
不動産の相続･売買等　次代につなぐ安心感1

会場：西そのぎ商工会時津支所３階和室　講師：広瀬 雄一
●対象：どなたでも ●定員：4組 ●材料費 :なし
●持ち物：相談内容に関わる資料

不動産の相続、売買等で困ったこと、契約書の内容等でわかりにくいこと、その他
知りたいことがあれば、お答えできる範囲で助言させて戴きます。

ひろせ不動産
☎095-881-3639

時津町元村郷390-7

受付時間／9:30～18:00　定休日／日曜日･祝日

ココ

時津町役場

十八親和銀行

時津ウォーター
　フロント公園

ヤマダ電機

“はしやん”の初心向けギターの弾き語り♬講座2

10月

29日(金)
22日(金)
15日(金)

18:00～19:00

会場：プレタポルテロワール　講師：橋口 政行
●対象 : 初心者でアコースティックギターをお持ちの方
●定員 :2人 ●材料費 :なし ●持ち物 :アコースティックギター

お家に眠っているギターを使って、どなたでも知っている曲の簡単なコードを
覚えて、楽しく一緒に歌いましょう♪

プレタポルテロワール
☎095-883-7533 長与町嬉里郷456-4

受付時間／9:30～18:00　定休日／なし

イオンタウン長与 ファミリーマート

長与町役場

十八親和銀行ココララコープ

一緒に学ぼう！運用の基礎知識3

10月
13日(水)

6日(水)

14:00～15:00 講師：藤島 勝典
●対象 :５５歳まで ●定員 :５人
●材料費 :なし   ●持ち物 : 筆記用具･電卓

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。

ファイ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　

会場：西そのぎ商工会時津支所

会場：西そのぎ商工会長与支所

ココ
ココ

長崎北病院 ＪＲ高田駅

ＪＲ長与駅

長与町役場

時津ウォーター
　フロント公園

ヤ
マ
ダ
電
機

イオン時津店

もう一度学びたい日本語と数4

10月
22日(金)

8日(金)
10:30～11:30

会場：時津町浦郷２６０－３アンジュール時津２F
講師：牛津 理美・中濱 誉徳
●対象：どなたでも ●定員：５人または４組
●材料費：２００円 ●持ち物：お気に入りの文房具など

意外と知らない、忘れている、学生時代に習った漢字やことわざ、脳を鍛える算数
パズルなど、楽しみながら一緒にチャレンジしてみませんか。

学習アトリエＣＯＲ
☎095-865-8711 長崎市矢上町23-3-2F

受付時間／16:00～21:00　定休日／水･日･祝日

ココ 時津町役場

十八親和銀行

時津ウォーター
　フロント公園

ヤマダ電機

（十八親和銀行時津中央支店横）

悩みごと、相談してみませんか？5

10月

9日(土)
3日(日)
2日(土)

10:00～12:00

会場：司法書士法人 吉田合同事務所　講師：吉田 省三
●対象 :どなたでも ●定員 :２人または２組
●材料費 :なし  ●持ち物 :なし

遺産、家族、不動産に関する問題など日常生活の悩みごと、一人で悩んでいませ
んか？解決のお手伝いをいたします。

司法書士法人 吉田合同事務所
☎095-882-0489 時津町浦郷３０５番地９-２Ｆ

受付時間／9:00～17:00　定休日／土･日･祝日

ココ

時津町役場

十八親和銀行

時津ウォーター
　フロント公園

ヤマダ電機

今さら人に聞けないテニスのルール6

18:00～19:00

会場：居酒屋食堂シエスタ　講師：山﨑 聖士

●対象：２０才以上　●定員：５人
●材料費：１００円（最初のドリンク代） 　●持ち物：なし

テニスの試合を観る時の疑問質問に答えます。まずは点数の数え方から。
最初の一杯は１００円です。

居酒屋食堂シエスタ
☎090-6637-1325

時津町浜田郷144-17

受付時間／9:00～19:00　定休日／日曜日

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

十八親和銀行
ママのセンター

モスバーガー

安心安全にカラオケを楽しむ！7

会場：喫茶スナックＭＩＬＤ　講師：坂本 賢一
●対象：5０才以上の方 ●定員：５人
●材料費：なし  ●持ち物：マスク

感染症対策を考慮しつつも、健康増進、仲間との交流、ストレス解消などカラオケ
の良い点を認識して頂き、実際にカラオケを楽しんでいただきます。

喫茶スナックＭＩＬＤ
☎090-7452-1461

長与町丸田郷4-4

受付時間／14:00～1８:00　定休日／水･日（カラオケは水･土）

ココ

長与小

庄屋

こやまクリニック

三菱信用組合ATM

やさしいスマホ初期講座8

10月 4日(月)

