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くさなぎくん

■協力／静岡市　 ■後援／静岡商工会議所　 ■事務局／静岡商工会議所 清水事務所 経営支援課　TEL：054-353-3402
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清 水

まちゼミとは？
清水区の商店街の店主及びスタッフが
講師となって、地元のお店ならではのお得
な情報や技術、生活の工夫など、知って
得する内容を講座形式で皆さんにお伝え
するゼミナールです。略して「まちゼミ」です。

受講料
無 料
※講座によっては材料費
　がかかります。

全41講座

10 18月
私たち清水区のお店で

受付スタート!

11/26●金
月末の金曜日は、
お早めに仕事を終えて
「清水まちゼミ」に
参加してみませんか？FRIプレミアム

フライデー

※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、やむを得ず中止になる場合がございますのであらかじめご了承ください。

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、受講者の皆さまも是非ご協力ください。

マスク
着用

会場
消毒

換気
徹底

参 加 店 の 取 り 組 み

マスク
着用

自宅で
検温

手指
消毒

受講者皆さまへのお願い

第10回第10回
大好評

地元のお店の人が教えてくれる!
健康 学習 体験 きれい

「まちゼミの申込みです」とお電話ください。
メールアドレスが記載されているお店はメールでの受付も可能です。（一部LINEでの受付あり）

注意事項

●各店の状況により電話に出られない場合があります。 ●受講対象者が限定されている講座もあります。ご了承ください。
●各講座ともに、お申込みの際に受講時の持ち物をご確認ください。

※受付時間は各店によって異なりますのでご注意ください。

●講座によって材料費がかかるものがあります。 ●材料費は原則として講座当日に会場でお支払いください。 ●お申込み後のキャンセルは
材料費を頂戴する場合がございます。 ●定員になり次第締め切らせていただきます。

