
ネコースターを作ろう！

まなぶつくる たべる

健　康 きれい エンターテインメント

1

6月
7月 1日(日)

4日(水)

27日(水)
①10:00～11:30
②13:00～14:30

会場 : M:M micro macro　講師 : 宮野 直美
●対象 :どなたでも ●定員 :3名 ●持ち物 :なし
●材料費 :300円（布代） 

ミシン初心者でも大丈夫！！ネコ好き店主と一緒にネコ型のコースターを
作りましょう。（ひとつの講座で２枚作ります）

M:M micromacro
☎090-5087-7259
時津町左底郷815-4　営業日／水･金曜日

受付時間／10:00～15:00
ファミリー
　　マート

テニスコート

セブン
　イレブン

青雲学園

時津町総合
福祉センター

ファディ

左底交差点

ココ

ブーケの基本「スパイラルテクニック」2

6月27日(水) 11:00～12:00

会場 : フラワーギャラリーオランダヤ
講師 : 川口 親義

●対象 :どなたでも ●定員 :8名 ●持ち物 :なし
●材料費 :1,000円（花･資材費） 

スパイラルテクニックを知っておけばブーケ（花束）を作る上で、見た目も
出来上がりもワンランクもツーランクもアップ♪

フラワーギャラリーオランダヤ
☎095-865-9260
時津町浜田郷301-10　定休日／火曜日

受付時間／9:00～19:00( 土曜日は18時まで )

ステンドグラスで癒しのサンキャッチャー3

6月
7月 7日(土)

14日(土)

30日(土)
17:00～18:00

会場 : ステンドグラス無限工房　講師 : 田中 悦子
●対象 : 高校生以上 ●定員 : 2 名 ●持ち物 :エプロン
●材料費 :1,000円 (ガラス･チェーン代 )

様々な形の色ガラスを組み合わせてサンキャッチャーを作ります。
窓に吊りさげると七色の光りがお部屋を彩ります。

ステンドグラス無限工房
☎095-882-6481
時津町浦郷274-3　定休日／日曜日

受付時間／11:00～12:00

10分でエクセルの働きが！5

7月
11日(水)
13日(金)

9日(月)
10:00～11:00

会場 : あきらき企画
講師 : 北浦 彰

●対象 :どなたでも ●定員 :２名または１組 
●持ち物 :エクセルがインストールされたパソコン
●材料費 : 540円（テキスト代） 

「小計･合計･平均･累計の計算と各費目ごとの並べ替え」「グラフを作って
 みよう」「番号を入力したら各費目が！」

あきらき企画
☎090-8839-8792
時津町浜田郷12-8　定休日／なし

受付時間／9:00～19:00

ドイツの新聞で作ろう！おしゃれなエコバッグ4

7月 4日(水)
18日(水)

16:30～17:30

16:30～17:30
会場 : 福祉雑貨屋らぽプラス
講師 : 竹山 清美
●対象 :どなたでも ●定員 :5名 ●持ち物 :なし
●材料費 :なし

読み終えた新聞紙を再利用して作る環境に優しく実用的なエコバッグ。
今回はドイツから届いた新聞紙で大小２種類のバッグを作ります。

福祉雑貨屋らぽプラス
☎095-865-6564
長与町高田郷3737-3　定休日／日曜･祝日

受付時間／10:30～17:00

5分でわかるLINEのしくみ（スマホ初級）6
「30秒で操作できるテレビ電話！」「一つのスマホで電話しながら操作！」
「スマホを使ってネットで購入を？」「スマホで地図を使いたい！」

相続･遺言でお悩みのあなたへ7

6月
7月 7日(土)

14日(土)