18日(月)
14日(木)

25日(月)

11:00～12:00
11:00～12:00

11:00～12:00
13:00～14:00

会場：em. 不動産合同会社　講師：金﨑 浩太郎
●対象：どなたでも　●定員：４人　●材料費：なし
●持ち物：スマートフォンかタブレット（＊絶対に必要ではありません。）

スマホの基礎をわかりやすく、スマホへの変更したばかりの人やスマホデビュー
を考えてらっしゃる方向けの講座です。

em.不動産合同会社
☎095-894-5595

時津町浦郷439-25

受付時間／9:00～18:00　定休日／月･木曜日

ココ

時津町役場

十八親和銀行

時津ウォーター
　フロント公園

ヤマダ電機

プロが伝える！得するデンキの使い方9

10月20日(水) 10:00～11:30

会場：西そのぎ商工会長与支所
講師：大坪 史佳・九電ホームアドバイザー　ほか
●対象：どなたでも　●定員：５人　●材料費：なし
●持ち物：ご自宅の検針票

①生活家電を賢く使い節約する方法！　②どうする？停電時の対処法！
③お手軽！おしゃれな入浴剤作り！　　　　　☆茶菓子と飲み物を用意します☆

九州電力株式会社 長崎営業所
☎0120-986-405 長崎市城山町3-19
受付時間／9:00～17:00　定休日／土･日･祝日

※コロナの状況次第により、自粛させていただく場合があります。

イオンタウン長与

ファミリーマート

長与町役場

十八親和銀行

ココ

ララコープ

タイルでプチＤＩＹ講座11

10月 5日(火)
14日(木)
30日(土)

10:00～12:00
13:00～15:00
10:00～12:00

会場：タイルクラフト教室 paleta（パレッタ）　講師：下釜 陽子
●対象 :どなたでも ●定員：4人 
●材料費 :700円  ●持ち物：なし

身近な１００円ショップの商品を使ってタイルで簡単リメイクを楽しむ方法をお伝
えします。コツがわかれば家でもすぐに活用できます♪

タイルクラフト教室 paleta（パレッタ）
☎090-7470-2841時津町日並郷1089-1
受付時間／9:30～17:00　定休日／

ココ

ナフコ

パワー
ホテルAZ

時津北小学校

ドラッグストア
コスモス

しまむら

型を使って染める 友禅染めのコースター♪12

10月 6日(水)
14日(木)
22日(金)

11:00～12:00
14:00～15:00
14:00～15:00

会場：西そのぎ商工会長与支所　講師：松尾 直美
●対象 :どなたでも ●定員：５人 
●材料費 :５00円  ●持ち物：なし

絵が描けなくても、絵心がなくても、型を使って染めるのでどなたでも安心して
染められます。今回はクローバーの型でコースターを染めます。

染　趣　庵
☎080-3255-9756

長与町高田郷2411-21

受付時間／9:00～17:00　定休日／不定休

イオンタウン長与 ファミリーマート

長与町役場

十八親和銀行
ココララコープ

10月21日(木)

大人可愛い！気分のアがるツールスタンド♡14

10:00～16:00
　　の間の９０分程度

会場：ハンドメイドサロンPARTY★PARTY　講師：松本 茜
●対象 : 女性 ●定員：４人 
●材料費：１,０00円  ●持ち物：なし

針も糸も使わないからぶきっちょさんでも大丈夫！センスに自信がなくても
100％かわいくできるツールスタンドを一緒に作ってみませんか？

ハンドメイドサロン PARTY★PARTY
☎090-7540-7732 時津町浜田郷395-16

受付時間／8:00～21:00　定休日／不定休･予約制

10月
19日(火)
26日(火)

12日(火)

