【令和３年度 伴走型小規模事業者支援推進事業】

郡中まちゼミ 「開催店マップ」

お店の人が教えてくれる！
得する街のゼミナール

○各店の詳細地図は、各講座のQRコードをスマートフォン等で読み込むと表示
されます。（Googleマップ）
②家具屋アカトシロ

⑤おしゃれ工房ホリイケ

新川駅

お店に電話するだけ
簡単お申込み！
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受 講 者 募 集 ！

受講料

※暮 ら しに 役 立つ 豆 知識 ！
※知りたかったプロの裏技！
※楽しく学んでお得な体験！

海

無 料
※講座内容によって
は材料費がかかるも
のもあります。

R56

③えれがんす

全１２講座！

伊予農高

商売人が商売ヌキで教えます！
郡中駅

⑨武智写真館
伊予港

※過去の「郡中まちゼミ」開催の様子

⑦かざぐるまカフェ
⑧石田クリーニング

④トータルファッションタニオカ
五色浜
①竹田時計店
郡中港駅

GS
伊予市役所

⑩伊予法務事務所

伊予市

⑫お好み焼き かざぐるま
JR伊予市駅

R56
JR

マルトモ

⑪Tieck

ヤマキ

豚太郎伊予店

⑥リンダテラッサ

ﾀﾞｯｼｭ速配

中山町

※「郡中まちゼミ」開催店
は店頭に上記のポスター
を掲示しております。

９月11日（土）より受講受付スタート！
郡中まちゼミでは、各参加店で新型コロナウイルス感染予防対策を実施しています！
安心・安全な受講のために、受講者の皆様も是非ご協力ください。

まちゼミって？

（新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、講座内容等が変更になったり、やむを得ず中止に

※安心して受講していただくため、
お店からの販売は一切ありません！

お店の人が講師となって、専門店ならではの専門的知識や情報、コツを無料
で教えてもらえる、まちなかゼミナール、略して「まちゼミ」です。

なったりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。）

お申込みの手順

■参加店の取組み
①マスク着用 ②会場消毒 ③換気徹底
■受講者の皆様へのお願い
①マスク着用 ②自宅で検温 ③手指消毒
※風邪等の症状のある方は受講をお控えください。

「郡中まちゼミ」Facebookページ
https://www.facebook.com/gunchumachizemi

①

ゼミを選ぶ（講座の詳しい内容は中面をご確認ください）
○チラシの内容をよく見て講座をお選びください。まちゼミＨＰや各ＳＮＳなどもご活用ください。

申込む（「まちゼミの申込みです」とお電話ください。）
○定員になり次第締め切らせていただきます。
○申込みは、各店受付時間内にお願いします。
○受講対象者が限定されている講座もあります。ご注意ください。

