
第13回新大工まちゼミ カレンダー

新大工町商店街HP　http://shindaiku.com
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新大工まちゼミマップ

235 シーボルト通
り

講座は6種類に
分かれてます。

新大工まちゼミ Facebook 検索

Facebookでも情報発信中！！

諏訪神社電停

伊良林
小学校

新中川
町電停

色んな場所で
学べるね！！
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初めてのお饅頭作り体験
14:00～15:0010

初めてのお饅頭作り体験
14:00～15:0010

初めてのお饅頭作り体験
14:00～15:0010

プロが伝える！
得する電気の使い方！
10:00～11:30

23 素材の鮮度保持について学び実践してみよう
10:00～11:0012

ヒップホップダンス＆
リズムジャンプ体験
11:00～12:00

17

学習を楽しくする方法
14:30～15:1520

飲み比べで分かるダシの上手な使い方
10:00～11:009

美容師体験　パーマを巻いてみよう！
19:00～20:002

勉強嫌いな子のための
『夢の見つけ方』
10:00～11:00

26

初めてのバレエレッスン（子供）
14:00～15:3019

安心　簡単スマホ講座
10：00～12：0021

安心　簡単スマホ（LINE）講座
10：00～12：0022

ヒップホップダンス＆
リズムジャンプ体験
11:00～12:00

17

学習を楽しくする方法
13:00～13:4520
美容師体験　パーマを巻いてみよう！
19:00～20:002

親子で楽しく♪リトミック体験
10:00～10:45（0～3歳親子対象）
15:00～15:45（3～6歳親子対象）

18

バリ島の伝統的な
健康ドリンクを作ろう！
14:00～15:30

6

あっという間に楽しくできる！
洋服づくり体験
10:00～11:30

14愛娘に人気のあみこみ講座
9:00～10:001
プロが教える美味しい魚料理
10:00～11:0011
巻き爪・外反母趾・魚の目などの方
足と靴の相談会
13:30～14:30

3

初めてのバレエレッスン（大人）
14:00～15:3019

姿勢改善！バランスボール体験
11:30～12:307

姿勢改善！バランスボール体験
11:30～12:307

プロが教える美味しい魚料理
10:00～11:0011

プロが教える美味しい魚料理
10:00～11:0011

プロが教える美味しい魚料理
10:00～11:0011

お買物を楽しくする！
似合う一着を選ぶコツ
11:00～12:30

4

プロが教える美味しい魚料理
10:00～11:0011 プロが教える美味しい魚料理

10:00～11:0011

プロが教える美味しい魚料理
10:00～11:0011

姿勢改善！バランスボール体験
11:30～12:307

巻き爪・外反母趾・魚の目などの方
足と靴の相談会
13:30～14:30

3

巻き爪・外反母趾・魚の目などの方
足と靴の相談会
13:30～14:30

3

お買物を楽しくする！
似合う一着を選ぶコツ
11:00～12:30

4

オンラインでゴスペルをうたおう
14:00～15:0025

あっという間に楽しくできる！
洋服づくり体験
10:00～11:30，13:00～14:30

14

初心者のための茶道講座
10：00～11：00，11：30～12：3015

あっという間に楽しくできる！
洋服づくり体験
10:00～11:30，13:00～14:30

14

0・1・2歳　赤ちゃんとママの楽しい時間
11:00～11:4516

0・1・2歳　赤ちゃんとママの楽しい時間
11:00～11:4516

はじめてのお部屋探し
17:00～18:0024
愛娘に人気のあみこみ講座
18:40～19:401

飲み比べで分かる
ダシの上手な使い方
10:00～11:00

9

あっという間に楽しくできる！
洋服づくり体験
10:00～11:30

14

バリ島の伝統的な
健康ドリンクを作ろう！
14:00～15:30

6

 親子・友達とつくる気力UPスプレー
10：00～11：30, 14：00～15：305

楽しく身体をゆるめよう
セルフケア＆体操
10：00～11：00

8

楽しく身体をゆるめよう
セルフケア＆体操
10：00～11：00

8 楽しく身体をゆるめよう
セルフケア＆体操
10：00～11：00

8

かんたんカールアイロン
講座
10:00～11:00

3

素材の鮮度保持について学び
実践してみよう
10:00～11:00

12

プロが教える美味しい魚料理
10:00～11:0011
学習を楽しくする方法
16:30～17:1520

親子で楽しく♪リトミック体験
10:00～10:45（0～3歳親子対象）
15:00～15:45（3～6歳親子対象）

18

お買物を楽しくする！
似合う一着を選ぶコツ
14:00～15:30

4

バリ島の伝統的な
健康ドリンクを作ろう！
14:00～15:30

6

プロが教える美味しい魚料理
10:00～11:0011

プロが教える美味しい魚料理
10:00～11:0011 プロが教える美味しい魚料理

10:00～11:0011
まちゼミって何？
気になる事業主さん必見
19：30～20：30

27

プロが教える美味しい魚料理
10:00～11:0011

プロが教える美味しい魚料理
10:00～11:0011
蒸しパン（生地のパン）アレンジ実践、試食会
11:30～12:3013

学習を楽しくする方法
13:00～13:4520

私達、新大工エリアの
お店が講師を務めます!!

