
古民家敷地内の蔵が会場。お手本を見ながらひと文字ずつ丁寧に書写し
ます。（筆ペン使用→お貸しします）

●対象：どなたでも
●定員：各4名
●材料費：300円（手本、紙等）
●講師：瀧岡文

5 築約110年の古民家で愉しむ
書写

朝日町49－3　受付／11：00～17：30　定休日／火・水曜日　
駐車場／なし

様々な色や形の天然石のかけらで左右非対称なピアスを作ります。

●対象：女性向け
●定員：各5名
●材料費：200円（ピアスの金具代）
●講師：高塚恵子

7 天然石のかけらで簡単！
素敵なピアス制作

8/5㈰・8/6㈪ 11：00～11：30

朝日町36　受付／10：00～18：00　定休日／水曜日　
駐車場／共用８台　

●対象：女性・親子向け●定員：各10名
●材料費：1,000円（ブローチ2個分の材
　料・焼成費）発送の場合、送料別
●講師：野村晃子

4 いっちん絵付け
★ことりや猫ブローチづくり

8/3㈮・8/4㈯
 11：00～12：00、14：00～15：00

朝日町48－1　受付／11：00～17：00　
定休日／火・水曜日（祝日の場合営業）　駐車場／共用8台

つくる

着物の生地を使って、かわいいお花のつるし飾りを作ります。生地は選
べます。

●対象：どなたでも●定員：各5名
●材料費：800円（つるし飾りの材料代）
●持ち物：さいほう道具
●講師：北村香奈子

2 お花のつるし飾りを作ろう！！

栄町45 パルティせと2階　受付／10：00～19：00
定休日／火曜日　駐車場／パルティせと駐車場　

店主による焼き方実演とその生地を使ってミニクレープを作ります。子供
だけでなく大人の参加も大歓迎です！

猫やことりなどお好きな形を選んで頂き、カラフルな下絵具といっちん
技法を使った楽しい絵付け体験です。

●対象：小学生以上ならどなたでも
●定員：各4名
●材料費：150円
●講師：大村かおり

1 ミニサイズのクレープを
巻いて！食べよう！

7/24㈫・8/4㈯

8/11㈯・8/25㈯

 11：00～11：30

 10：00～11：00

栄町45 パルティせと1階　受付／12：00～14：00
定休日／水曜日　駐車場／パルティせと駐車場　

たべる

和布堂 ☎0561・97・3575
栄町45 パルティせと2階　受付／10：00～19：00
定休日／火曜日　駐車場／パルティせと駐車場　

和布堂 ☎0561・97・3575

着物の生地を使って縁起が良いといわれているぞうりのブローチを作り
ます。生地は選べます。

3 ぞうりのブローチを作ろう！！

ミニクレープ専門店「Ｇ.クレープ」 ☎0561・82・8770

鰹節を削ります。削りたてを食べたり、ダシにして飲みます。持ち帰ること
もできます。毎月24日は24(ふし)の日です。

●対象：小学４年生以上●定員：各2名
●材料費：１00円（鰹節代）
●持ち物：軍手か手袋（刃物を使うため）
●講師：森宏子

8 世界一固い食品！！
鰹本枯れ節の削り体験

7/24㈫・8/24 ㈮・8/26㈰
14:00～14:30/15:00～15:30

朝日町29　受付／14：00～19：00（水曜日以外）　
定休日／水曜日　駐車場／3台

体　験

まなぶ

ちりめんの布を使って、つまみ細工の可愛い花のブローチを作ってみま
せんか？

●対象：女性・親子向け
●定員：10名
●材料費：500円（つまみ細工パーツ一式）
●講師：矢野裕美

11 つまみ細工教室

8/17㈮ 10：00～12：00

つくる

ＮＰＯ法人窯のひろば ☎0561・84・7110

尾張屋 ☎0561・82・2406

7/25㈬・8/4㈯・8/8㈬
8/10㈮・8/24㈮・8/29㈬
10：00～12：00

●対象：どなたでも●定員：各5名
●材料費：800円（ぞうりブローチの材料代）
●持ち物：さいほう道具
●講師：北村香奈子

7/23㈪・8/6㈪・8/27㈪
13：00～15：00
8/1㈬・8/18㈯・8/22㈬
10：00～12：00

