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「まちゼミの申込みです」と
お電話ください。

①選ぶ ②申込
このチラシから
講座をお選び
ください。

受けたい講座の
お店に電話で
申し込んでください。

2/20●～3/31●木 火開催
期間

お申込み方法

お申込みについて
●講座によっては、材料費がかかるものもあります。
●材料費は原則として講座当日に会場で徴収します。
●お申込み後のキャンセルは、材料費を頂戴することが
　ありますので、ご了承ください。

費用等について
●お申込みは、各店の受付時間内にお願いします。
●小学生以下は保護者同伴でのご参加をお願いします。
●受講対象者が限定されている講座もあります。
●定員になり次第締め切らせていただきます。

受講料

無料
お申込みは
各店へ！

③参加
講座の場所・時間・
持ち物などを確認して
ご参加ください。

●まちゼミを受講したお店でスタンプまたはサインをもらってください。
●スタンプが2個たまったら、右記に必要事項を記入して、このチラシをお店の人に渡してください。
●抽選で10名様に、まちゼミ参加店で使える500円割引券を2枚進呈します。

※当選者発表は、割引券の発送をもってかえさせていただきます
※ご記入いただいた個人情報は割引券の発送にのみ利用いたします
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気になるお店講座を見つけたら各店までお気軽にお問合せください
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旭川よもやま話31