丸数字が講座の番号です

主催／静岡市清水商店街連盟

2021
11 1●月▶30●火

講師／松永愛自

講師／中島路香・陽 講師／ERIKO

講師／尾関洋平 講師／春田哲弥

講師／増田慎一 講師／秋山浩史

講師／坂本涼介

講師／坂本涼介

講師／坂本涼介 講師／金子 武講師／太田佳孝

講師／長田きみの×西ヶ谷建志

毎年大好評のなが田酒店セレクトの日本酒と次郎長屋イチ
押し商品の試食を楽しいお話と共に

■会場／なが田酒店
■対象／20才以上
■材料教材費／1,000円
■定員／8名

●静岡市清水区真砂町4-9
●営業時間／10：00～18：00
●定休日／水曜

清水まちゼミ名物
昆布と酒の
マリアージュ

次郎長屋

1
体 験
駅前銀座

●受付時間／10：00～18：00

☎054-
　367-0557

11/9火
18：30～19：30 

次郎長屋 なが田酒店

肩が張る、首が痛い、もしかしたら枕が原因かも、なかなかめ
ぐり会えない自分に合った枕、お話以外にも実際に寝て確か
めて頂く無料実施体験が出来ます。

■会場／㈲松永ふとん店　■定員／各3名

●静岡市清水区江尻町2-15
●営業時間／9：30～17：30 ●定休日／水曜・第2、3火曜

11/1月
10：00～11：30

11/2火
10：00～11：30

11/4木
10：00～11：30

11/5金
16：00～17：30

11/6土
16：00～17：30

11/7日
16：00～17：30

自分に合った枕って…？

㈲松永ふとん店

2 健 康
清水銀座

●受付時間／10：00～17：00

☎054-366-5371

当事者だった子育てカウンセラーが、心に寄り添ってお話を伺います。まずは心を元
気にしていきましょう。※開始時間は申し込みの際決めます。（相談時間は60分です）

■会場／フリースペースPUPPE （オンライン可・要相談）
■対象／どなたでも　■定員／各1名または親子1組

●静岡市清水区真砂町4-3 常盤ビル3F
●営業時間／9：00～17：00 ●定休日／水曜・土曜・日曜・祝日

11/30火
15：30～16：30

11/26金
15：30～16：30

11/5金
15：30～16：30

11/12金
15：30～16：30

11/16火
15：30～16：30

一人で抱え込まないで！
不登校・生きづらさなど何でも相談

フリースペース PUPPE（プッペ）

4 駅前銀座

●受付時間／9：00～17：00

対象講座あり！

☎050-5360-3670
2020@puppe-smile.com

健 康
オンライン講座
※県外の方はNG

肩こりや腰痛などの痛みの原因のひとつと言われる体のゆ
がみ。ゆっくりとした動きの中で体を整え、健康を取り戻しま
せんか？

■会場／ヨガスタジオ アマリリス
■持ち物／動きやすい服装、飲料水、汗ふきタオル
■対象／高校生以上　■定員／各4名

●静岡市清水区草薙1-5-6 K’ｓビル2Ｆ
●営業時間／10：00～20：00 ●定休日／なし

11/8月
10：30～11：30

11/13土
12：30～13：30

11/14日
15：15～16：15

体のゆがみ改善ヨガ

ヨガスタジオ アマリリス

6 健 康
草 薙

●受付時間／10：00～12：00
☎054-368-7018
aya.banri＠gmail.com

コロナに負けるな！自宅での生活が増え運動不足でお悩みの
方必見です。自宅で簡単にできる運動で元気な体を作りま
しょう。レッツエクササイズ！

■会場／Recovery Gym クアオルト
■持ち物／飲み物、動きやすい服装でお越しください。
■定員／10名

●静岡市清水区真砂町4-5
●営業時間／8：00～17：00 ●定休日／土曜・日曜・祝日

11/20土
10：00～11：00

コロナに負けるな！
おウチde体操！

Recovery Gym クアオルト

10 健 康
駅前銀座

●受付時間／8：00～17：00

☎054-625-5755

せっかく作ったけれど、似合わないし使いづらい・・・そんな
失敗をしないメガネ選びのポイントをプロの目線で教えます。

■会場／くさなぎHARUTA
■定員／2名または2組

●静岡市清水区草薙1-15-2
●営業時間／10：00～18：00 ●定休日／水曜

11/26金
18：00～19：00

疲れ眼世代からの
失敗しないメガネ選び

くさなぎHARUTA

11 健 康
草 薙

●受付時間／10：00～18：00

対象講座あり！

☎054-368-7772
megane@j-haruta.jp

メニュー：ケークサレ フランス生まれのお惣菜です。プロしか知らないコツをお
伝えします。当日はシェフの実演を見ていただきます。レシピはお渡しします。
写真・動画撮影OK。生徒さんは当日は見るだけ（エプロン不要）となります。

■会場／Bon Masuda
■持ち物／ボールペン
■定員／各6名

●静岡市清水区江尻東1-3-15
●営業時間／11：30～14：00・17：30～22：00 ●定休日／火曜

11/6土
10：00～11：00

11/13土
10：00～11：00

Bon Masuda
料理教室

Bon Masuda

12 学 習
江尻東

●受付時間／11：30～14：00・17：30～22：00

☎054-395-9655

オンライン講座
※県外の方はNG

「この土地の地盤は強い？」と心配になっても地面を開けて見
ることはできません。でも地盤の強さを把握する方法はいく
つもあります。予測をする手法などを知っておきませんか。

