
スタンプラリー
スタンプを集めて

共通商品券をゲットしよう！
まちゼミを受講して、スタンプを集めよう！ 3つ集まった
ら住所・氏名を明記して店舗に提出してください。抽選
で30名様にまちゼミ参加店舗で使える共通商品券500
円分を差し上げます。当選者の発表は発送をもって返さ
せていただきます。多数のご参加をお待ちしております。

����㊏������～�����
他日 応相談

中国・日本の四千年間に蓄積された
漢方医学の経験から、暑夏の多汗
出・頑張りすぎから発生する秋への
不調を漢方で考えます。

●対象／老若男女　●定員／ 5名　●材料費／無料
●持ち物／筆記用具　●会場／当店

定番の編み込みにアレンジを加え、お子様の発表会
やちょっとしたお出かけに活用
して楽しみませんか。

����㊋������～�����
他日 応相談

●対象／小学校以上の親子　●定員／ 3～4組　
●材料費／無料　●持ち物／使用したいものがあれば
●会場／当店

TOSHI HAIR

☎������������
元町5-4（定休日／月・第1・3日曜日）

【受付】����～�����

講師 鴫原敏子さん

簡単！！ 親子
クッキングクラス

おうちで簡単にできるベジタブルピラフの作り方とお子様
も一緒に体験できるアイスクリームづくりの2本立てです。

����㊐・����㊐・���㊐
�����～�����

1

●対象／小学校以上の親子　●定員／各3組
●材料費／一家族各900円
●持ち物／エプロン・バンダナ　●会場／当店

スコーンのお店

☎�������������
高瀬1-4-32（定休日／火・水）

【受付】�����～�����

お子様も安心♪
カフェインレスで
コーヒーゼリーを作ろう！

����㊍・���㊍・���㊍・����㊍
����㊍  �����～�����

自分でつくったアイスコー
ヒーをあっという間にコー
ヒーゼリーにしちゃおう！！

2

●対象／小学生以上、小学校1年～3年は保護者同伴
●定員／各5名または3組　●材料費／ 500円
●持ち物／エプロン　●会場／当店

MAMI CAFÉ たちばな屋

☎������������
稲寄町7-22-1（定休日／日・祝）

講師 田中美穂さん 講師 浜川咲子さん・丸川純さん

【受付】�����～�����

NEW

甘酒を使った
簡単浅漬の作り方

ナポリの石窯で
米粉のピザづくり体験

����㊊・����㊋
�����～�����

甘酒を用いて簡単にできる浅漬の作
り方の紹介。

3

●対象／なし　●定員／各10名
●材料費／ 500円
●持ち物／エプロン・筆記用具　●会場／当店

マルカワみそ株式会社

☎��������� � � �
杉崎町12-62（定休日／第2.4土・日・祝）

【受付】����～�����

講師 河崎宏さん

メガネ女子　集まれ
メガネ王国福井！メガネブームな中…
マユとチークには簡単なコツがありま
す。ふっくら優しく見せるコツ♡
ほんのひと手間です。

日時：応相談 まちゼミ開催期間中
時間内ご予約ください

5

●対象／中学生以上女子
●定員／各6名　●材料費／無料
●持ち物／タオル1本　●会場／当店

POLA エステ in 美

☎�������������
松森町19-4-1（定休日／第1・3・5日曜日）

【受付】����～�����

講師 清水陽子さん

ひと塗りで“生肌”を創る
シミゼロファンデーション体験8

●対象／女性　●定員／各2～3名
●材料費／無料　●持ち物／なし　●会場／当店

正通瑞香堂薬局

☎������������
南3-5-4（定休日／日・祝日）

【受付】����～�����

講師 宮川峰子さん・内山歩美さん

“私のほっぺ”を
細胞レベルで見てみよう

美容師のたまご！
シャンプーアシスト体験

肌カメラでご自分のお顔の肌を細胞
レベルで！しかも、糖化やコラーゲン
まで見えるので貴方だけのお肌ケア
をお伝えします。

日時：応相談 まちゼミ開催期間中
時間内ご予約ください

日時：応相談
まちゼミ開催期間中
10講座まで開催。
ご予約ください。

6

●対象／ 18歳以上女性
●定員／各1名　●材料費／無料
●持ち物／なし　●会場／当店

POLA エステ in 美

☎�������������
松森町19-4-1（定休日／第1・3・5日曜日）

【受付】����～�����

講師 清水陽子さん

カラダ★リフレッシュ
カイロプラクティックの施術を体験し
て、体調を知り不調を整えていきま
しょう。背筋ピーン、体リラックス～♪

14

●対象／なし　●定員／各1名　●材料費／無料
●持ち物／楽な服装でお越しください
●会場／当店

mooRoom（むうルーム）

☎������������
矢放町21-5-11（定休日／不定休）

【受付】����～�����

講師 三田村知美さん
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武生まちゼミホームページは「武生まちゼミ」で検索 【まちゼミフェイスブック】　h t t p s : / / www. facebook .c om / t a ke f umach i zem i

こどもさんがアシスタントになり、お
母さんをシャンプーしてみません
か？もちろん、おばあちゃんでも友
達同士でもOK!