らぁめん
心花

ぐりや
はま寿司

西彼杵郵便局

ココ

すき家

ホルモンを炭焼きしながら豚のことを学ぼう16

18:00～19:00

会場：居酒屋食堂シエスタ　講師：山﨑 聖士

●対象：ホルモンが食べられる方　●定員：５人
●材料費：7００円 　●持ち物：なし

豚ホルモンを炭焼きで食べながら豚肉が食卓に届くまでを学びます。生体から
精肉卸しまでの仕事をしていた経験からお話します。最初の１杯は１００円です。

居酒屋食堂シエスタ
☎090-6637-1325

時津町浜田郷144-17

受付時間／9:00～19:00　定休日／日曜日

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

十八親和銀行
ママのセンター

モスバーガー

10月20日(水)

銀でチンドンライブ“手をたたこうよ”17

18:00～
会場：広島お好み焼 銀次朗
講師：河内 隆太郎（かわち家）
●対象：シニア世代　●定員：５人　●持ち物：なし
●材料費：2,5００円 （お好み焼のお土産つき）

銀次朗で、かわち家チンドンライブ開催！シニア世代のアイドル「かわち家」が
幸せいっぱいチンドンリズムで盛り上げます。さあ！みんなで手拍子しよう。

広島お好み焼 銀次朗
☎095-815-8052

長与町嬉里郷1107

受付時間／11:00～17:00　定休日／月曜日（　　　　　）　

10月11日(月)

ココ

嬉里郵便局

ＪＡじげもん

マルキョウ
長崎市北消防署
浜田出張所

イオン時津店

月曜日が祝日の
時は火曜日

焼きたて熱々シューでお茶しませんか？18

10:30～11:30

会場：ワルツの森ひさ家　講師：中村　靖
●対象：どなたでも ●定員：４人または２～３組　
●材料費：２００円 ●持ち物：なし

まちゼミ限定！普段は絶対に食べられない、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

受付時間／9:00～19:00　定休日／水曜日

10月 8日(金)
14日(木)

イオンタウン長与

ファミリーマート

長与町役場

十八親和銀行

ココ

ララコープ

13:00～15:30
10月 3日(日)

10日(日)

14:00～16:00
10月13日(水)

27日(水)

裏面もご覧ください  ➡

まち
ゼミ ＊ただし、講座によっては材料費がかかる場合があります。

お申込は各店へ直接お電話ください！

私たちが講師です！
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！

つくる たべるまなぶ きれい

秋のアレンジメント10

11:00～12:00
会場：フラワーギャラリーオランダヤ
講師：中村 秀美･本石 夕佳

●対象 :どなたでも ●定員：5人 
●材料費 :1,500円  ●持ち物：なし

季節のお花を使って秋らしい色合いのアレンジメントを作ります。ハロウィンの
雰囲気も取り入れてみましょう。

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

受付時間／10:00～19:00　定休日／火曜日

イオンタウン長与 ファミリーマート

長与町役場

十八親和銀行ココララコープ

ココ

イオン時津店
TSUTAYA

時津店

西彼杵郵便局

鍬
先
医
院

10月 6日(水)

ディンプルアート13

会場：coat+ethical　講師：堂野 麻衣・下釜 陽子
●対象 :どなたでも ●定員：4人 
●材料費：600円  ●持ち物：なし

エシカル消費を考えよう！リサイル研究からうまれたエコな絵の具『ディンプル
アート』。塗り絵感覚で簡単にステンドグラス風アートを作ります。

coat+ethical

☎080-1723-8379

長与町吉無田郷1439-2

時津町日並郷1089-1
受付時間／10:00～16:00
定休日／水･土･日･祝日

タイルクラフト教室 paleta

10:30～12:0010月19日(火)

エネオス
ココ

セブン
イレブン

長与郵便局

エレナ
長与駅

女の子ママあつまれー！手作りリボン講座♡15

会場：coat+ethical　講師：堂野 麻衣・松本 茜
●対象 :どなたでも ●定員：4人 
●材料費：1,000円  ●持ち物：なし

かんたん可愛いリボンの作り方教えちゃいます！ママの手作りリボンをつけて毎日
ルンルン♡目指すは作家デビュー？！自宅ショップのお話も聞けます。

coat+ethical

☎080-1723-8379

長与町吉無田郷1439-2

時津町浜田郷395-16
受付時間／10:00～16:00
定休日／水･土･日･祝日

PARTY★PARTY
エネオス

ココ

セブン
イレブン

長与教会

ココカラファイン
エレナ

長与駅

①10:00～
②13:00～
　　　の間の９０分程度

10月
15日(金)
21日(木)

5日(火)