■会場／㈱アキヤマ ※オンライン開催
■定員／10名または3組

●静岡市清水区草薙1ｰ14ｰ13
●営業時間／8：30～17：30 ●定休日／祝日

11/7日
14：00～14：45

一番大切な地盤の話！

㈱アキヤマ

13 学 習
草 薙

●受付時間／8：30～17：00
☎054-345-1735
info@akiyamakensetsu.co.jp

免疫にも関係する血管と血流を専用の測定器でチェック
します！健康的な血流を維持するための養生法をお伝えし
ます。

■会場／くすりのつつじ堂本店
■定員／各2名

●静岡市清水区草薙1-8-18
●営業時間／9：30～19：30 ●定休日／日曜・祝日

11/4木
14：00～15：00

11/10水
14：00～15：00

免疫元気！
気になる血流測定会

くすりのつつじ堂

3 健 康
草 薙

●受付時間／10：00～19：00

☎054-345-9059

30日間、酵素断食を実践した店長の断食講座。腸と健康の楽
しい話には毎日を健康に過ごす秘訣が満載。まずは、プチ断
食からはじめてみませんか？

■会場／くすりのつつじ堂本店
■定員／各3名

●静岡市清水区草薙1-8-18
●営業時間／9：30～19：30 ●定休日／日曜・祝日

11/5金
14：00～15：00

11/11木
14：00～15：00

11/16火
10：30～11：30

プチ断食で健康生活

くすりのつつじ堂

5 健 康
草 薙

●受付時間／10：00～19：00

☎054-345-9059

よく耳にする【免疫】ですが、実際は知らないことだらけ。相談
薬局店長が、正しい知識と活用法で、流行りのウィルスに負け
ない体作りを伝授。

■会場／くすりのつつじ堂本店
■定員／各3名

●静岡市清水区草薙1-8-18
●営業時間／9：30～19：30 ●定休日／日曜・祝日

11/8月
14：00～15：00

11/13土
14：00～15：00

11/18木
10：30～11：30

ウィルスに負けない
体作りは【免疫】から！

くすりのつつじ堂

7 健 康
草 薙

●受付時間／10：00～19：00

☎054-345-9059

毎日の食事がおいしく食べられ健康でいられるよう、バラン
スの取れた味付方法をお話します。

■会場／キッチン蒲原
■持ち物／筆記用具
■定員／各４名

●静岡市清水区真砂町6-25
●営業時間／10：30～18：30 ●定休日／水曜・第1、2日曜

11/13土
13：00～14：00

11/26金
13：00～14：00

惣菜のおいしい味付

キッチン蒲原

9

●受付時間／13：00～18：00

☎054-364-7711

健 康
駅前銀座対象講座あり！

痛みや不調の主な原因は「体の歪み」と「ストレス」です！この
講座では、体のバランスを調整できるお手軽ケアとストレス
軽減セラピーが体験できます！

■会場／ひなた接骨院　■対象／18才以上
■持ち物／動きやすい服装
■定員／各3名

●静岡市清水区能島300-2 クレール橋本1F
●営業時間／9：00～12：00・16：00～20：00 ●定休日／日曜・水曜・祝日・金曜午前

11/12金
10：00～11：30

11/17水
10：00～11：30

11/26金
10：00～11：30

体のバランス調整と
ストレスケアセラピー

ひなた接骨院

8
対象講座あり！

健 康
能 島

●受付時間／9：00～12：00・16：00～20：00
☎054-368-4433
hplus@star.tnc.ne.jp

複数店舗で協力して行う講座です

毎日を楽しく過ごす食・運動・カラダの
知識を学んでみませんか

康健

専門店ならではの、
ノウハウ・知識を教えます

習学



講師／大坪正美

講師／西ヶ谷建志
講師／西ヶ谷建志

講師／石黒文也

講師／鈴木康裕 講師／徳永裕人

講師／高畠 彩（きょうびしや）

講師／稗田 麗

講師／深沢和典 講師／鈴木敬大

講師／秋山浩史

講師／谷川 薫

講師／HIRO-K

講師／中田はるみ
講師／ロースイーツパティシエ
長﨑弥生

講師／新谷琴美

講師／山本洋平
講師／整理収納アドバイザー
長橋美奈子

講師／松永真由巳

iDeCo（個人型拠出年金）とNISA（少額投資非課税制度）に
ついて、わかりやすく説明します。投資初心者の方にもオス
スメの講座です。

■会場／静清信用金庫 草薙支店
■持ち物／筆記用具
■定員／各5名

●静岡市清水区草薙1-25-41
●営業時間／9：00～15：00 ●定休日／土曜・日曜・祝日

11/8月
10：00～11：00

11/17水
13：00～14：00

11/24水
10：00～11：00

もっと知りたい！
iDeCoとNISA

静清信用金庫 草薙支店

15 学 習
草 薙

●受付時間／9：00～17：00

☎054-346-5900

昆布や鰹節の種類など若旦那の軽快なトークとともに味見
をしながらの90分。基本の出汁の取り方を是非一度体験し
てください。

■会場／次郎長屋
■持ち物／熱い出汁の入るポット・筆記用具
■材料教材費／500円　■定員／4名または2組

●静岡市清水区真砂町4-9
●営業時間／10：00～18：00 ●定休日／水曜

11/13土
13：30～15：00

【定番】
次郎長屋の出汁取り教室

次郎長屋

17 学 習