●対象：どなたでも
●定員：各2名
●講師：水野忠輔

15

7/28㈯・8/8㈬ 10：00～11：00

栄町36－1　受付／9：00～19：00
定休日／月曜日（祝日の場合、営業）　駐車場／6台　　

まなぶ

肌のお手入れは日々の積み重ねが大切☆マッサージから化粧水のつけ方
までの基本を一緒にやってみましょう！

●対象：女性向け●定員：各4名
●材料費：500円（お手入れ品、お菓子代）
●持ち物：タオル、メイク品（帰り用）
●講師：motoko＆青山文恵

6 自己流の肌のお手入れ
美直してみませんか

店内商品を利用して90×90ｃｍのテーブルに各自自由にコーディネート。
みんなで気楽に楽しみましょう。

全品使用ＯＫ！
テーブルコーディネート体験

8/1㈬・8/29㈬
 11：00～12：30/13：00～14：30

朝日町49－3  久米邸内　受付／11：00～18：00（studio chake）  
定休日／不定休　駐車場／なし

コラボ！

大人も子供も木で好きな物を彫っていただけるワークショップ。好き
な時間に好きなだけ参加可能！

●対象：小学生～大人
●定員：10名
●材料費：１,０００円（彫刻材料他）
●講師：真野明日人

12 彫刻ワークショップ

8/23㈭ 10：00～16：00

朝日町11　受付／10：00～14：00　定休日／火・水曜日　駐車場／なし

つくる

まなぶ

体　験

つくる つくる

つくる

まなぶ

studio chake×ドリームワンあおやま ☎090・9912・1343

発表会やおでかけにママがお家で出来る子供ヘアアレンジとプリザーブ
ドフラワーの髪飾りを作ります。

●対象：５歳以上●定員：各6組
●材料費：1,500円
　（プリザーブドフラワー・ピン・ゴム代）
●講師：時岡真弓、沢田まいこ

14 ママがチャレンジ！！
子供ヘアアレンジと髪飾り

7/29㈰・8/5㈰ 13：00～14：30
7/31㈫ 11：00～12：30/14：00～15：30

朝日町８　受付／10：00～18：00（Lá ｒｕｅｌｌｅ）
定休日／月・火曜日　駐車場／なし

コラボ！
会場：Lá ｒｕｅｌｌｅ

会場：studio chake

Lá ｒｕｅｌｌｅ × irodori ☎0561・57・6706

知っておきたい抹茶の基礎知識とマナー、おいしい点て方がわかる体験
型講座です。親子での参加もＯＫ！

●対象：どなたでも
●定員：各4名
●材料費：300円（茶葉、菓子代）
●講師：河本篤

10 超入門！お茶屋の抹茶講座

新茶の値段による違いって何？おいしくいれる方法は？2種類の深む
し掛川茶を比較してその魅力に迫ります。

●対象：どなたでも
●定員：各4名
●材料費：300円（茶葉、菓子代）
●講師：河本篤

9 香味よい今年の新茶を
とことん味わう！！

7/22㈰・7/27㈮ 10：30～11：30
7/24㈫ 13：00～14：00

7/28㈯・7/29㈰ 10：30～11：30
7/31㈫ 13：00～14：00

朝日町１５　受付／13：00～18：00　定休日／水曜日　
駐車場／専用２台、共用８台

お茶彦 ☎090・1090・3857
朝日町１５　受付／13：00～18：00　定休日／水曜日　
駐車場／専用２台、共用８台

お茶彦 ☎090・1090・3857

久米邸 ☎0561・84・5396 かわらばん家 ☎0561・89・6775

1人1つのポットを使い、台湾の無農薬茶「東方美人茶」を淹れます。茶器
の使い方など、中国茶の基本も分かります！

●対象：中学生以上
●定員：各4名●材料費：500円（茶葉等）
●講師：北村楊子

13 中国茶の淹れ方、
一緒に試してみませんか？

7/27㈮・8/4㈯
7/28㈯ 11：00～12：00

 14：00～15：00

朝日町17　受付／10：30～18：00　定休日／水曜日　
駐車場／なし

中国雑貨 華蔵 ☎0561・82・2522

開催
期間 7/21㈯・8/31㈮ 7/5㈭２０１８.