＊カレンダー内の数字は講座の番号です。

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

2021　第 9 回 西そのぎまちゼミカレンダー2021　第 9 回 西そのぎまちゼミカレンダー

西 そ の ぎ
長与町･時津町
西 そ の ぎ
長与町･時津町

まち
ゼミ

選  ぶ
チラシの内容をよく見て
講座をお選びください。

申 込 み
受けたい講座のお店へ
直接お電話でお申込み
ください。

当  日
時間･場所を再度確認
してお間違いのないよう
ご参加ください。

お申込みの流れお申込みの流れ

お申込は各店へ！
行ってみたい講座のお店に「まちゼミの申込みです」とお電話でお伝えください。
●各店の受付時間内にお願いいたします。
●定員になり次第締め切らせていただきます。
●お申込初日は、電話の混雑が予想されます。ご了承ください。
●受付対象者が限定されている講座もあります。ご注意ください。
●お申込みの際に持ち物や注意事項（材料費等）をご確認ください。
●小学生以下は保護者同伴でのご参加をお願いいたします。

10/1 10/2 10/3

10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/1010/4

10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17

10/23 10/24

10/11

10/19 10/20 10/21 10/2210/18

10/30 10/3110/26 10/27 10/28 10/2910/25

facebookページ
“西そのぎまちゼミ～時津･長与～”で情報発信中！　

■本所･時津支所
〒851-2105長崎県西彼杵郡時津町浦郷428-14
TEL 095-882-2240  FAX 095-882-0521
E-mail:nishisonogi@shokokai-nagasaki.or.jp

■長与支所
〒851-2128長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷431-4
TEL 095-883-2145  FAX 095-883-2149

主 　 　 　 催

かわいいキャラクターケーキを作ろう！19

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：４人または２～３組　
●材料費：５００円 ●持ち物：エプロン

今人気のキャラクターのお顔のケーキを作りませんか？とても楽しく子ども達も
大喜びです。

ワルツの森ひさ家
☎095-883-5840

長与町嬉里郷460-1

受付時間／9:00～19:00　定休日／水曜日

10月 5日(火)
11日(月)
21日(木)

イオンタウン長与

ファミリーマート

長与町役場

十八親和銀行

ココ

ララコープ

まゆの描き方＆ヘアアレンジ21

10月 4日(月)

24日(日)
14日(木)

26日(火)

1３:00～1４:00
1３:00～1４:00

1３:00～1４:00
1０:00～1１:00

会場：美容室アトリエAI　講師：山道 愛子
●対象：女性どなたでも ●定員：３人または２組 ●材料費：なし
●持ち物：まゆペンシル･髪留めバレッタ等（持参できない方はまゆペンシル代７７０円）

目のまわりのチャームポイント UP！まゆの描き方とヘアアレンジできれいを
チャージ！講座で楽しみませんか？

美容室アトリエ AI
☎095-883-5211

長与町嬉里郷１１３１-５

受付時間／9:00～1８:０0　定休日／水曜日･第三日曜日

ココ
嬉里郵便局

ＪＡじげもん

マルキョウ
長崎市北消防署
浜田出張所

イオン時津店

毎日のコーデが簡単 すっきりクローゼットの作り方22

1３:00～1４:00
1０:00～1１:00

1０:00～1１:00
会場：プレタポルテロワール　講師：末永 麻世
●対象：女性 ●定員：３人
●材料費：なし ●持ち物：筆記用具

あなたに似合うファッションでスッキリクローゼットをつくりませんか？具体的な
整理の方法もお伝えします。

プレタポルテロワール
☎095-883-7533 長与町嬉里郷456-4
受付時間／9:30～1８:０0　定休日／なし

10月 7日(木)
15日(金)
19日(火)

イオンタウン長与 ファミリーマート

長与町役場

十八親和銀行ココララコープ

かんたんストールの巻き方23

1０:00～1１:00

会場：プレタポルテロワール　講師：末永 麻世
●対象：女性　●定員：３人
●材料費：１００円（資料代）　●持ち物：ストール

かんたんですぐに役立つストールの巻き方や洋服との色合わせの仕方をお伝え
します。お持ちのストールで楽しくアレンジしましょう。

プレタポルテロワール
☎095-883-7533 長与町嬉里郷456-4
受付時間／9:30～1８:０0　定休日／なし

10月 6日(水)
12日(火)
21日(木)