駅前銀座

●受付時間／10：00～18：00

☎054-367-0557

定番となった出汁取り教室のオンライン版です。
教材がありませんので0円で視聴出来ます。前日
までに視聴URLをお送りします。

■会場／次郎長屋（オンライン）
■持ち物／パソコン・スマホ等オンライン環境をご用意ください
■定員／無制限

●静岡市清水区真砂町4-9
●営業時間／10：00～18：00 ●定休日／水曜

11/13土
18：00～19：00

11/23火㊗
18：00～19：00

【オンライン】
次郎長屋の出汁取り教室

次郎長屋

18 学 習
駅前銀座

●受付時間／10：00～18：00
☎054-367-0557
kenji@jirochoya.com

オンライン講座
※県外の方はNG

シニアドライバーの方の運転チェックをします。
ご自身の運転が気になる方・不安な方等は是非、ご参加くだ
さい。

■会場／静鉄自動車学校　■対象／65歳以上
■持ち物／運転免許証、眼鏡等（条件がある方）、運転できる履物
■定員／各4名

●静岡市清水区馬走北5-1
●営業時間／9：10～19：50 ●定休日／日曜・祝日

11/26金
9：00～10：00

11/26金
11：00～12：00

あなたのその運転は大丈夫？
（運転チェック）

静鉄自動車学校

22
対象講座あり！

●受付時間／9：10～19：50
☎054-345-0335
stcarscl@netinsz.co.jp

学 習
草 薙

女性ライダー必聴！！もっと簡単にバイクを曲げる事が出来
ます。普段、教習所で教わらない様な、ライディング技術の
理論講座です。

■会場／静鉄自動車学校
■対象／バイクの運転にあまり自信のない女性ライダー
■定員／各5名

●静岡市清水区馬走北5-1
●営業時間／9：10～19：50 ●定休日／日曜・祝日

11/26金
14：00～15：00

11/26金
16：00～17：00

誰でも簡単！
バイクの楽な曲がり方！＋α

静鉄自動車学校

23
対象講座あり！

●受付時間／9：10～19：50
☎054-345-0335
stcarscl@netinsz.co.jp

学 習
草 薙

初心者の方でも気軽にバリスタ体験（ラテアート）できる楽し
い講座です。コーヒー専門店の「珈琲王子」の徳永裕人先生
が優しく丁寧に教えてくれます。

■会場／トクナガコーヒー 北矢部支店
■対象／小学生～大人　■材料教材費／500円
■定員／5名または3組

●静岡市清水区北矢部1-14-12
●営業時間／10：00～19：00 ●定休日／なし

11/3水㊗
11：00～12：30

珈琲王子のラテアート講座

トクナガコーヒー 北矢部支店

24 体 験
北矢部

●受付時間／10：00～19：00
☎054-351-2388
tokunaga_coffee@yahoo.co.jp

ルームフレグランスとして使用できるハーバリウムを制作し
ます。香りはローズ・バンブー・グレープフルーツよりお選び
いただけます。

■会場／R荘　■持ち物／エプロン
■材料教材費／1,500円（お花など材料費として）
■定員／各4名

●静岡市清水区草薙1丁目1-7
●営業時間／10：00～19：00 ●定休日／不定休

11/5金
14：00～15：00

11/12金
14：00～15：00

11/19金
14：00～15：00

11/26金
14：00～15：00

実用的な
ハーバリウムを作ろう

R荘

26 体 験
草 薙

●受付時間／11：00～18：00
☎054-252-3075（きょうびしや）
kyoubishiya@gmail.com

対象講座あり！

草薙くい倒れ祭にて開催した「美味しい珈琲の淹れ方」をまちゼミで復活！コーヒーが何
処から来てどうやってコーヒーになるのか？そして実際に淹れて飲んでいただきます。
（facebook、instagram、twitter、line各種あります。www.r-sou.comにリンクあります。）

■会場／R荘　■持ち物／筆記用具など
■材料教材費／600円（コーヒーなど材料費として）
■定員／4名

●静岡市清水区草薙1丁目1-7
●営業時間／10：00～19：00 ●定休日／不定休

11/26金
15：30～16：30

美味しい珈琲の淹れ方

R荘

31 体 験
草 薙

●受付時間／10：30～18：30
☎054-３７６-６６３８
support@r-sou.com

対象講座あり！

直径12cm、高さ10cmの金魚鉢型ガラスボウルを使って、
癒しの苔テラリウムを作ります。

■会場／深沢種苗園芸　■定員／各4名
■持ち物／汚れても良い服装でお越しください。
■材料教材費／1,800円（苔テラリウム作製キット）

●静岡市清水区上2-4-8
●営業時間／9：00～18：00 ●定休日／なし

11/8月
13：00～14：30

11/15月
13：00～14：30

11/22月
13：00～14：30

癒しの世界を創ろう♪
苔テラリウムワークショップ

深沢種苗園芸

29 体 験
上 町

●受付時間／9：00～19：00
☎080-5134-6511
rapala.csus4@gmail.com

コロナ禍により増えたリモート会議。それに伴い「相手の声は
聞こえているが、言葉の中身がわからない！」といったお悩みが
増えています。最新補聴器を使えばリモート会議も安心です！

