEL 080-4143-3865　FAX 077-562-3104
営業時間 10：00～18：00　定休日 不定休
E-mail：skip.towany@gmail.com
https://www.menard.co.jp/sp/shop/detail/00634361s/
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メナードフェイシャルサロン
草津渋川店
草津市渋川1-4-39-1

080-4143-3865
skip.towany@gmail.com

受付時間  10：00～18：00受
付

会　場●㈱駅前米屋
講　師●南井 孝一
教材費●200円（当日）
持ち物●筆記用具
定　員●20名

お米マイスター（5つ星、3つ星）がお米についていろいろ話し
ます。そして新米を炊いてその場で試食。
もっとお米を食べてもらいたい！

おいしい新米（試食、炊き方、
お米の選び方…等）

11/12㊎・19㊎・26㊎
（各日とも）10：30～12：00

㈱駅前米屋 TEL 077-598-1558
営業時間 10：00～18：00
定休日 火曜日
https://ekimaekomeya.jp

草津市大路1-8-15
クロスアベニュー草津B-111

65

受付時間  9：00～18：00受
付

077-562-0462
077-562-0625

会　場●KCSセンター草津院
講　師●井ノ岡 典代（姿勢調整師）
定　員●3～4名

姿勢の歪みで腰痛、肩こり、頭痛、膝痛、顎の痛みの他、内臓の
不調や精神の不調等が起こります。
姿勢に関する基礎知識のお話。

姿勢と健康の基礎講座

11/6㊏・27㊏

12/4㊏・11㊏
（各日とも）14：00～15：30

草津院
TEL・FAX 077-569-5202
営業時間 10：00～20：00
定休日 月曜日、金曜日、日曜日
E-mail：kcs-kusatsu@kxe.biglobe.ne.jp草津市大路1-1-1  Lty932 3F

66

077-569-5202
受付時間  10：00～18：00受

付

会　場●日本心理カウンセラー
　　　　養成学院 滋賀校
講　師●礒田 修幸
　　　　宮原 みゆき
持ち物●筆記用具
定　員●10名

TA（交流分析療法）の一部を学び、自身の性格をグラフにし
て客観的に理解できる講座です。人生を前に進めてきた今の
性格に対し、優しい気づきを照らしましょう＊

5つの側面で自己理解を深める
＊性格分析♪

11/  5㊎ 10：00～11：30

11/12㊎ 15：30～17：00

11/20㊏ 15：30～17：00

TEL 077-569-5455　FAX 077-569-5456
営業時間 10：00～18：00　定休日 土曜日、日曜日、祝日
E-mail：ask@jtc-web.jp
https://jtc-web.jp

67

0120-646-556
ask@jtc-web.jp

草津市大路1-1-1  Lty932 4F

㈱日本総合カウンセリング
日本心理カウンセラー養成学院 滋賀校

受付時間  10：00～16：00
(メールは24時間受付可能）

受
付

会　場●お菓子処うばがもちや本店
講　師●岩本 正則
教材費●2,000円（材料代・当日）
持ち物●エプロン・三角巾
定　員●10名または5組

草津名物「うばがもち」を自分たちの手で昔のように手作り
体験していただきます。ご自分で作ったうばがもちはお土産
としてお持ち帰り頂きます。

うばがもちの手作り体験講座

11/  9㊋ 9：30～11：00

11/10㊌ 9：30～11：00

お菓子処 うばがもちや本店 TEL・FAX 077-566-2580
営業時間 9：00～18：30
E-mail：kashihonbu@nanyouken.co.jp
https://www.ubagamochiya.jp/草津市大路2丁目13-19
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077-564-4649
受付時間  9：00～15：00受

付

会　場●わくわく健康まーじゃん教室
講　師●石本 彰
持ち物●筆記用具
定　員●8名

（お酒を）飲まない、（タバコを）吸わない、（お金を）賭けない、
健康麻雀のルールとマナーを体験していただきます。

健康マージャン体験会

11/7㊐ 10：30～12：00

わくわく健康まーじゃん教室 TEL 090-3840-7517
営業時間 10：00～16：00　定休日 日曜日
E-mail：kanchando7517@outlook.jp
http://mahjong.dreamblog.jp/

草津市草津3-13-75 西井ビル3F
カルチャー＆コミュニティサロンC&Sわくわく
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090-3840-7517
受付時間  10：00～16：00受

付

会　場●健康相談・にこにこ堂内
　　　　ひかり整体研究所
講　師●奥村 友亮
持ち物●ジャージなど動きやすい服装
定　員●お一人ずつ対応させて
　　　　いただきます

肩コリ・腰痛・体の不調でお困りのあなた。お家で簡単！セルフ
ケア整体を学んでみませんか。ガチガチの体をこの機会に見
直しましょう。

セルフケア整体学習会

11/1㊊～11/6㊏まで
9：00～18：00の間で
ご都合の良い時間でお待ちしております。
事前にお電話でご予約ください。

TEL 077-562-1165　FAX 077-558-8132
営業時間 9：00～18：00
定休日 日曜日
E-mail：tuiterunikoniko@sepia.plala.or.jp
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077-562-1165
受付時間  9：00～18：00受

付

健康相談・にこにこ堂内
ひかり整体研究所
草津市矢倉1丁目5-33

会　場●ミナミ草津ゴルフガーデン
講　師●野村 裕之
教材費●500円（打席使用料・当日）
持ち物●ゴルフグローブ、
　　　　ゴルフクラブ（レンタル有り）
定　員●10名
対　象●社会人

ゴルフのマナーや、基本スイングの習得

ゴルフを体験してみよう！

12/  4㊏ 16：00～17：00

12/11㊏ 16：00～17：00

ミナミ草津ゴルフガーデン TEL 077-562-1135　FAX 077-562-2761
営業時間 9：30～22：30
E-mail：m932-562＠minami-group.jp
http://minami-golf-batting.jp/golf-garden草津市東矢倉3-9-72

71

077-562-1135
受付時間  10：00～17：00受

付

まちゼミ2021　4/4