お店の方が講師となって、プロならではの”コツ”や”知識”を無料で教えてくれる
少人数ミニ講座です。親子で参加できる講座もあります。
店主のワザをこの機会にぜひお楽しみください！

http://www.setomachi.com/seto-machizemi.html

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。
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。
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徴収します。

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。
安心して受講していただくため販売行為はありません。

主催／瀬戸まちづくり株式会社、瀬戸市商店街連合会
後援／瀬戸市教育委員会、瀬戸キャリア教育推進協議会、
　　　瀬戸信用金庫

「まちゼミ」って何？

会場マップ

商店街以外のお店

瀬 戸 げ ん き 商 店 街

Vol.5

講座によっては異なる場合が
あります。ご注意ください。

受付
開始

ラア  マオマオ（さつき台１－11）39 40(有)林薬局（陶原町4-31）38

受講料無料
（材料費のみ）

少人数講座 販売勧誘なし

「まちゼミの申込です」
とお電話ください。

講座の詳細はＨＰをご覧ください

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

受講申込は各店へ！

鐘忠陶器 ☎0561・82・5359

!!

陶製の白色の招き猫に絵具を使って絵付け体験を行います。作品は持ち
帰ることが出来ます。

16 招き猫立体塗り絵体験

●対象：親子向け
●定員：各10名
●材料費：500円（陶製招き猫代）
●講師：水野忠輔

7/28㈯・8/8㈬ 13：00～14：00

栄町36－1　受付／9：00～19：00
定休日／月曜日（祝日の場合、営業）　駐車場／6台　　

つくる

鐘忠陶器 ☎0561・82・5359

galleryもゆ ☎0561・85・8100

◀manacaがご利用になれます。

ＮＰＯ法人窯のひろば ☎0561・84・7110
☎090・6585・1914（田中）

朝日町11　受付／10：00～14：00　定休日／火・水曜日　駐車場／なし
☎080・5292・3932（伊里）

7/13㈮～8/
30㈭

今回のまちゼ
ミに関する本

が並んでいま
す。

自由研究に、
復習に、ご利

用ください。

まちゼミ関
連本コーナ

ー

瀬戸市立図書
館（瀬戸市東松

山町1－2）



つくる

ガラス容器にドライフラワーなどを飾りジェルを流し固め、涼やかなキャン
ドルホルダーを作ります。

●対象：中学生以上●定員：各4名
●材料費：２,２００円（ガラス容器×２、ドライフラ
　ワー、プリザーブドフラワー、キャンドル、ジェル）
●講師：沢田まいこ

ボタニカルキャンドルホルダーをつくろう

7/26㈭・8/2㈭・8/23㈭

7/30㈪・8/20㈪・8/27㈪
14：00～15：30

栄町24－3　受付／10：00～18：00　定休日／火曜日　
駐車場／共用7台

iｒｏｄｏｒｉ ☎0561・65・5328

会場：ドリームワン あおやま

●対象：どなたでも
●定員：なし
●材料費：３００円（ご入館料）
●講師：石黒、前島

22

8/6㈪・8/22㈬・8/24㈮

7/23㈪・7/30㈪ 14：00～16：00

 11：00～16：00
8/4㈯・8/8㈬ 10：30～12：00

薬師町2　受付／11：00～16：00　　定休日／火曜日　
駐車場／46台　

まなぶ

七代目が教える川村屋賀栄の歴史と、四季の和菓子と歳時について、
お話しします。少しですがお茶と和菓子もお楽しみください。

●対象：どなたでも
●定員：なし
●材料費：200円（和菓子代）
●講師：加藤無我

19 和菓子と歳時の話

8/23㈭ 14：00～15：00

川村屋賀栄 ☎0561・84・2221
栄町２５　受付／9：00～17：00　定休日／火曜日　駐車場／1台

NEW!