10

●対象／小学生以上　●定員／各2名1組
●材料費／無料　●持ち物／なし　●会場／当店

Hair Room となり

☎�������������
家久町93-4-18（定休日／不定休）
講師 長谷川ゆかりさん

【受付】�����～�����

魔法の粉で
ジュース作り実験12

●対象／なし　●定員／ 6名　
●材料費／無料　●持ち物／なし　●会場／当店

ココロ薬局

☎������������
高瀬1丁目20-21（定休日／日）
講師 山田健一郎さん・小嶋宏樹さん

【受付】����～�����

����～����の毎週木曜日
�����～�����

本格ナポリの薪窯で焼く米粉
ピザ焼体験と米粉のスイーツ
作り体験をセットで行います。

4

●対象／一般・小学校以上の親子
●定員／各10名または10組　●材料費／ 1500円
●持ち物／エプロン・三角巾　●会場／当店

ロハスかふぇ ヤマモト5

☎�������������
高瀬2丁目3（定休日／月・祝日の翌日）
講師 田中滋子さん

【受付】�����～�����

デコレーションフォト
フレームを作ろう

����㊏・���㊏ �����～

スタジオで撮影した親子写真
にイラストやシールでデコりま
しょう。写真は持ち込みでも
OKです。

21

●対象／小学校以上の親子　●定員／各5組
●材料費／ 1000円　●持ち物／デコレーションし
たい写真あれば持参　●会場／当店

モノカラギャラリー＆
クリエイティブスペース

☎������������
京町1丁目2-32（定休日／不定休）
講師 さいとうかおりさん

【受付】�����～�����

初めてのペーパークラフト
バスケット作り

初めてのペーパークラフトにてバスケット作りに挑戦
しましょう。応用してバッグを作ることもできます。
基本形ですので初めての方のみどうぞ。

22

●対象／なし　●定員／各3名　●材料費／ 700円
●持ち物／メジャー・ハサミ・洗濯バサミ・木工用ボンド
●会場／当店

☎������������
京町1丁目1-8（定休日／不定休）
講師 山本悦子さん

【受付】�����～�����

ネイリスト体験

����㊋・����㊍・����㊋
�����～

友達と一緒にネイリスト体験してみ
ませんか！自分にするのも良し、友
達にするのも良し、ママにするのも
良し。一緒に参加してみませんか。

7

●対象／中学生以下
●定員／各6名または3組　●材料費／ 500円
●持ち物／なし　●会場／当店

Hair＆relaxation Clover

☎������������
千福町219（定休日／月・第3日曜日）
講師 庭本康則さん

【受付】����～�����

親子で作るランドセル型
ミニポーチづくり

ランドセルと同じ革で作るミニポーチワークショップ。
親子でわいわい喋りながら、日頃体験できない職人

の作業を体験できます。

����㊍・���㊍
�����～�����

15

●対象／小学校以上の親子　●定員／各3組　
●材料費／2000円　●持ち物／なし　●会場／当店

スクールショップ イクラボ

☎������������
村国1丁目5-4（定休日／火）
講師 山田耕一郎さん

【受付】�����～�����

親子でヘアーアレンジ9

賀川薬局

☎������������
神明町2-26（定休日／日）

【受付】����～�����

講師 賀川典明さん

漢方医学から考える
猛暑の養生法11

ひと塗りでシミが消える！“生肌（き
はだ）”を創る。カバーマーク話題の