30日(土)
10:30～11:30

会場 : 吉田合同事務所　講師 : 吉田 省三
●対象 : 高校生以上　●定員 : ３名または３組 
●持ち物 :なし　●材料費 :なし

相続の手続き、何から始める？遺言を残したい。贈与をしたい。相続放棄を
したい。このような時どうしたらいい？

吉田合同事務所
☎095-882-0489
時津町浦郷305-9　定休日／土･日曜･祝日

受付時間／9:00～17:00

炭火焼肉しながら覚えよう！豚ホルモン9

7月
14日(土)
21日(土)

12日(木) 18:00～ 19:00
17:00～ 18:00

17:00～ 18:00
会場 : 居酒屋食堂シエスタ　講師 : 山崎 純子
●対象 :どなたでも ●定員 : 6 名
●持ち物 :なし ●材料費 : 500円 

七輪で炭火焼きしながら豚ホルモンの部位を覚えましょう。最初のアル
コール、ソフトドリンクは１００円。豚ホルモンは島原産です。

居酒屋食堂シエスタ
☎090-6637-1325
時津町浜田郷144-17　定休日／日曜日(居酒屋は火曜日休み )

受付時間／ 10:00～22:00

一緒に学ぼう！運用の基礎知識8

6月
7月 5日(木)

28日(木)

15:00～16:00

会場 : 西そのぎ商工会長与支所
会場 : 西そのぎ商工会時津支所

●対象 :55歳まで ●定員 :10名
●持ち物 : 筆記用具 ●材料費 :なし 

老齢年金は国債や株式を利用した運用を行う時代です。運用は不安という声が
多く聞かれます。運用を考える上での大切な３つのポイントをお伝えします。

フィナンシャルプランナー藤島 勝典
☎090-8763-2013
受付時間／9:30～18:00

焼きたて熱々シューでお茶しませんか？10

7月12日(木) 10:30～11:30

まちゼミ限定 ! 普段は絶対に食べれない、焼きたて熱々のシュー皮に
とろ～り冷たいカスタードを絞って食べながら楽しくお茶会をしませんか？

ワルツの森 ひさ家
☎095-883-5840
長与町嬉里郷460-1　定休日／水曜日

受付時間／9:00～19:00

かわいく楽しくできます！キャラデコ作り11

7月
10日(火)
19日(木)

2日(月)
10:30～11:50

会場 :ワルツの森ひさ家　講師 : 中村　靖
●対象 :どなたでも ●定員 :5～ 6名
●持ち物 :エプロン ●材料費 : 500円

かわいく楽しいキャラデコケーキを一緒に作りましょう！とてもカンタンに
かわいらしいケーキが出来上がります。

蒟蒻を使ったかんたん！料理教室13

7月
8日(日)

15日(日)

7日(土) 14:30～15:30
10:30～11:30
14:30～15:30

会場 : 西川商店　講師 : 西川 覚史
●対象 :どなたでも ●定員 : 6 名
●持ち物 :なし ●材料費 : なし

蒟蒻を使って作る料理教室です。手軽に作れて使い方次第では、ダイエッ
ト食になるかも？！

手づくりの蒟蒻屋さん 西川商店
☎090-7476-1044
長与町平木場郷612-9　定休日／日曜･祝日

受付時間／9:00～19:00

人気メニューのレシピ教えます！15

6月
30日(土)
25日(月) 11:00～12:00

11:00～12:00
会場 : 食育食堂　講師 : 山口 るり子
●対象 : 子育て中の方（男女問わず･子供同伴可）
●定員 : 4 名　●材料費 : 300円
●持ち物 :エプロン 

子供たちに人気のメニューを実習形式で作ります。その後、試食会を行い
ます。料理に関する悩みや質問もよろこんでお受けいたします。

食 育 食 堂
☎095-883-2602
長与町吉無田郷2008-7　定休日／日･月曜日

受付時間／9:00～21:00

6月
27日(水)
29日(金)