NEW!

たべる

NEW!

26 体　験

アクリル板に猫の肉球型ステッカーを様々な
色でデコレーション体験をして頂きます。

●対象：どなたでも
●定員：5名または2組
●材料費：500円
　　　　  （アクリル板・ステッカー代）
●講師：加藤秋子、小川一美

23 かんたん
にゃんこステッカー作り体験

メガネタイプのルーペです。使ってみたらやめられない？ウワサは本当
なのか試してみてください。お試しのみ、お気軽に。

今、話題のハズキルーペを
試してみませんか？

7/23㈪ 13：30～16：00

末広町1－12　受付／9：30～16：00　定休日／日曜日、第3月曜日　
駐車場／なし

なごみ茶屋まるこ ☎0561・82・3815

●対象：子供（小学生）●定員：各5名
●材料費：300円（食材代）
●持ち物：エプロン
●講師：岩橋広美

33

7/26㈭・8/25㈯
 10：30～12：00

松原町３－１８３　受付／10：00～18：00　
定休日／火曜日（8/12～15休み）　駐車場／あり　

和紙のはなしと和紙を使って作品作り。（願い星小物かご）

どのように価値ある古書を見分けるのか。価値のある古書はどのようなものな
のかお教えします。古書をお持ちの方は鑑定しますのでぜひお持ちください。

●対象：どなたでも
●定員：各5名
●材料費：200円
●講師：加藤栄子

和紙のはなしと和紙体験

8/10㈮・8/18㈯・8/26㈰
 11：00～12：00

双葉屋 ☎0561・82・4069
末広町3－8　受付／11：00～15：00　定休日／火曜日　
駐車場／なし　

体　験

●対象：どなたでも　
●定員：各3名
●持ち物：古書（あれば）
●講師：堀谷幸敏

34 プロ直伝!!
価値のある本の見つけ方

8/8㈬・8/22㈬  14：00～15：00

松原町3－2　受付／10：00～18：00　定休日／日曜日、祝日　
駐車場／1台

まなぶ

31つくる 32

パソコンや本を読んで目が疲れている時の目の養生の仕方、調整法を
お伝えします。

●対象：女性・30代以上
●定員：各10名
●材料費：1,000円
●講師：藤田由美子

●対象：女性向け
●定員：各6名
●講師：近澤武司

整体的、目の調整法

7/22㈰・7/23㈪・7/29㈰
 10：00～10：30

ラア  マオマオ ☎0561・76・5437
さつき台1－11　受付／10：00～16：00　定休日／火・水曜日　
駐車場／共用30台　

39
自分の好きな色や組み合わせでかわいいシュシュを作ります。

●対象：小学4年生以上、女性・親子向け
●定員：各6名
●材料費：500円●持ち物：ハサミ
●講師：藤田由美子

7/22㈰・7/23㈪・7/29㈰
 10：30～11：00

ラア  マオマオ ☎0561・76・5437
さつき台1－11　受付／10：00～16：00　定休日／火・水曜日　
駐車場／共用30台　

40

ムリに運動しなくてもOK！「楽ヤセ漢方ダイエット」が今スゴイ!!
漢方の専門家が痩せるコツをお教えします。

ちょっとしたコツで痩せられる!!