■会場／デジタル補聴器のサガワ
■定員／各2名または1組

●静岡市清水区草薙1-13-6
●営業時間／10：00～17：00 ●定休日／水曜・日曜・祝日

11/12金
14：00～15：00

11/19金
14：00～15：00

11/26金
14：00～15：00

最新ワイヤレス補聴器で
リモート会議を体験！

デジタル補聴器のサガワ

30 草 薙

●受付時間／10：00～17：00
☎0120-53-8980
info@sagawahochoki.com

対象講座あり！

体 験

今、草薙を中心とした有度地区に大きな変化が始まろうとし
ています。将来資産価値も大きく変わる可能性があります。画
期的な未来計画の数々を実行委員会の立場からお話します。

■会場／㈱アキヤマ ※オンライン開催
■定員／10名または3組

●静岡市清水区草薙1ｰ14ｰ13
●営業時間／8：30～17：30 ●定休日／祝日

11/21日
14：00～14：45

どうなる？
草薙未来予想図！

㈱アキヤマ

21 学 習
草 薙オンライン講座

※県外の方はNG

●受付時間／8：30～17：00
☎054-345-1735
info@akiyamakensetsu.co.jp

「終の住処」は、本人の強い意志、地域の医療と介護の施設や
サービスの知識、さらにチョットのお金と住み慣れた自分の家
の70歳までの住み方で変わります。

■会場／T設計室 一級建築士事務所
■対象／60歳以上、ワクチン2回接種済の方
■持ち物／筆記用具　■定員／各2組

●静岡市清水区神田町18-11
●営業時間／9：00～17：00 ●定休日／日曜

11/13土
10：00～11：00

11/27土
10：00～11：00

自分の「終の住処」
数値化してありますか？

T設計室 一級建築士事務所

19 神田町

●受付時間／9：00～17：00
☎080-3687-0424
call@tsekkei.net

学 習

プロフリースタイルフットボーラーHIRO-Kによる、ストリートサッカー体験会。
話題のスポーツ、ストリートサッカーを体験できます。ストリートサッカーとは、8角
形の特殊なゲージで1対1で行うサッカーです。男女、年齢問わず楽しめます。

■会場／スポーツショップアラジン
■持ち物／運動ができる服装とシューズ。飲み物・タオル
■材料教材費／1,100円　■定員／10名

●静岡市清水区浜田町10-29
●営業時間／10：00～19：00 ●定休日／なし

11/7日
10：00～11：30

ストリートサッカー体験会

スポーツショップアラジン

28 体 験
浜田町

●受付時間／10：00～19：00
☎054-353-1323
2020＠alajin.jp

小さなお子様から年配の方まで楽しめる、カンタンでよごれ
ない「アイシングクッキー」

■会場／everyday cake shop.
■対象／5才～　■持ち物／エプロン・平らなタッパー
■材料教材費／1,000円（食材・道具）  ■定員／各6名

●静岡市清水区江尻町6-10
●営業時間／11：00～17：00 ●定休日／月～木曜

11/6土
14：00～15：00

11/13土
14：00～15：00

11/20土
14：00～15：00

楽しく
アイシングクッキー体験

everyday cake shop.

27 体 験
清水銀座

●受付時間／11：00～17：00（金・土・日）

☎054-689-6536

お菓子なのに食べた後血糖値が上がりにくくて、しかもビタ
ミン、ミネラル、食物繊維、酵素まで摂れちゃう！？不思議な
ロータルトをつくります。

■会場／JLBAローフードスクール清水南校
■持ち物／保冷バッグ（直径10㎝程のものが入るもの）・エプロン・お手ふき・筆記用具
■材料教材費／1,000円（材料費・レシピ） ■定員／各2名（幼児同伴可）