☎0166-22-0005
旭川まちなかマネジメント協議会

受付／平日9:00～17:00

●定員／各回10人 ●対象／中学生以上 ●持ち物／筆記用具
●講師／「故郷の魅力」つたえ隊 事務局長 平塚清隆 

5条通7丁目旭川フードテラス2階

旭川の歴史のあれこれを、芸術や人物、平和通り
の移り変わりなどさまざまな視点から、第七師団
の話題を絡めながら、楽しくお話しいたします。

3/10㊋、3/12㊍、3/14㊏
3/16㊊ 10:00～11:30

いけばな「小原流」を
体験してみませんか？32

☎0166-22-0005
旭川観光ボランティア

受付／平日9:00～17:00

●定員／各回5人 ●持ち物／花はさみ・おしぼり
●講師／矢田淑子  ●材料費／1,000円

（旭川まちなかマネジメント協議会）
5条通7丁目旭川フードテラス2階会議室

現代の生活空間に合わせて気軽に飾る事のでき
るいけばなです。

2/24㊊㊡ 14:00～15:30
3/15㊐ 14:00～15:30

初めての中国語33

☎0166-22-0005
旭川観光ボランティア

受付／平日8:30～17:00

●定員／10人 ●持ち物／筆記用具
●対象／初心者 ●講師／峯村伸哉

（旭川まちなかマネジメント協議会）
5条通7丁目旭川フードテラス2階会議室

中国語を初めて学ぶ人のために、あいさつ言葉や
簡単な会話文、中国語のしくみ、学習のすすめ方
などをお話し致します。

3/24㊋ 13:30～15:00

ロシア語文字の
読み書き入門34

☎0166-22-0005
旭川観光ボランティア

受付／平日8:30～17:00

●定員／10人 ●持ち物／筆記用具
●対象／初心者 ●講師／峯村伸哉

（旭川まちなかマネジメント協議会）
5条通7丁目旭川フードテラス2階会議室

ロシア語文字が読めるとロシア旅行の楽しみが増
えます。日本語の五十音に相当するロシア語文字
を覚えて、地名や人名を読んで書いてみましょう。

3/24㊋ 15:30～17:00

はじめてのタイ語35

☎0166-22-0005
旭川観光ボランティア

受付／平日8:30～17:00

●定員／各回5人　●持ち物／筆記用具
●対象／不問 ●講師／鍛治まゆみ

（旭川まちなかマネジメント協議会）
5条通7丁目旭川フードテラス2階会議室

タイ語の入門講座です。あいさつの言葉、タイ文
字、タイの風習など、学んでみませんか？

2/28㊎ 10:00～11:00
3/28㊏ 13:00～14:00



気になるお店、講座を見つけたら、各店まで お気軽にお問合せください。くらしに役立つコトが楽しく学べます！

オリジナルハーバリウムオイル
（植物標本）をつくろう！09

☎090-1523-0427
Ｋるーむ

受付／10：00～19：00（予約時に時間帯相談）

●定員／各回5人 ●材料費／1,500円
●対象／不問  ●講師／黒川志保

３条通８丁目 緑橋ビル２号館

お好きな花材をいれて、世界にひとつだけのオリジ
ナルボトルを作っていただきます。

2/22㊏、3/7㊏、3/14㊏ 11:30～16:00
の間でご希望の時間で（60分）

親子で行う講座
親子まちゼミ

コラボ企画講座
コラボまちゼミ
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子供も大人も楽しめる!?
OMOレンジャー体験01

