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●材料費は原則として講座当日に会場で徴収い
たします。

●お申込み後のキャンセルは、材料費を頂戴する
場合がありますのでご承知おきください。

●定員になり次第締め切らせていただきます。
●申込は、各店の受付時間内にお願いします。
●申込初日は、電話回線の混雑が予想されます。ご了承ください。
●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。
●やむを得ずキャンセルする場合は早めにご連絡ください。
●各講座ともに、申込の際に受講時の持ち物をご確認ください。
●小学生以下は保護者同伴でのご参加をお願いします。

要予約

「まちゼミの申込です」とお電話ください。
受講料無料 申込は各店へ

安心して受講して頂くために受講
中のお店からの販売は一切ありま
せん。

※内容によっては材料費がかか
るものもあります。
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お店の人が教えてくれる！お店の人が教えてくれる！

2022年10月1日㈯～31日㈪2022年10月1日㈯～31日㈪2022年10月1日㈯～31日㈪

まちゼミって？まちゼミって？まちゼミって？ お店の人が講師となって、専門店ならではの専門知識や情報、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
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開催会場マップ 吉川まちゼミカレンダー
きれい まなぶ たべる 講座番号と開始時刻を掲載しています。

全全全181818
講座講座

小浜屋菓子店14
しんち屋

❷❸

吉川小学校
吉川コミュニティプラザ❼❽12

(吉川区総合事務所)　

ボディショップエムラ❻

コロナに負けるな!
コロナに負けるな!
コロナに負けるな!感染症対策を行いながら開催！

感染症対策を行いながら開催！

第10回
知って得する! 吉川まちのゼミナール知って得する! 吉川まちのゼミナール知って得する! 吉川まちのゼミナール

受付開始
9/10（土）

※受付時間は店舗により異なります。
詳しくは、各講座の内容欄をご確認
ください。

松原家具住設店
10

レモンの木❶
（フードショップよしむら店内）
レモンの木❶
（フードショップよしむら店内）
レモンの木❶
（フードショップよしむら店内）

川谷生産組合18



元気に見せるあなたの色を探しましょう！
10/7(金) 14:00～15:30

｢自分の顔が明るく元気
に見えるといいな｣ と
思 い ま せ ん か？ そ ん な
あなたと相性のいい色
をチェックリストや実
際に洋服を使って探し
てみましょう！

●会　場：レモンの木
●定　員：３名
●持ち物：手鏡 ( お持ちの方 )、マスク

レモンの木（フードショップよしむら店内） 講　師　吉村　早苗

TEL 025-548-2003
上越市吉川区原之町1393

受　付／ 9:00 ～ 19:00
定休日／日曜

不器用さんでもできる！簡単がま口作り !!
10/18(火) 10:00～11:30

オリジナルのがま口ポー
チを作ってみませんか？お
裁縫が得意じゃなくても
大丈夫！！みんなで楽しく
あなただけのがま口ポー
チを作りましょう！！

●会　場：しんち屋　●材料費３００円
●定　員：４名　　　●持ち物：裁縫道具、マスク

（布は用意してありますが、お好きな布はありましたらお持ちください）

㈲しんち屋 講　師　荻谷　ひろ子

TEL 025-548-2345
上越市吉川区原之町1400

受　付／ 9:00 ～ 18:00
定休日／日曜

初心者のタイヤ交換、パンク修理キットの取扱い
10/8(土) 1回目9:00～10:00、2回目10:30～11:30

今回はタイヤ交換の他、パンク
修理キットの使い方の実演を行
います。もしもの時のために、是
非覚えてください。

●会　場：ボディショップエムラ
●定　員：各回３名
●持ち物：汚れてもよい服装、マスク

ボディショップエムラ 講　師　江村　聖一

TEL 025-548-3404
（留守番電話の際は折り返し連絡します）
上越市吉川区原之町小萱1847

受　付／10:00～18:00
定休日／土、日曜

【男性編】ゆかたと角帯の着付け方
10/20(木) 13:30～14:30

男性用浴衣の着付け、角帯の
帯結び講座です。浴衣の着付
けをマスターしませんか？来夏
は僕も浴衣デビュー！

●会　場：長谷川呉服店　
●定　員：３名　
●対　象：中学生以上の方
●持ち物：ゆかた、角帯、マスク

（お持ちでない方は当店でお貸
しいたします）

長谷川呉服店 講　師　長谷川　和昭

TEL 025-548-2019
上越市吉川区原之町1604

受　付／ 9:00 ～ 18:45
定休日／日曜

初心者ОＫ! スポーツ自転車に乗ってみよう！！
10/2(日)、10/16(日) 9:30～11:30

スポーツ自転車( ロードバイ
ク )に乗っている方！私と一
緒に吉川区内を走ってみませ
んか？！普段と違った新しい
発見があるかも！！

●会　場：吉川区内
　　　　　( 集合：しんち屋 )
●定　員：各回４名
●持ち物：普段乗っている自転車、
　　　　　動きやすい服装、マスク

㈲しんち屋 講　師　荻谷　孝行

TEL 025-548-2345
上越市吉川区原之町1400

受　付／ 9:00 ～ 18:00
定休日／日曜

『腸活』講座 夏バテ＆コロナ疲れをリフレッシュ♪
10/15(土) 1回目14:00～14:50、2回目15:00～15:50

冷えた物を好んだ結果、“絶不
腸”、巣ごもりでの偏った生活
による“腸便秘”。そんなお悩み
にお応えすべく、運動を交えて
の朗報を皆様にお届けします！
●会　場：吉川コミュニティプラザ
　　　　　３階 301 会議室
●定　員：各回３名
●持ち物：バスタオル、タオル
　　　　　又は手ぬぐい、マスク