25日(月)
10:00～11:00

会場 : あきらき企画
講師 : 北浦 彰

●対象 :どなたでも ●定員 :２名または１組 
●持ち物 :ご自分のスマートフォン
●材料費 : 200円（テキストプリント代） 

あきらき企画
☎090-8839-8792
時津町浜田郷12-8　定休日／なし

受付時間／9:00～19:00

ココ

イオン時津店

TSUTAYA
時津店

西彼杵郵便局

鍬
先
医
院

ココ

時津町役場

親和銀行

時津ウォーター
　フロント公園

ヤマダ電機

ココ
時津町役場

親和銀行

時津ウォーター
　フロント公園

ヤマダ電機

ママのセンター

ココ
時津町役場

親和銀行

時津ウォーター
　フロント公園

ヤマダ電機

ママのセンター

ココ

時津町役場

親和銀行

十八銀行

時津ウォーター
　フロント公園

ヤマダ電機

講師 : 藤島 勝典

ココ
ココ

長崎北病院 ＪＲ高田駅
ＪＲ長与駅

長与町役場

長崎バイパス

時津ウォーター
　フロント公園

ヤ
マ
ダ
電
機

イオン時津店

ココ

時津ウォーター
　フロント公園

西彼杵郵便局

時津町役場

十八銀行

ママのセンター

モスバーガー

会場 :ワルツの森ひさ家
講師 : 中村　靖

●対象 :どなたでも ●定員 :6名
●持ち物 :なし ●材料費 :なし

ワルツの森 ひさ家
☎095-883-5840
長与町嬉里郷460-1　定休日／水曜日

受付時間／9:00～19:00

イオンタウン長与
ファミリーマート

長与町役場

十八銀行

ココ

ララコープ

イオンタウン長与
ファミリーマート

長与町役場

十八銀行

ココ

ララコープ

ひと味違う！のどごしつるん水ようかん作り12

7月
13日(金)
20日(金)

3日(火)
10:30～11:30
会場 :ワルツの森ひさ家
講師 : 中村 郁男

●対象 :どなたでも　●定員 :4～ 5名
●材料費 : 300円
●持ち物 :エプロン･持ち帰り用タッパー 

のどごしとろける水ようかんをつくりましょう。『あるもの』を入れることで
とてもおいしく仕上がります。『あるもの』とは来てのお楽しみ！

ワルツの森 ひさ家
☎095-883-5840
長与町嬉里郷460-1　定休日／水曜日

受付時間／9:00～19:00

中尾城公園 ココ

三根交差点

さぬきうどん
　　　  太平ドラッグセガミ

ＪＲ長与駅

糖質オフスープを作りませんか？14

7月
8日(日)
7日(土) 19:00～20:00

14:00～15:00
会場 : 西川商店　講師 : 西川 覚史
●対象 :どなたでも ●定員 : 4 名
●材料費 : 100円
●持ち物 : 電子レンジ対応マグカップ･箸･スプーン 

簡単に作れる糖質オフのスープの作り方を体験していただく講座です。
調理の手間を少なくして気軽に続けられるコツを学びましょう！

手づくりの蒟蒻屋さん 西川商店
☎090-7476-1044
長与町平木場郷612-9　定休日／日曜･祝日

受付時間／9:00～19:00

中尾城公園 ココ

三根交差点

さぬきうどん
　　　  太平ドラッグセガミ

ＪＲ長与駅 イオンタウン長与
ファミリーマート

十八銀行

ココ
ララコープ

イオンタウン長与

ＪＲ高田駅 ＪＲ長与駅

長与町役場

親和銀行ココ ララコープ

まちゼミは長与町･時津町の店主やスタッフが講師となって専門知識
やプロの技を無料でお教えする少人数制ミニ講座です。60～ 90 分
程度でわかりやすく、気軽に参加していただけます。「お店」と「まち」の
ファンになっていただくための講座ですので、安心して受講していた
だくために、お店からの販売は一切ありません！

※駐車場はありません

私 た ち が 講 師 で す ！

＊ただし、講座によっては材料費がかかる場合があります。

イオンタウン長与
ファミリーマート

長与町役場

十八銀行

ココ

ララコープ