イオンタウン長与 ファミリーマート

長与町役場

十八親和銀行ココララコープ

無難なブラウンメイクは、もう卒業！24

1０:３0～1１:３0 ①
13:３0～14:３0 ①

13:３0～14:３0 ②
15:３0～16:３0 ②

会場：①シナリ―化粧品　②プレタポルテロワール
講師：林 康美･末永 麻世

●対象：女性 ●定員：５人 ●材料費：２００円 ●持ち物：なし

パーソナルカラーで似合うファッションやメイクの見つけ方をレクチャー
10月 8日(金)

14日(木)
20日(水)
26日(火)

シナリ―化粧品

☎090-3662-1328（林）

長与町吉無田郷2002-3

長与町嬉里郷456-4
受付時間
１０:00～1９:00

プレタポルテロワール
イオンタウン

長与 ファミリーマート

長与町役場

十八親和銀行

②ココ

①ココ

ララコープ

お家でできる！セルフエステ＆セルフ足つぼ25

10月 7日(木)

20日(水)
12日(火)

28日(木)

1５:３0～1６:３0
1３:３0～1４:３0
1０:３0～1１:３0
1０:３0～1１:３0

会場：シナリー化粧品　講師：林 康美･畑中 優子

お家時間を楽しもう！自分でカンタンにできるセルフエステとセルフ足つぼを学
んで美と健康を手に入れませんか？

シナリー化粧品
☎090-3662-1328

長与町吉無田郷2002-3

受付時間／10:00～19:00　定休日／日曜日･祝日

●対象：どなたでも　●定員：4人　●持ち物：なし
●材料費：5００円（資料･つぼ押し棒込）

ココ

JR長与駅

中尾城公園

セブンイレブン

顔タイプ診断でみつける！あなたに似合う服27

顔の輪郭やパーツから“似合うテイスト”がわかる顔タイプ診断とは？
セルフチェックシートを使ってあなたの顔のタイプをみつけましょう！

アトリエらぽ
☎095-865-6564

長与町高田郷３７３７-３

受付時間／１０:０0～1７:00　定休日／土･日･祝日

イオンタウン長与

高田駅 長与駅

長与町役場

十八親和銀行ココ ララコープ

1７:30～1８:30
10月20日(水)

27日(水)

会場：アトリエらぽ　講師：竹山 清美
●対象：女性 ●定員：５人
●材料費：なし ●持ち物：なし

この「のぼり」が
　　　　目印です！

2021年10月1日　▶10月30日金 土開催期間9月17日　金より予約受付スタート!!
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感染症対策へのご協力をお願いいたします

まちゼミにご参加いただく際には、新型コロナウイルス等の感染
拡大防止のために次項についてご協力をお願いいたします。

体調不良時は
参加を控えるマスクの着用 手指の消毒検温の実施

第9回 お店の人が講師となって、
専門知識やプロのコツを
無料でお教えする
少人数制のミニ講座

受講生
募集！

※コロナの状況次第により、自粛させていただく場合があります。

シエスタで“はしやん”のほろ酔い弾き語りライブ♬20

18:30～19:30

会場：居酒屋食堂シエスタ　講師：橋口 政行

●対象：どなたでも　●定員：５人　●持ち物：なし
●材料費：１００円（最初のドリンク代）

感染予防対策をしっかりとりながら、少しだけ音楽を楽しみませんか♪

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

十八親和銀行
ママのセンター

モスバーガー

10月 9日(土)

居酒屋食堂シエスタ

☎090-6637-1325

時津町浜田郷144 -17

長与町嬉里郷456-4
受付時間／９:00～1８:00
定休日／日曜日（シエスタ）

プレタポルテロワール

まぶたダイエット！！26

会場：kukka　講師：伊東 未希

ダブルアイリフトという最新の技術でアイストレッチのみを特別価格で提供
（通常￥4,400）カウンセリングをして二重になりやすい瞼をつくります。　

k u k k a
☎080-3221-4332〈完全予約〉

長与町吉無田郷1162-8-B

受付時間／９:３0～1７:00　定休日／日曜日

●対象：女性　●定員：１人または１組　●材料費：5００円
●持ち物：メイク直しをする方はメイク道具、コンタクトの方はケース･液

～
9:30～17:00いつでもご予約可能（日曜日を除く）

＊必ず二重にすぐなる技術ではございません。

10月1日(金) 30日(土) までの

ココ

エレナ長与駅

長与郵便局

エネオス

長与南交流センター