ボディショップエムラ 講　師　笠原　啓一
（柔道整復師・健康管理士）

TEL 025-548-3404
（留守番電話の際は折り返し連絡します）
上越市吉川区原之町小萱1847

受　付／10:00～18:00
定休日／土、日曜

【女性編】ゆかたと半巾帯の着付け方
10/12(水) 13:30～14:30

女性用ゆかたの着付け、
半巾帯の帯結び講座です。
浴衣の着付けをマスター
しませんか？来夏は私も浴
衣デビュー！

●会　場：長谷川呉服店　
●定　員：３名
●対　象：中学生以上の女性の方
●持ち物：ゆかた、半巾帯、腰ひも、マスク

長谷川呉服店 講　師　長谷川　則子

TEL 025-548-2019
上越市吉川区原之町1604

受　付／ 9:00 ～ 18:45
定休日／日曜

初心者にお得な保険
10/22(土) 1回目9:30～10:20、2回目10:30～11:20

自動車保険と生命保険の
お得な入り方、最新のトレ
ンド、便利な使い方をお
伝えします。

●会　場：吉川コミュニティプラザ３階 301 会議室
●定　員：各回３名
●持ち物：筆記用具、マスク

ボディショップエムラ 講　師　松永　聡大
( ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅー、証券外務員 1 種 )

TEL 025-548-3404
（留守番電話の際は折り返し連絡します）
上越市吉川区原之町小萱1847

受　付／10:00～18:00
定休日／土、日曜
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だわり」木工細工教室
10/2(日)、10/9(日)、10/16(日) 10:00～12:00

今回も押し寿司の型の作り方をお教
えします。昨年よりも大きなサイズ
にチャレンジしていただこうと思いま
す。喜んでいただければ幸いです。
●会　場：平山建築　
●材料費：１，５００ 円
●定　員：各回２名または１組　
●対　象：７５ 才未満の方（工具を使用する為）
●持ち物：作業に適した服装（タオル、軍手）
　　　　　鉛筆、マスク

※受講申込み：9 月 20 日㈫～とさせていただきます

平山建築 講　師　平山 昭宏

TEL 090-2165-1621
上越市吉川区長峰1095

受　付／ 8:00 ～ 18:00
定休日　日曜

9 レンジフードの掃除＆蛇口 ( 水栓 ) 修理の仕方！
10/15(土) 1回目10:00～11:00、2回目14:00～15:00

レンジフードの分解と掃
除の仕方をお教えします。
蛇口（水栓）の簡単な直
し方もお教えしますので、
ご体験下さい。

●会　場：松原家具住設店
●定　員：各回４名
●持ち物：マスク

㈲松原家具住設店 講　師　松原 正博

TEL 025-548-2058
上越市吉川区下町1126-3

受　付／8:00～19:00
定休日／第 2・4土曜
　　　　日曜、祝祭日

10 スマホお悩み相談室
10/6(木)、10/19(水)、10/20(木)
1回目13:30～14:30、2回目14:30～15：30

スマホで写真や動画を撮りたいけ
どやり方がわからない…。LINE
の使い方を知りたい！ 家族と簡
単に写真を共有したい！…など、
スマホに関するお悩み事を相談
しませんか？予約時に相談事も合
わせてお聞かせください。

●会　場：割烹 品和亭
●定　員：各回１組（同グループ４名様まで）
●持ち物：ご自身のスマホ、筆記用具、マスク

割烹 品和亭 講　師　髙橋　美桜

TEL 025-548-2008
上越市吉川区原之町1360

受　付／13:00～18:00
定休日／不定休

11 ぶらり吉川お店めぐり♪
10/5(水) 14:00～15:30

講座に参加してみたいけど、馴染
みのないお店に入るのはどうも
…。そんな方に商工会職員が地域
のお店をご紹介します！

●茶菓子代：５００ 円
●定　員：２名
●持ち物：マスク、ほんの少し
　　　　　の勇気！
●集　合：道の駅よしかわ杜氏の郷

吉川商工会 講　師　向井 貴志

TEL 025-548-2109
上越市吉川区下町1126
吉川コミュニティプラザ３階

受　付／ 8:30 ～ 17:15
定休日／土・日曜、祝祭日
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３分で煮魚が気楽にできますよ
10/5(水) 14:00～15：00