シミゼロファンデーション無料体感
してみませんか。

���㊌・���㊍・���㊎・����㊏
�����～�����

カバーマークサンプル
プレゼント

���㊍������～�����
他日 応相談

添加物実験！市販の清涼飲料水を
つくっちゃおう！知るとこわい。知ると
タメになる食育講座。なかなか体験
できないのでこの機会にぜひ！

みんなでパプリカ
を踊ろう13

●対象／老若男女　●定員／なし　●材料費／無料
●持ち物／タオル・お茶・内ズック　●会場／武生東公民館

舞組さくら by ヤマモト5

☎�������������
京町1丁目1-8（定休日／不定休）
講師 山本悦子さん・野村好美さん

【受付】�����～�����

����㊌・���㊌・����㊌・
����㊌ �����～�����

2020「東京オリンピック応援ソング　
パプリカ」をよさこいメンバーと一緒に
楽しく踊りましょう。誰でも踊れる楽し
い曲です。

ゆたかなこころを育む講座
「墓詣でワークシップ」

����㊐ �����～�����
他日 応相談

親子でお香を作って、お手紙線香を書いてお墓参りに
行ってみませんか。手を合わせる事の大切さを伝えて

いくワークシップです。

16

●対象／小学校以上の親子　●定員／6名または3組
●材料費／無料　●持ち物／エプロン・タオル・筆記用具
●会場／当店

宝木石材㈲

☎������������
芝原3丁目1-5（定休日／不定休）
講師 宝木幹夫さん

【受付】����～�����

世界に1つだけの
コースターを作ろう！

����㊏ �����～�����
他日 応相談

人造大理石バスタブと同じ素材を何色か選び混ぜ
て型に注ぎます。工場へ出
し研削仕上げしてもらい完
成品は後日お届けします。

まちゼミ開催期間中
日時：応相談

まちゼミ開催期間中
日時：応相談

17

●対象／小学校以上の親子　●定員／5組　
●材料費／無料　●持ち物／なし　●会場／当店

タナカ工業㈱

☎������������
南2丁目1-36（定休日／第2.4土・日・祝）
講師 田中明美さん

【受付】����～�����

ステンドグラス
づくり体験

本物のステンドグラスで
光のアートを楽しみませ
んか。

18

●対象／小学校以上の親子　●定員／各1組　
●材料費／1000円　●持ち物／なし　●会場／当店

ステンドグラス工房 てんぽう

☎������������
高瀬1丁目26-3（定休日／不定休）
講師 坂尾尚美さん

【受付】�����～�����

プレバト
チヤレンジ！19

●対象／小学生　●定員／各5名
●材料費／ 500円　●持ち物／なし　●会場／当店

ふる～れT

☎������������
南1丁目1-17（定休日／不定休）
講師 竹腰千代さん

【受付】�����～�����

����㊋ �����～�����
����㊌ �����～�����
����㊍ �����～�����

自分で花を選んで好きなアレン
ジを作ってみましょう！花の扱
いを伝えます。

涼ジェル＆シャボン
フラワーで遊ぶ20

●対象／なし　●定員／各5名　●材料費／ 1500円
●持ち物／クラフト系ハサミ　●会場／当店

ふる～れT

☎������������
南1丁目1-17（定休日／不定休）
講師 竹腰千代さん

【受付】�����～�����

���㊍ �����～�����
���㊎ �����～�����
���㊏ �����～�����

ジェルを使ってシャボンフラワーを