陶原町４－３１　受付／平日9:00～19:30、土曜日9:00～19:00　
定休日／日曜日　駐車場／3台　

38

新刊・古本の店 陶文堂書店 ☎0561・82・4339

昔ながらの喫茶店のミックスジュースの作り方教えます。
その後はおいしく、いただきま～す！

●対象：どなたでも●定員：各5名
●持ち物：筆記用具
●材料費：200円（材料費）
●講師：藤井真由美

おいしいミックスジュースの
作り方

7/21㈯・8/2㈭・8/19㈰
 15：00～15：30

末広町3－7　受付／8：30～17：00　定休日／火曜日
駐車場／1台

たべる

コーヒー・ケーキ ＮＩＳＳＩＮ ☎0561・82・4426

●対象：女性向け●定員：各3名
●持ち物：筆記用具●材料費：500円
  （鉛筆・消しゴム・カーブ尺）
●講師：伊藤幾子

29

8/3㈮・8/8㈬・8/12㈰
 14：00～15：00

ハタヤ洋装店 ☎0561・82・4951
末広町3－1　受付／10：00～17：00　定休日／火曜日　
駐車場／1台　

書道教室に通っていないお子さんに、上手に書くポイントをわかりやすく
お教えします。

●対象：瀬戸市内の小学３年生～６年生
●定員：各4名●持ち物：書道用具一式
●材料費：300円（お手本、半紙代）
●講師：土屋晴美

27 小学生書道教室
夏休みの課題を書こう！

お客様の原型は当店で準備します。それをもとに写真のデザインのプル
オーバーの型紙を教えます。

「ピタッ！！」貴女サイズの
型紙を作りませんか！！

7/25㈬・7/26㈭
 13：30～15：008/1㈬・8/2㈭

末広町2－14　受付／11：00～18：00　定休日／火曜日
駐車場／なし

まなぶ

学生服のつちや ☎0561・82・2497

招き猫ミュージアム ☎0561・21・0345

顔に合ったフレームを選べば『メガネ美人』になれます。その方法伝受と具
体的に合うフレームを提案します。

●対象：女性向け
●定員：4名
●持ち物：お手持ちのメガネ
●講師：山本正次

17 メガネフレームの選び方　
〈美しく見える方法〉

8/24㈮ 10：00～11：30

栄町30　受付／10：00～19：00　定休日／水曜日　
駐車場／5台
　

きれい

日本堂 ☎0561・84・3380

油とはどんなものだろう。油と水の違いを知ろう。車の点検と洗車をプロ
の目からそっと教えます。お楽しみに！

●対象：小学５年生以上
●定員：各3名または3組
●講師：加藤建、西尾正夫

37 油と水の違いを知ろう！
車の点検と洗車のコツ

7/28㈯・8/4㈯・8/10㈮
 10：00～11：30 7/23㈪・8/6㈪・8/20㈪

 14：00～15：30

品野町2－21　受付／8：00～19：00　定休日／日曜日　
駐車場／5台

まなぶ

健　康 ハワイアンシュシュ作り
ワークショップ

つくる

つくる

一講座で１個作品を作ります。カルトナージュでリボンフレーム。花のト
レー。布の花びらリースの３点です。

●対象：女性向け●定員：各6名
●材料費：800円（カルトン、リース、布等）
●持ち物：ハサミ、洗濯バサミ
●講師：井上敬子

36 カルトナージュと
布の花リースで遊びましょ

7/29㈰・8/2㈭・8/19㈰
 13：00～15：00

北脇町５９－３　受付／9：00～18：00　定休日／日曜日
駐車場／あり

井上燃料店 ☎0561・82・4317

三幸石油株式会社 ☎0561・41・0315

お肌をいきいきさせるマッサージを体験して頂いた後に、あなたにお似合
いの眉等メイクの方法を教えます。

●対象：女性（高校生以上）
●定員：3名
●材料費：2,000円（クリーム、パック代）
●講師：尾関香春美

35 眉等メイク指導と
マッサージの体験講座！！

まちゼミ期間中いつでもOK！
 60分程度

松原町1－36－1　受付／9：00～20：00　定休日／第２・４・５日曜日　
駐車場／2台

きれい

まなぶ

化粧品のはたや ☎0561・82・6320

眉の描き方。ご自分できれいに描けるコツをお教えします。

●対象：女性向け
●定員：なし
●材料費：540円
●講師：青山三知子

28 あなたにぴったりの
眉スタイリング

7/21㈯・7/29㈰ 10：00～16：00
8/10㈮ 10：00～15：00

末広町3－18－2　受付／10：00～18：00　定休日／火・水曜日　
駐車場／1台　

きれい

いづみ化粧品店 ☎0561・82・9306

手なべで水にそば粉（あらびき）を入れ
弱火でゆっくり練り上げて仕上げます。
当店のつゆをつけて召しあがれ！

●対象：どなたでも
●定員：4名
●材料費：100円
●講師：浅井信夫

30 かんたんで美味しくできる
「そばがき」を作ろう！

夏休みにホットケーキミックスで作れるパン作りとひんやり寒天ゼリー
を作ってみよう!!