●静岡市清水区村松原3-8-21
●営業時間／10：00～17：00 ●定休日／不定休

11/3水㊗
10：00～11：30

11/10水
10：00～11：30

11/13土
10：00～11：30

綺麗になるお菓子
ロースイーツをつくろう♪

JLBAローフードスクール清水南校

25 体 験
村松原

●受付時間／9：30～18：00
☎090-1786-3304
LINE ID：＠212vprnj

乾物って体にいいけど使うのが難しい。そんなあなたに、
2,000人が学んだ料理教室の中から、和食にとどまらない
乾物料理をご紹介します。（試食有）

■会場／蒲原屋
■持ち物／筆記用具
■材料教材費／500円　■定員／5名

●静岡市清水区真砂町6-25
●営業時間／9：30～18：00 ●定休日／水曜

11/14日
10：30～11：30

美味しく健康！
手軽に乾物料理

蒲原屋

32 体 験
駅前銀座

●受付時間／13：00～17：30

☎054-366-4354

若手からベテランまで多くのスタッフが活き活きと活躍中。
訪問介護の仕事内容の紹介や当事業所が選ばれる「秘密」を
大公開します！

■会場／アザレア介護サービス（訪問介護）
■定員／各3名または1組
★オンラインでの受講も可能です。

●静岡市清水区谷田4-23
●営業時間／9：00～18：00 ●定休日／日曜

11/8月
13：00～14：00

11/17水
19：00～20：00

11/26金
19：00～20：00

訪問介護ってどんな仕事？
～コロナ禍での新しい働き方～

アザレア介護サービス（訪問介護）

14 学 習
草 薙

●受付時間／10：00～19：00
☎054-349-7530
info@azaleakaigo.co.jp

オンライン講座
※県外の方はNG 対象講座あり！

○まず知っておきたい！基本の整理収納方法とは？
○子育て世代必見！お片付け遊び紹介
○依頼が増えている家事代行サービスの紹介

■会場／アザレア介護サービス（訪問介護）　
■定員／各4名または2組
★オンラインでの受講も可能です。

●静岡市清水区谷田4-23
●営業時間／9：00～18：00 ●定休日／日曜

11/8月
13：00～14：00

11/18木
14：00～15：00

11/29月
11：00～12：00

アザレア介護サービス（訪問介護）

16 学 習
草 薙

●受付時間／10：00～19：00
☎054-349-7530
info@azaleakaigo.co.jp

オンライン講座
※県外の方はNG

プロから学ぼう
「簡単♡整理収納術」

・　・

開業22年目。今やUSED品は当たり前の時代。良品の見分け
方を知ってお得にお買い物。そして、ご自宅で簡単なシミ抜き
してキレイに。暮らしに役立て心地よく過ごしてみませんか？

■会場／EAGLE PASS
■定員／3名

●静岡市清水区辻1-1-14 Cube'09 1階
●営業時間／12：00～16：00 ●定休日／水曜・木曜・祝/日曜不定休

11/14日
14：00～15：00

上質な服や物の選び方・見分け方
／自宅でできる簡単なシミ抜き

EAGLE PASS

20 学 習
よってこ

●受付時間／12：00～16：00
☎054-371-3522
eagle-pass@yr.tnc.ne.jp

オリジナリティあふれる講座が
目白押しです

験体

プレミアムフライデー

　

10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6

11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20

11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27

11/28 11/29 11/30 

11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13

勤労感謝の日

文化の日

講師／小林由喜美（ゆきぽん商店）

講師／西ヶ谷建志・倫代 講師／新村直彦

講師／長谷川 誠

講師／杉浦由美

講師／関根里枝子

講師／宇佐美利佳・小林恭代

講師／高塚朋子・小林恭代

ご自宅などにいらしたままオンラインで
受講ができる講座を開設しました。

オンライン講座
への申し込み手順

※県外からの方は受講を
　ご遠慮ください。

●QRコードまたはメールアドレスの記載がある講座については、そちらからお申込みください。
●スマートフォンまたはカメラ付パソコンなどご準備ください。
●その後の参加方法や準備物などは、各店様のご指示に従ってください。

オンライン

講座

フリースペース PUPPE（プッペ）

一人で抱え込まないで！
不登校・生きづらさなど

何でも相談

4

11/5金・12金・16火・26金・30火
15：30～16：30

㈱アキヤマ

どうなる？
草薙未来予想図！

21

11/21日
14：00～14：45

アザレア介護サービス（訪問介護）

訪問介護ってどんな仕事？
～コロナ禍での　　
　　新しい働き方～

14

11/17水・26金
19：00～20：00

11/8月
13：00～14：00

アザレア介護サービス（訪問介護）

プロから学ぼう
「簡単♡整理収納術」・  ・

16

11/29月
11：00～12：00

11/18木
14：00～15：00

11/8月
13：00～14：00

次郎長屋

【オンライン】
次郎長屋の
出汁取り教室

18

11/13土・23火㊗
18：00～19：00

㈱アキヤマ

一番大切な
地盤の話！

13

11/7日
14：00～14：45

ベネチアンガラスのミルフィオリを焼成して、ペンダントを作ります。
焼き上がるまでの時間を使って、マスクチャームを作りながらガラス
のお話をします。（焼き時間が長いため１時間区切りで一旦退室換気します）