アレンジしてみませんか！
2つの挑戦楽しみましょう。

����㊊・���㊏・����㊍ �����～�����
����㊊・���㊍ �����～�����

親子で作る
お香づくり23

㈱仏壇の山下屋

☎������������
横市町35-31-1（定休日／火）
講師 山下貴史さん

【受付】����～�����

著作権を学ぼう！

���㊏・���㊐
�����～�����

撮影した写真やがんばって書い
た絵。著作権で守られるの？ネッ
トの写真とか勝手に使えるの？著
作権相談員が説明いたします。

25

●対象／なし　●定員／各4名
●材料費／無料　●持ち物／なし　●会場／当店

朝陽行政書士事務所

☎������������
三ツ口町40（定休日／なし）
講師 前田慶太さん

【受付】����～�����

がんばらない
時短家事講座

���㊎ �����～�����
���㊏ �����～�����

家事に負担を感じていませんか？
毎日快適に暮らすために家事の
効率化を考えましょう。がんばらな
い家事のコツをお話いたします。

29

●対象／なし　●定員／各3名
●材料費／無料　●持ち物／なし　●会場／当店

タナカ工業㈱

☎������������
南2丁目1-36（定休日／第2.4土・日・祝）
講師 田中明美さん

【受付】����～�����

お墓は究極の
パワーストーン

����㊋ �����～�����
他日 応相談

お墓の形や意味と歴史を学び
知って頂く講座。パワースポット
であるお墓への“幸せを呼ぶ”
お墓参りの作法なども教えます。

28

●対象／なし　●定員／各4名または2組
●材料費／無料　●持ち物／筆記用具　●会場／当店

宝木石材㈲

☎������������
芝原3丁目1-5（定休日／不定休）
講師 宝木幹夫さん

【受付】����～�����

遠近両用メガネの
上手な使い方

����㊏・����㊏ �����～�����
����㊌・���㊌ �����～�����

遠近両用メガネに不満がある人。これから使お
うと思っている人。ハ〇キルーペってどうなの？
と思っている人。お答えします。今お使いのメ
ガネをお持ちください。メンテナンス致します。

26

●対象／なし　●定員／各2～3名　●材料費／無料
●持ち物／今使っているメガネ　●会場／当店

越前めがねの里

☎������������
向陽町53（定休日／不定休）
講師 飯島清和さん

【受付】�����～�����

楽天市場で売り上げを
伸ばしませんか？

楽天市場に出店しているお店を対
象に売り上げを倍増する勉強を一
緒にいたしましょう。出店15年の
経験から獲たノウハウ教えます。

27

●対象／楽天市場に出店しているお店
●定員／各2～3名　●材料費／無料
●持ち物／なし　●会場／当店

ジュエリータイム ムラタ

☎�������������
国府2-17-13（定休日／不定休）
講師 村田秀幸さん

【受付】����～�����

お仕事体験
カメラマンになろう

子供達がプロのカメラマンになってお
客様をお迎えし撮影して写真にするま
でを体験します。お客様はパパママ・
おじいちゃん・おばあちゃんでもOK。

����㊍・����㊎・����㊐ �����～�����
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●対象／小学校以上、親もしくは祖父母同伴
●定員／各4組　●材料費／ 1000円
●持ち物／なし　●会場／当店