☎0166-29-2666
星野リゾートOMO7旭川

受付／10:00～19:00

●定員／3組4名まで ●対象／3才以上～ ●講師／姫野一社 
●予算／①2,000円 ②4,000円 ③1,000円

６条通９丁目

今回は人気の３コース、①スーパーマーケット、②
こみちのグルメ、③雑貨店巡りをご用意！！冬の
街歩きのテンションも上がります！！

①2/22㊏、②2/29㊏ 10:00～12:00
③3/7㊏ 17:00～19:00

ロッテリアで
お仕事体験開催！02

☎080-4601-4201
ロッテリア

受付／8:00～21:00

●定員／各回4組 ●材料費／購入商品代金のみ
●対象／親子（４才から大人まで）
●講師／小林利香

1条通7丁目

ロッテリアの仕事や仕組みについて体験します。
親子でのご参加もOKです

毎週月、水、金、日曜日 10:00～10:40

絵本でチーズ！03

☎0166-25-3169
こども冨貴堂

受付／10:00～18:00 〈会場〉こども冨貴堂 7条通8丁目左1号

●定員／5組 ●対象／親子
●講師／土井美千代、長尾英次、山本公美

7条通8丁目左1号
ジャパチーズ
7条通7丁目左10号

こども冨貴堂でチーズが出てくる絵本を読みます。そのチーズをジャ
パチーズが探してきます。チーズを食べながら絵本のチーズのお話を
します。

3/7㊏ 11:00～12:00

チーズとジャムでヒュッゲな
コーヒーを楽しむ講座04

☎0166-56-7849
ジャパチーズ

受付／11：00～18：00 〈会場〉ハルニレ カフェ

●定員／各回6人 ●材料費／1,000円 ●対象／大人
●講師／今井絵美、長尾英次、見上道

7条通7丁目左10号
ハルニレ カフェ
7条通8丁目39-16

ヒュッゲとは「居心地のいい時間・空間」を表すデンマークの言葉で
す。自家製ジャムとチーズコーヒーでヒュッゲな時間を楽しみます

3/25㊌ 10:30～11:30

ミチヒトコーヒー
8条通8丁目41-8 マルハビル1F

日本の歌・日本の音
～愛をあなたに～05

☎0166-73-8289
ギャラリープルプル

受付／10：00～18：00 〈会場〉熊谷美江音楽教室

●定員／6人 ●材料費／500円（チーズ、紙代） ●対象／大人
●講師／熊谷美江、長尾英次、蜂須賀咲来、齊藤琴乃

７条通８丁目左1
ジャパチーズ
7条通7丁目左10

万葉集の恋の話を聞き、和歌を読んでみましょう。そして日本の音に
のせて歌ってみます。恋にまつわるチーズを食べながらお土産に歌
詞カードを作ります。

2/26㊌ 10:30～12:00

熊谷美江音楽教室
７条通８丁目39-4

いつもの素材でいつもと
違うサラダを！06

☎0166-22-3633
おばんざい たりき

受付／15:00～18:00（日曜、第3月曜定休）

●定員／5人 ●材料費／500円
●対象／不問 ●講師／依知川美樹

5条通7丁目右6号（5・7小路ふらりーと2階）

普段使いの食材で、目先を変えたサラダを作りま
す。食材・包丁・エプロンは用意してあります。手ぶら
でどうぞ！

3/26㊍ 13:00～14:30

大切なあの方へ想いを包む
ラッピング講座07

☎0166-26-6111
ＵＳＡＧＩＹＡ 旭川本店

受付／10:00～17:00

●定員／各回最大8人 ●材料費／2,000円
●対象／不問 ●講師／赤松昌輝

1条通10丁目160番地2

数種類ある中から好きなお茶を選びセルフラッピン
グ。これからの贈り物をする時に役立つ基本のペー
パーラッピング講座。

2/22㊏、2/23㊐、2/24㊊㊡ 15:00～15:30
3/20㊎㊗、3/21㊏、3/22㊐ 15:00～15:30

初めてのそば打ち体験08

☎0166-22-0005
旭川まちなかマネジメント協議会

受付／平日9:00～17:00

●定員／6人 ●材料費／200円 ●対象／不問
●持ち物／エプロン ●講師／坂下勝愛

5条通7丁目旭川フードテラス2階

地元江丹別のそば粉を使って、そば打ち体験をし
ませんか？

2/22㊏ 10:00～11:30、14:00～15:30

かんたん！切り絵教室10

☎0166-22-5102
大源 目黒呉服店

受付／9:30～17:00（日曜・祝日定休）

●定員／各回7人 ●材料費／500円または1,000円
●対象／不問 ●講師／Mao

3条通7丁目ヨシタケパークビル8階

この機会に切り絵を学んでみませんか？簡単な図
案の切り絵の作り方を教えます。かんたんコース
500円。じっくりコース1,000円。

3/5㊍、3/10㊋、3/16㊊、3/31㊋
13:00～14:00

天然石でブレスレット作り11

☎0166-26-6155
大西時計店 本店

受付／10：00～19：00

●定員／各回5人 ●材料費／500円
●対象／不問 ●講師／阿部 由美子

6条通8丁目

お好きな天然石を選んで頂き、ご自分の好みのブ