■会場／R荘　■対象／１２歳以上　■定員／4名
■持ち物／軍手、アクセサリー用工具（有れば）
■材料教材費／3,000円（ミルフィオリ・ガラス・ペンダント用パーツなど）

●静岡市清水区草薙1丁目1-7
●営業時間／10：00～19：00 ●定休日／不定休

11/13土
13：00～16：00

電気炉を使って作る、ミルフィオリのペンダントと、
一粒ミルフィオリのマスクチャーム

R荘

36 体 験
草 薙

●受付時間／11：00～18：00
☎054-252-3075（きょうびしや）
kyoubishiya@gmail.com

難しく考えず誰でも簡単に出来る離乳食の出汁！幼稚園の先
生だった若女将も常駐しますので安心してご参加ください。

■会場／次郎長屋 ■対象／赤ちゃんと一緒の参加可能です
■持ち物／熱い出汁を入れるポット・筆記用具
■材料教材費／500円 ■定員／2名または2組

●静岡市清水区真砂町4-9
●営業時間／10：00～18：00 ●定休日／水曜

11/15月
10：00～11：00

離乳食には無添加の出汁を

次郎長屋

33 駅前銀座

●受付時間／10：00～18：00

☎054-367-0557

体 験

大衆演劇を見てみたい！という方のために、大衆演劇の歴史や
楽しみ方をお伝えし、舞踊ショーをご覧いただけます。ご興味
のある方、この機会に大衆演劇の世界に触れてみませんか？

■会場／清水演芸場 清水ヒカリ座
■対象／中学生以上
■材料教材費／500円　■定員／各5名

●静岡市清水区真砂町4ｰ3 ●定休日／不定休
●営業時間／昼の部12：30～15：30 夜の部18：00～20：30

11/18木
14：00～15：30

11/20土
14：00～15：30

初心者向け！
大衆演劇の楽しみ方

清水演芸場 清水ヒカリ座

34 体 験
駅前銀座

●受付時間／11：00～20：30

☎054-340-8766

お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん
いつもありがとうの感謝を込めて世界で一つだけの似顔絵
パン作り教室