時間や手間がかかると思っている
あなた。かんたんに煮魚ができる
方法がありますよ！当日は魚の卸
し方や調理の実演と、試食があり
ます。（持ち帰り可）

●会　場：割烹 品和亭　●材料費５００円
●定　員：４名
●持ち物：筆記用具、マスク

割烹 品和亭 講　師　髙橋　孝一

TEL 025-548-2008
上越市吉川区原之町1360

受　付／13:00～18:00
定休日／不定休

13 ちんころ細工を作ってみませんか？
10/7(金)、10/14(金) 14:00～15:30

吉川区伝統のちんころ細工を一
緒に作りましょう。お一人様３個
作っていただき、その場でふかし
てお持ち帰りいただきます。

●会　場：小浜屋菓子店
●材料費：３００円　●定員：各回４名
●持ち物：三角巾又は帽子、エプロン、にぎりハサミ、
　　　　　持ち帰り用入れ物、マスク

小浜屋菓子店 講　師　中村　　崇

TEL 025-548-2020
上越市吉川区原之町1399

受　付／9:00～17:00
定休日／日曜

14 お酒の勉強会 Part ２
10/1(土) 、10/15(土) 14:00～15：30

日本酒を飲み比べて、味の違い
や製造方法の違いを学び、日本
酒について詳しくなっちゃいま
しょう！

●会　場：よしかわ杜氏の郷
●つまみ代：１，０００円
●定　員：各回６名
●対象者：２０才以上の方
●持ち物：お酒が好きな気持ち！
　　　　　マスク

㈱よしかわ杜氏の郷 講　師　谷内　幹典

TEL 025-548-2331
上越市吉川区杜氏の郷1

受　付／10:00～16:00
定休日／月曜

15 フライパンで簡単！おいしい米粉ピザ作り
10/3(月)、10/11(火)、10/20(木) 10:00～12:00

当館で人 気の食体 験メ
ニュー「米粉ピザ」を作っ
てみませんか？家庭でも
手軽に作れます。お気軽
にご参加ください！

●会　場：スカイトピア遊ランド ●材料費：５００円
●定　員：各回６名
●持ち物：エプロン、三角巾または帽子、マスク

㈱みなもとの郷 スカイトピア遊ランド 講　師　小池　幸子

TEL 025-547-2221
上越市吉川区坪野1458-2

受　付／9:00～18:00
定休日／水曜

16

手打ちそばを打ってみよう！
10/13(木)、10/18(火) 10:00～12:00

古くから伝わるおもてなし
料理の１品、「尾神そば」
を伝授します。興味のあ
る方、是非この機会にチャ
レンジしてみましょう！

●会　場：スカイトピア遊ランド ●材料費：５００円
●定　員：各回６名
●持ち物：エプロン、三角巾または帽子、マスク

㈱みなもとの郷 スカイトピア遊ランド 講　師　山本　紀子

TEL 025-547-2221
上越市吉川区坪野1458-2

受　付／9:00～18:00
定休日／水曜

17 こうじ漬けの素「三五八」を作ろう！
10/29（日）1回目10:30～11:30、2回目15:00～16:00

何でも美味しくなる魔法
の調味料「三五八 ( サゴハ
チ )」を仕込んでみましょ
う。三五八を使った簡単こ
うじ漬けもご紹介します。

●会　場：川谷生産組合 農産加工施設
●材料費：５００円
●定　員：各回５名
●持ち物：エプロン、三角巾（帽子、手ぬぐいも可）マスク

川谷生産組合 講　師　鴫谷　幸彦

TEL 025-547-2905
上越市吉川区川谷3156-1

受　付／8:30～17:00
定休日／日曜

18

大満足
75％

満足
22％

第9回 まちゼミアンケートより

●講座の満足度

皆様の受講をお待ちしています！

吉川まちゼミ参加店一同

97%の
受講者が
大満足・満足
97%の
受講者が
大満足・満足

まちゼミを受講すると、お店から
「まちゼミクーポン」をプレゼント!
まちゼミに参加したら、クーポンを
使ってお得な買い物を楽しんでいき
ませんか？

受講された皆様に

吉川まちゼミクーポンを

プレゼント！

受講された皆様に

吉川まちゼミクーポンを

プレゼント！

受講された皆様に

吉川まちゼミクーポンを

プレゼント！

参加店では新型コロナウィルス感染症予防のため、衛生面や三密対策を行いながら講座を開催します。
会場では①マスク着用②検温を実施し、検温の結果、体温が37.5℃以上の方や体調がすぐれない方は入場不可となります。
なお、感染症拡大の状況により、講座開催を中止させていただく場合がありますので、ご了承ください。

参加店では新型コロナウィルス感染症予防のため、衛生面や三密対策を行いながら講座を開催します。
会場では①マスク着用②検温を実施し、検温の結果、体温が37.5℃以上の方や体調がすぐれない方は入場不可となります。
なお、感染症拡大の状況により、講座開催を中止させていただく場合がありますので、ご了承ください。

全18講座全18講座全18講座 講座の色にご注目!講座の色にご注目! 美容・キレイを追求
する講座です。

知識や知恵を学ぶ
講座です。

食べることについて
楽しむ講座です。きれい まなぶ たべる