レスレットを作りましょう。お待ちしております。

3/10㊋、3/25㊌
①10:30～11:30、②14:00～15:00

手縫いで作る
木綿コースター12

☎0166-23-5296
きもの平間

受付／14:00～18:00（日曜・火曜定休）

●定員／各回3人 ●材料費／300円 ●対象／不問
●持ち物／裁縫道具 ●講師／今村明美

2条通8丁目平和ビル2階

手縫いで簡単に作れる木綿コースター。初心者も
大丈夫です。プレゼントにも喜ばれます。おしゃべり
しながら楽しく作りましょう！

2/24㊊㊡、3/20㊎㊗ 14:00～15:00

ストレスフリー！ボクシング
エクササイズでストレス発散！13

☎0166-29-6353
少林寺拳法旭川東道院

受付／9:30～18:00（木・日曜定休） 〈会場〉神楽公民館（神楽３条６丁目）

●定員／3人 ●講師／原田雅文
●持ち物／タオル、水、シューズ、着替え

1条通10丁目（原田矯正歯科）

音楽に合わせてパンチやキックを出すボクシンエ
クササイズです。汗をかいてストレスを発散しま
しょう！

2/26㊌、3/4㊌、3/11㊌、3/18㊌、
3/25㊌ 19:30～20:30

メイクで●歳若返るテクニック14

☎0166-26-3201
ビューティーコバヤシorるくら

受付／10:00～18:30（火曜定休）

●定員／各回3人 ●対象／女性
●持ち物／普段お使いのメイク・小物（貸し出しも可）
●講師／三輪由里子

3条通8丁目 緑橋ビル2号館

どなたでも、簡単に自分でできるメイクのワンポイ
ントテクニックをアドバイス。眉毛難民の方も歓迎！

2/27㊍、3/16㊊ 10:30～12:00
2/27㊍、3/7㊏、3/16㊊ 13:30～15:00

春のお花でいけ花体験
してみませんか？15

☎070-2427-0116
お花とギャラリー 花乃庵

受付／11:00～17:30（金曜・日曜定休）

●定員／各回1～5人 ●材料費／1,500円
●講師／信本尚子 ●持ち物／ハサミ（花用）等

3条通8丁目 緑橋ビル2号館

季節の枝物やお花を使って、いけ花体験をしてい
ただきます。お花にはリフレッシュ効果もあり、スト
レス解消にもなりますよ。

2/20㊍、2/29㊏
3/7㊏、3/19㊍ 11:00～12:30

4日で-2ｋｇ!？断食ダイエット
体験しませんか？16

☎0166-26-4681
西田薬局

受付／10:00～18:00（日曜・祝日定休）

●定員／各回3人 ●持ち物／筆記用具
●材料費／3,000円 ●対象／不問 ●講師／藤田弥生

3条通14丁目左10号

ダイエットカウンセラーの薬剤師による安心・安全
な断食です。4日間に必要なサプリメント5,000円
分も付いてます。腸内環境を整えませんか？

3/6㊎、3/12㊍、3/25㊌ 10:30～12:00

健康な頭皮を育てる、
カンタン頭皮マッサージ17

☎0166-26-4682
西田薬局

受付／10:00～18:00（日曜・祝日定休）

●定員／8人 ●材料費／500円
●持ち物／ケープ又はタオル
●対象／不問 ●講師／富岡小夜子

3条通14丁目左10号

自宅で簡単に出来る、頭皮マッサージを実習し、健康
な頭皮を育てます。シワやたるみ改善にも役立ちます。

3/27㊎ 10:30～12:00

温めてほっとする！
温灸体験してみませんか？18

☎0166-26-4681
西田薬局

受付／10:00～18:00（日曜・祝日定休）

●定員／各回3人 ●材料費／500円（温灸代）
●対象／不問 ●講師／平原明美

3条通14丁目左10号

服を着たまま簡単に手軽に出来る温灸。ほっとする
香りと温かさで、毎日の疲れを癒します。冷え・痛
み・ストレスでお悩みの方、温灸体験をしませんか？

2/26㊌、3/10㊋ 10:30～11:30

冬太り解消！
断食ダイエット体験しませんか？19

☎0166-23-3073
西田ドラッグ

受付／10:00～18:00（日曜・祝日定休）

●定員／各回3人 ●材料費／3,000円
●対象／不問 ●講師／松原洋子

3条通9丁目日宝ノルテ３条 1F

断食に興味があるけど方法が分からない方。薬剤
師が安心・安全な方法をお伝えします。4日間断食
に必要なサプリメント5,000円分付き！

3/14㊏、3/24㊋ 10:30～12:00

社交ダンス無料体験20

☎0166-85-7717
シモン ダンススペース

受付／12:00～22:00（不在留守電）

●定員／各回5人 ●持ち物／運動靴・運動着・汗ふきタオル
・着替え ●対象／社交ダンス未経験者 ●講師／樽本志門

4条通8丁目アピスビル3階

社交ダンスに興味があっても、始めるきっかけをつ
かめない！と思っている方、この機会に社交ダンス
の楽しさを直に感じ取ってみませんか？

2/26㊌、3/4㊌、3/11㊌、3/18㊌、
3/25㊌ 19:00～19:30

ダンスエクササイズde