■会場／ミヤマパン ■持ち物／エプロン・三角巾・タオル
■対象／5才～12才 ※未就学児は保護者同伴
■材料教材費／500円（パンの材料等） ■定員／3組

●静岡市清水区草薙1丁目13-19
●営業時間／10：00～18：00 ●定休日／日曜・月曜

11/20土
14：30～16：00

『勤労感謝の日』直前
感謝の似顔絵パン作り教室

ミヤマパン

35 体 験
草 薙

●受付時間／10：00～18：00

☎054-340-5800

老けて見える原因と、清潔感メイクのお話しをします。
ワンポイントアドバイスもいたします。

■会場／eclat エクラ　■対象／女性
■持ち物／いつもご使用のメイク用品
■定員／各3名

●静岡市清水区清水町8-5
●営業時間／10：30～18：30 ●定休日／水曜

11/7日
14：00～15：00

11/21日
14：00～15：00

50才からの清潔感メイク

eclat エクラ

39

●受付時間／10：00～20：00

☎090-2929-3134

きれい
次郎長

鏡に映った姿勢を一緒に見ながら歪みを解析します。
良い姿勢とは？歪みをはっきりと指摘されたい方は是非お申
込みください！！

■会場／姿勢矯正専門店 KCSセンター静岡草薙
■対象／女性限定 ■持ち物／動きやすい服装
■定員／各3名または2組

●静岡市清水区草薙1-14-6 いちょう館2F
●営業時間／10：00～21：00 ●定休日／火曜・木曜・日曜・祝日

11/15月
17：00～18：00

11/22月
17：00～18：00

11/29月
17：00～18：00

姿勢の専門家が
あなたの姿勢を分析！

姿勢矯正専門店 KCSセンター静岡草薙

41 きれい
草 薙

●受付時間／10：00～21：00
☎054-348-2338
kcs.kusanagi@gmail.com

■時間／10：00～11：00
■材料教材費／800円（バッグ・布等）
■定員／10名
■講師／Atelier OEC 大石

●静岡市清水区清水町5-13
●営業時間／11：00～18：00 ●定休日／不定休

11/21日

次郎長通り商店会特別企画
まちゼミｉｎじろちょうマーケット

①ヘンテコ顔バッグを作ろう！

Atelier OEC

37

●受付時間／10：00～19：00

☎054-352-8221

体 験
次郎長

※コロナの影響により開催を見合わせていたじろちょうマーケットと
　あわせてまちゼミとコラボします!!

■会場／次郎長通り特設イベント会場
■じろちょうマーケットの開催時間／10：00～16：00

はぎれを切ったり貼ったりしてオリジナル
エコバッグを作ります。

■時間／11：00～11：40
■持ち物／動きやすい服装
■材料教材費／500円（ドリンク付）
■定員／8名
■講師／CAFE WEEKEND 青嶋

②次郎長通りde太極拳
次郎長通りでリラックス太極拳
（ドリンク付）

とび入り可

要予約

入江商店会は、旧東海道の江尻宿の、カッパの
言い伝えのある稚児橋から南西へと伸びる道沿
いを中心に、個性溢れる16店舗が点在します。
今川氏の統治時代に、毎月七のつく日に3度の
市場が開かれ七日市場とも呼ばれたことから、
毎月7日は「七日市」を開催しています。各店が
工夫を凝らして、穫れたて地元野菜、お弁当や
季節の和菓子、ワゴンセールなど実施していま
す。ぜひ一度お越しください。

●静岡市清水区入江2-5-8
●定休日／日曜・祝日

11/7日入江商店会 七日市開催

入江商店会事務局　タケムラフォト●お問い合わせ先
　タケムラフォト
☎054-366-0416

お顔も凝るって知ってますか？コリをほぐして表情筋をアップ。
舌の筋肉を鍛えて笑顔美人に♪
まちに笑顔をお届けする、それが“すみれsmile.”の想いです。

■会場／POLA すみれsmile.
■対象／女性
■定員／各3名

●静岡市清水区二の丸町6-44-1F
●営業時間／10：00～17：00 ●定休日／日曜

11/4木
11：00～12：00

11/9火
11：00～12：00

お顔のコリを解消して
笑顔美人

POLA すみれsmile.

38 きれい
二の丸町

LINE

●受付時間／10：00～17：00
☎054-368-6188
mm20514＠mail.pola.co.jp

笑顔は免疫力を上げます。マスクをした時のアイメイク、マユ
の描き方を楽しくレッスンしてみませんか♪
まちに笑顔をお届けする、それが“すみれsmile.”の想いです。

■会場／POLA すみれsmile.
■持ち物／自分のお手持ちのアイメイク品
■対象／女性　■定員／各3名

●静岡市清水区二の丸町6-44-1F
●営業時間／10：00～17：00 ●定休日／日曜

11/8月
11：00～12：00

11/17水
11：00～12：00

笑顔メイクで免疫力アップ

POLA すみれsmile.

40 きれい
二の丸町

LINE

●受付時間／10：00～17：00
☎054-368-6188
mm20514＠mail.pola.co.jp

日 月 火 水 木 金 土

❷132839

❻2032

213739

1641 ❹

293341

2941 18 15 ❹❽❾111422
23263031

19

❹❺ ❽141540 ❼1634 2630 10273435

❻❼14151629
40

❶38 ❸25 ❺ ❹❽2630 ❻❼❾121718
19252736

❷ ❷ 2425 ❷❸38 ❷❹❺26 ❷1227

●…健康 ●…学習 ●…体験 ●…きれい枠内の丸数字が講座の番号です。
貴方のお好きな日にちからお選びいただけます！

☎お問合せ＆お申込は各店へ直接お電話を
「まちゼミの申込みです」とお電話ください。メールアドレスが記載
されているお店はメールでの受付も可能です。（一部LINEでの受付あり）

※受付時間は各店によって異なりますのでご注意ください。
＃清水まちゼミ で盛りあげよう！
清水まちゼミFacebookでも

情報発信しています

２
０
２
１
年 

11
月

キレイになる、美しくなる、
知識や技術を学びませんか

れいき