②

お申込みは
各店へTEL

○小学生以下のお子様は保護者同伴での参加をお願いします。
○材料費は原則として講座当日に会場で徴収します。

⇒

○各講座ともに申込みの際に、受講内容・持ち物・材料費等、各お店にお気軽にお問合せください。
○安心して受講していただくために、お店からの販売・勧誘はありません。

お問い合わせ：伊予商工会議所（郡中まちゼミ事務局） ℡ 982-0334（平日のみ）
主催／伊予商工会議所

③

当日

○時間、場所などをお間違いのない様ご参加ください。

詳しくは中面へ

⑩相続の基礎知識

⑦ ハンドドリップでコーヒーを淹れよう！
9/18(土)・10/3（日）

9/21(火)・10/5（火）

13:00～14:00

17:30～18:30

●会場：お店
●講師：竹中正樹
菅家原美穂
●対象：どなたでも
●定員：５名
●持ち物：なし
●材料費：300円

●会場：お店
●講師：山本大樹（ひろき）
●対象：どなたでも
●定員：４名
●持ち物：筆記用具

家族間の「相続」につい
て、エンディングノート
を作りながら分かり易く
学びます。

お家でもできる。美味し
いコーヒーの淹れ方をお
伝えします。
飲み比べもあります。

伊 予 法 務 事 務 所 行政書士 山本大樹

かざぐるまカフェ

定休日：土・日・祝日
灘町22 TEL：994-8303 受付：8:30～17:30

米湊710-1松田ビル2F TEL：983-5123
受付：9:00～17:00 定休日：土・日・祝日

⑪腸活ストレッチ！

⑧ お家で出来る簡単スニーカー洗い！
9/20(月)・23（木）
10/9（土）11:00～15:00

19/16(木) 10:00～11:00
19/24（金） 13:00～14:00
10/18（金） 10:00～11:00

（希望時間）
●会場：お店
●講師：竹倉美穂
●対象：どなたでも
●定員：５名
●持ち物：きれいにしたいス
ニーカーをご持参ください。

●会場：お店
●講師：二宮・横山
●対象：どなたでも
●定員：２名
●持ち物：なし

お家にある！？物を使っ
て簡単に出来る、スニー
カー汚れの落し方をお教
えします。

腸内環境を整えて腸が持
つ本来の力を取り戻しま
しょう！

Tieck

エステティックサロン＆スクール

石田クリーニング灘町本店

定休日：日曜日
灘町26 TEL：974-3211 受付：9:00～19:00

TEL：090-7806-3009
受付：10:00～18:00
定休日：不定休

尾崎681-1

⑫ 美味しいお好み焼きの焼き方＆簡単ツマミ

16:00～17:00
●会場：お店
●講師：武智忠広
●対象：どなたでも
●定員：５名
●持ち物：デジカメ・スマ
ホ・一眼レフなど

簡単なようで実はプロし
か知らない焼き方のコツ
を教えながら、あまった
生地で一品ツマミ料理を
紹介！実際に焼いて食べ
てもらいます。

写真講座とインドア・ア
ウトドアでの撮影方法に
ついて実践をまじえなが
ら説明します。

お好み焼き かざぐるま

定休日：水曜日
米湊682-2 TEL：982-7726
受付：11:00～14:00・17:00～21:00

全１２講座

講座の色にご注目！

㈲武智写真館

定休日：無休
灘町183-1 TEL：983-1222 受付：9:00～19:00

学

ぶ …知識や知恵を学ぶ講座です。

9/25(土)・10/9(土)

●会場：お店
●講師：谷岡扶美
●対象：小学生低学年以上
●持ち物：なし
●定員：３名
●材料費：200円

13:00～14:30

デザインカッターで紙を
切り抜いて折り紙で色を
付けていきます。

世界に一つだけのオリジ
ナル掛時計を作りません
か？制作していただいた
時計は記念にお持ち帰り
頂けます。

●会場：お店
●講師：竹田惣一
●対象：小学生以上
●持ち物：なし
●定員：５名
●材料費：1,000円

定休日：無休
灘町111-1 TEL：982-1580 受付：10:00～19:00

竹 田 時 計 店 （見る。聴く。思いやり。時計・眼鏡・補聴器・宝石）

⑤ 洋服の直し方／仕立方・製図型紙の作り方

② 一輪挿しを作りながら、木と塗装のお話し

トータルファッション タニオカ

灘町109-3 TEL：982-0420 受付：9:00～18:00
定休日：無休

9/19(日)・26(日)
10/3（日）

9/15(水) ① 9:00～10:00
②13:30～14:30
③18:00～19：00
●会場：お店
●講師：玉井 厚
●対象：どなたでも
●持ち物：なし
●定員：５名
●材料費：500円

10:00～16:00（希望時間）
●会場：お店
●講師：堀池
●対象：女性
●定員：２名
●持ち物：ハサミ・針あて・
直したい物・メモ帳など

一輪挿しをサンディング
塗装をして持ち帰って頂
きます。木材・塗装の基
本をお話しさせて頂きま
す。

各種スソ上げ、袖丈身頃の
出し入れの仕方。製図の基
本、穴かがりの仕方、つぎ
の仕方、採寸の仕方、生地
の選び方他。

おしゃれ工房ホリイケ
下吾川新川駅東裏徒歩2分 TEL：982-2470
受付：10:00～16:00 定休日：不定休

9/25(土)・10/2（土）
10/9（土）10:00～11:00

9/19(日)

●会場：お店
●講師：宮内克樹
●対象：どなたでも
（親子での参加OK）
●定員：５名
●持ち物：なし
●材料費：700円

① オリジナル掛時計を作成してみよう！

9/19(日)13:00～15:00

⑥ オリーブオイルの選び方♪

⑨ ドラマチックな写真の撮り方

9/25(土) 14：00～16:00

④デザインカッターを使って切り絵を作ろう！

●会場：お店
●講師：大西三知子
●対象：どなたでも
●持ち物：なし
●定員：５名

エキストラバージンオリー
ブオイルを実際にテイス
ティングしながらオリーブ
オイルの豆知識をお話しま
す。（和食編）
Linda terraza リ ン ダ テ ラ ッ サ 定休日：月曜日
大平13-7 TEL：090-8693-8119 受付：10:00～17:00

きれい・健康 …美容・キレイ・体・健康についての講座です。

家具屋アカトシロ

定休日：火・水・木曜日
下吾川1867-1 TEL：916-6514 受付：9:00～17:00

③ あなただけの髪飾り ♡ 作りませんか？
9/23(木) ・ 10/6（水）
10:30～11:30 13:00～14:00
10/14（木）10:30～11:30
●会場：お店 ●定員：５名
●講師：田中奈緒美
●対象：小学生以上
●持ち物：なし
●材料費：400円

レジンを使って自分だけ
のオリジナルゴムやピン
を一緒に作ります。
ちょっとしたヘアアレン
ジもお教えしちゃいます
ビューティーサロン えれがんす
下吾川1522-11 TEL：983-1125 受付：9:00～18:00
定休日：月曜、第2・4火曜日

つくる …つくったり体験する講座です。