心身ともに美しく21

☎0166-85-7717
シモン ダンススペース

受付／12:00～22:00（不在留守電）

●定員／各回10人 ●持ち物／運動靴・運動着・
汗ふきタオル・着替え ●対象／不問 ●講師／樽本志門

4条通8丁目アピスビル3階

ダンスステップ、その場で運動するエクササイズを真似
して頂き、関節の屈曲・ねじり運動で、代謝アップ・体の
引き締め・心身の健康をお手伝いをさせて頂きます。

2/22㊏、2/29㊏、3/7㊏、3/14㊏
3/28㊏ 19:30～20:00

美しい着付の豆知識22

☎0166-22-5102
大源 目黒呉服店

受付／9:30～17:00（日曜・祝日定休）

●定員／各回5人 ●持ち物／お手持の着物・
帯・小物など（無料貸出品あり） ●対象／女性
●講師／村田睦子、川村幸子

3条通7丁目ヨシタケパークビル8階

季節に合った美しい着こなしを、ちょっとした工夫
で楽しめます。また、お手入れに関してお困りの事
があればお答えいたします。

2/20㊍、2/25㊋、3/6㊎ 13:00～14:00

生き生き元気で楽しい
歩き方と健康のお話し23

☎0166-23-2552
シューズショップ　トクノ

受付／10:00～17:00（水曜定休）

●定員／各回5人 ●対象／不問
●講師／得能巌

4条通8丁目

寒い冬に体が暖かくなるカンタンな方法や冬道の
歩き方と健康のお話しがいっぱいです。

2/21㊎、2/28㊎、3/6㊎ 14:00～15:00

素人デザインをほめられる
デザインに変える方法とは？（２）24

☎0166-36-5556
株式会社 総北海

受付／9:00～17:00（土・日、祝祭日定休）

●定員／10人 ●対象／デザイン初心者の方向け
●持ち物／筆記用具
●講師／岩舘匡宏、高坂和樹

工業団地2条1丁目1-23

前回講座の第2弾、レイアウトや配色について学
びましょう。

2/22㊏、3/6㊎ 10:00～11:30

かんたんなガイド英会話25

☎080-6096-7957
GLOBAL SCHOOL REBIRTH

受付／10:00～19:30

●定員／各回8人 ●対象／高校生以上
●持ち物／筆記用具 ●講師／バート千葉

３条通８丁目緑橋ビル1号館

旭川にいらした外国人観光客の皆様に、かんたん
にできるガイド英会話をご紹介します。

2/22㊏、3/7㊏、3/21㊏ 13:00～14:00

旭橋やトキワ地域について
学ぼう!26

☎0166-85-6014
福吉カフェ旭橋本店

受付／9:00～18:00（定休なし）

●定員／各回5人 ●材料費／800円
●講師／石田一貴
●対象／不問

常盤通2丁目1970-1

旭川のシンボル「旭橋」や「常磐公園」の過去の資
料を元に歴史や謎について一緒にお話ししません
か？天気が良ければ実際に見に行ってみましょう。

2/25㊋、3/4㊌ 9:30～11:00

LINEPayで賢く
キャッシュレス還元27

　0120-17-1500
ＰＣカレッジ 旭川校

受付／9：00～18：00（月～金）9：00～12：00（土）定休：日、祝日

●定員／各回4人 ●持ち物／iPad・スマホ
●教材費／500円
●対象／不問 ●講師／寺崎正美 他

4条通17丁目道広ビル5階

キャッシュレス決済でのお得な還元を受けていま
すか？LINEPayを使ってのキャッシュレス決済を
丁寧に説明します。

2/21㊎、2/28㊎、3/6㊎ 10:00～11:30

いまさら聞けない！デジカメ
初心者向けお悩み相談28

☎0166-26-5521
カトーカメラ店

受付／10:00～15:00

●定員／各回3人 ●持ち物／ご自分のデジタル
カメラ ●対象／不問 ●講師／加藤雄太

2条通8丁目

デジタルカメラを持っているけどイマイチ使いこな
していない…とか思いませんか？日頃思っている写
真のお悩み解決いたします。

3/8㊐、3/13㊎、3/14㊏ 10:00～11:00

落語の楽しみ方講座 929

☎0166-23-2801
まちなかぶんか小屋

受付／10:00～18:00（月曜定休）

●定員／15人 ●対象／不問 
●講師／有村幸盛

7条通7丁目

落語のＣＤ（立川談志他）を聴いてもらいながら、
落語の面白さ、魅力をお話し致します。笑門来福！

3/7㊏ 13:30～15:00

写真とエピソードで綴る
「まちなかツアー」30

☎0166-22-0005
旭川まちなかマネジメント協議会

受付／平日9:00～17:00 集合場所／旭川観光情報センター（旭川駅東改札口向い側）

●定員／各回10人 ●対象／中学生以上
●持ち物／筆記用具、寒くない服装
●講師／「故郷の魅力」つたえ隊 事務局長 平塚清隆 

5条通7丁目旭川フードテラス2階

旭川駅から8条まで平和通をゆっくり歩きながら、
古い写真とエピソードを交えて楽しく語ります。

3/23㊊、3/25㊌、3/27㊎
3/29㊐ 10:00～11:30