夏休み!!
お昼ごはんにチャレンジ!!

7/27㈮ 15：00～15：30

薬師町19 ライオン食品センター内　受付／10：00～14：00　
定休日／火曜日、第４日曜日　駐車場／2台　

そば翁  百才笑（そばおう ひゃくさいや） ☎090・2184・5092

期間中の商店街イベント

7/21㈯・22㈰ 10：00～17：00A

B

D

せと末広町商店街
すえひろ夏まつり

8/5㈰ 10：00～16：00

銀座通り商店街
銀座なんでも生き生きマルシェ

8/19㈰ 10：00～17：00すえひろサンサンデー

C 7/28㈯
パルティせと店舗会
パルティせとで縁日  15：00～20：00

品野祇園祭 7/21㈯ 18：00～22：00
国道２４８号線　品野坂上～品野交番前

銀座通り商店街アーケード内

 14：00～15：30/18：30～20：00

●対象：どなたでも
●定員：なし
●講師：山内はるみ

7/21㈯・7/28㈯・8/4㈯
 10：00～18：30

末広町2－20　受付／10：00～18：30　定休日／火曜日　
駐車場／2台
　

山内時計店 ☎0561・82・4822

各種の天然石と真珠を選びブレスレットのつくり方を覚えましょう。基本的
な色の意味もアドバイスいたします。

●対象：どなたでも
●定員：6名
●材料費：1,000円
●講師：渡部昌之

18 真珠と天然石で
ブレスレットを作りましょう

栄町30　受付／10：00～19：00　定休日／水曜日　
駐車場／5台
　

つくる

日本堂 ☎0561・84・3380

浴衣にも洋服にも合うあずま袋の作り方講座です。生地はあつみでご用
意、お好きな柄で作れます。

21 手縫いあずま袋作り方講座
招き猫ミュージアムを見学頂きながら、招き猫の豆知識をご案内いたし
ます。

招き猫の豆知識

スチーマーやイオン導入器などお試しいただき、自宅でできるセルフ
マッサージをstudio chakeのmotokoさんより教わります。

おうちエステで
美肌づくり

レンジはチンだけじゃもったいない！レンジの便利な活用技を交えながら、
朝ドラで話題の五平餅を作ります。

でんき屋さんのお料理レッスン

●対象：女性向け
●定員：各4名
●講師：渥美暁子、水藤邦子

7/22㈰・8/24㈮ 14：00～15：30

栄町14　受付／10：00～18：00　定休日／月曜日、第１・３火曜日　
駐車場／3台　

つくる

和の美  あつみ ☎0561・97・0018

ドリームワンイワハシ ☎0561・82・8037

(有)林薬局 ☎0561・82・2954

お好きな時間にご予約ください。

25 コラボ！

●対象：女性限定
●定員：各4名
●材料費：500円（お手入れ品、お菓子代）
●持ち物：タオル、メイク品（帰り用）
●講師：青山文恵＆motoko

7/25㈬・8/22㈬ 13：00～14：30

24 たべる

●対象：どなたでも●定員：4名
　　　  （保護者同伴なら子供参加もOK）
●持ち物：エプロン、手ぬぐい、筆記用具
●材料費：500円（材料費）試食付
●講師：青山文恵

末広町2－23　受付／10：00～13：00（火曜日以外）　
定休日／火曜日　駐車場／なし
　

ドリームワン あおやま ☎080・5159・3346

末広町2－23　受付／10：00～13：00（ドリームワン あおやま、火曜日以外）
定休日／火曜日　駐車場／なし
　

ドリームワン あおやま×studio chake ☎080・5159・3346

20

出店者募集中

E

品野商店街

ゲームコーナー・ビンゴ大会など

毎月第3日曜日はスペシャルデー!!

すえひろグルメまつり、総踊りなど

山車・みこし、屋台など