アオバフォト

☎������������
南2丁目2-1（定休日／不定休）
講師 まついあゆみさん

【受付】�����～�����

日時：応相談まちゼミ
開催期間中

レッツゴー サイクリング

����㊌・����㊌
����～�����

日頃の手入れの仕方。スポーツ
車の簡単な修理や調整の仕方。
正しい自転車の乗り方・サイクリ
ングの疑問等にお答えします。

30

●対象／なし　●定員／各2名
●材料費／無料　●持ち物／なし　●会場／当店

タマヤサイクル

☎������������
京町1丁目5-32（定休日／月）
講師 林　忠義さん

【受付】����～�����

登録手続と相続手続

����㊍・����㊌
�����～�����

登記等の見方や相続手続につい
て改正法を踏まえて説明します。

31

●対象／なし　●定員／各5名
●材料費／無料　●持ち物／なし　●会場／当店

平山司法書士事務所

☎������������
蓬莱町6番5号（定休日／土・日・祝）
講師 平山勝康さん

【受付】�����～�����

キッズ・
マネースクール

����㊋・����㊌ �����～�����

お金の役割や大切さについて、クイズなどで楽しく
学びましょう。お金の数え方や1億円の重さも体験
できます。

32

●対象／小学校以上の親子　●定員／各5組
●材料費／無料　●持ち物／なし　●会場／当店

福井信用金庫武生営業部

☎������������
京町1丁目5-27（定休日／土・日・祝）
講師 山下　昇さん

【受付】����～�����

「お家のルーツ」
調べよう33

ブライダルマスミ 愛美裳

☎������������
幸町1-13（定休日／火・水）
講師 宮守雅治さん

【受付】����～�����

ドル建て保険のメリット
保険・ドル建てと聞くと難しく感じ
ます。歴史的低金利の今、保険に
は工夫が必要。特に子育て世代
にお聞きいただきたい内容です。

����㊍・���㊍・���㊍
�����～�����

34

●対象／子育て世代　●定員／各4名または2組
●材料費／無料　●持ち物／筆記用具　●会場／当店

ほ・ねっと（武生高校正門前）

☎������������
村国2-5-37（定休日／土・日・祝）
講師 水上大哉さん

【受付】����～�����

お仏壇の簡単お掃除36

㈱仏壇の山下屋

☎������������
横市町35-31-1（定休日／火）
講師 山下貴史さん

【受付】����～�����

ゆかたの着かた教室37

きもの 和粋

☎������������
上四目町9-21-4（定休日／火）
講師 斎藤和子さん

【受付】�����～�����

たのしい水彩画
誰でも上達する水彩画。新しい
四色絵画法をプロの画家が分
かりやすく指導。たのしい水彩
画を一緒に学びましょう。

����㊌・����㊌・���㊌ �����～�����

35

●対象／小学校以上
●定員／各10名、小学校低学年保護者同伴
●材料費／ 500円　●持ち物／なし　●会場／当店

まちづくり武生㈱

☎������������
蓬莱町5-18（定休日／土・日・祝）
講師 宗田光一さん

【受付】����～�����

武生
まちゼミ

武生
まちゼミ

武生
まちゼミ

住所 〒

氏名

☎0778ｰ22ｰ0354

まちゼミの開催に合わせて、それぞれの講
座の内容に関連する本を紹介しています。
図書館の本もぜひ活用してください。

越前市中央図書館
越前市高瀬２丁目７－２４

土・日・火…９：３０～１８：００
水・木・金…９：３０～１９：００

【定休日】毎週月曜日

まちゼミ
　やってます 

特集

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

予約受付開始
8月1日～

お家の家紋をご存知ですか？家紋からルーツやご先祖
様の私たち子孫への想いが見えてきます。親子で調べ

てみましょう。

����㊎ �����～�����
���㊎ �����～�����
����㊎ �����～�����

●対象／小学校以上の親子　●定員／各10名
●材料費／無料　●持ち物／家紋が分かるもの　●会場／当店

「お仏壇のお掃除はちょっと…」そ
の声にお応えします。お仏壇がき
れいになるとご先祖様も喜んで、
あなたの心もスッキリピカピカに

����㊏・����㊐
�����～�����

●対象／なし　●定員／各4名
●材料費／無料　●持ち物／なし　●会場／当店

夏の花火大会に自分でゆかたを
着ていきませんか！初めての人
も、着られる人も、きれいに着れ
るポイントを習ってみませんか！

����㊌・����㊌・����㊌
����㊌  �����～�����

●対象／女性　●定員／各5名　●材料費／無料
●持ち物／お持ちの浴衣　●会場／当店

����㊏・����㊐
�����～�����

平安時代の貴族は香りを楽し
んでいたといいます。そんな安
らぎのひと時を親子で体験し
てみてはいかがでしょうか。

●対象／小学校以上の親子　●定員／各4名
●材料費／無料　●持ち物／なし　●会場／当店