主催：新大工町商店街振興組合［☎095-828-3286］ 後援：長崎市、まちぶらプロジェクト、長崎県中小企業団体中央会

写真：松島スタジオ提供

待って
ま〜す！

おひとりでも
申込可

WEB申込
もできます

4/12月
受付開

始
～ 長年のお店の知恵、専門家がお伝えしたいこと、

地元のみなさまに知って欲しいこと。
私たちが講師となって商売抜きでお伝えしたい！

開催期間 2021.4/20　～5/19火 水

マークがあるお店は
親子で参加
可能です。

お電話の場合は「まちゼミの申込みです。」とお伝えください。　※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。
■ お申込み初日は、電話の混雑が予想されます。ご了承ください。
■ 受講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。
■ お申し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。
■ お申込締切は講座日の5日前です。
会場や駐車場の有無などは、お申し込み時に各店にご確認ください。

TEL

お店の方が講師となって、専門知識やプロのコ
ツを

無料で教える少人数制のミニ講座です。

◎お店の人が講師になって「プロならではのコ
ツ」や「使い方や考え方」な

どを無料で教えてくれる少人数制のミニ講座で
す。

◎60～90分程度のゼミを実施するわかりやすい
学びの場となっております。

◎お客様のお役にたつことで「お店」と「まち」のフ
ァンづくりを目指しています。

安心して受講していただくため、お店からの販
売は一切ありません！

※一部材料費をいただく場合がございます。

TEACH

お問合せ：新大工町商店街振興組合［TEL・FAX 095-828-3286］

各講座の詳細は

チラシ中面を

ご覧ください。
お申し込みの
手順

選ぶ
1 チラシの内容をよく見て

講座をお選びください。 申込
2 受けたい講座のお店へ直

接電話または、WEBから
お申し込みください。

●お電話の場合、「まちゼミ申込みです。」
とお声を掛けてください。

●受講内容や持ち物、材料費など詳細も
各店へお気軽にお問い合わせください。

当日
3 時間場所をお間違え

のないようご参加く
ださい。

MEMO

まちゼミって何？

SELECT

子ども110番の店です
チラシに載っているお店は

第13回

新大工
エリア

まちゼミで もっと楽しい 僕のまち

耳の不自由な方もお気軽にFAXにてご応募ください。事務局で申込の代行を行います。

お申込はお電話又はWEBで!!

WEB申込可の講座はこちらから申込できます。
申込フォームにご入力のうえ送信をお願いします。
店舗からの予約完了メールにて予約確定となります。こまったことがあったら お店にきてね！
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まちゼミ
参加店舗募集中 !

10
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24

新型コロナウイルスの影響により
講座が変更・中止になる場合がご
ざいます。

WEB申込はコチラから

グルメ ライフ オンライン学ぶ美と健康 趣味

21 22



お申し込みの
手順

選ぶ
1

チラシの内容を
よく見て講座を
お選びください。

申込
2

受けたい講座のお店へ直
接お電話またはWEBから
お申し込みください。

当日
3

時間・場所をお間
違えのないよう、
ご参加ください。

MEMO

●「まちゼミ申込みです。」と
お声を掛けてください。

●受講内容や持ち物、材料
費など詳細も各店へお
気軽にお問い合わせくだ
さい。

まちゼミは「お客様・お店・地域」のみんなが良くなる「三方良し」の心掛けで、店主やスタッフが
講師となって専門知識やプロの技を基本無料でお教えする、新大工町商店街振興組合主催の
少人数制ミニ講座です。

私たちが講師です。
グルメ ライフ オンライン学ぶ美と健康 趣味講座は6種類に分かれてます。

マークがあるお店は
親子で参加可能です。

WEBでの申込が可能
です。

巻き爪・外反母趾・魚の目などの方
足と靴の相談会

4月20日（火）・26日（月）・
5月13日（木）
各日 13：30～14：30
会場：ファミリーシューズ・ヤマモト新大工店

受付 10:00～18:00／
休：なし☎095-825-6374

長崎市新大工町2-22　ヤマモトビル1F
ファミリーシューズ・ヤマモト新大工店

山口整骨院長による巻き爪・外反母
趾・タコ・魚の目などでのお悩み無料
相談会開催。参加者の足を測定し、
左右の足のバランスを診断します。
●対象：どなたでも
●定員：5名
●持ち物：履いている靴
●材料費：0円
■講師／山本和則・山口誠

3 お買物を楽しくする！
似合う一着を選ぶコツ

4月21日（水）・5月5日（水）
各日11：00～12：30
5月12日（水）
14：00～15：30
会場：クールカレアン長崎店

受付 11：00～19：30／
休：水・日☎095-822-4890

長崎市新大工町5-7シーボルタウン1F
クールカレアン長崎店

お買物が上手くいくためのちょっ
とした心がけや自分のタイプを
知って満足のいく一着を選ぶコツ
を伝授します。
●対象：女性
●持ち物：筆記用具
●定員：2名
■講師／東　朝美

4美容師体験
パーマを巻いてみよう！

5月8日（土）・9日（日）
各日 19：00～20：00
会場：MATSUNOMORIビューティアカデミー

受付 10：00～19：00／
休：月曜　不定休☎095-822-1128

長崎市上西山町3-6
MATSUNOMORIビューティアカデミー

美容師目指してたり美容のお仕事
気になる学生さん体験してみませ
んか？パーマを巻いちゃいます。親
御さん1名同伴にてお願いします。
●対象：小学生～学生のみなさん
●持ち物：ヘアドライヤー
●材料費：0円
●定員：6名または3組
■講師／松尾康正

2

親子・友達とつくる
気力UPスプレー

4月25日（日）
10：00～11：30／14：00～15：30
会場：ECCベストワン諏訪神社前校

受付 14：30～20：00／
休：日・月・祝日☎095-824-8214

長崎市伊勢町3-2佐々木ビル2階
ECCベストワン諏訪神社前校

学校や職場や家庭でストレスや憂うつ
な気分をふきとばすお役立ちスプレー
を高品質アロマオイルで作ります。看
護師兼アロマ講師がお伝えします。
●対象：どなたでも
●持ち物：筆記用具
●材料費：300円（アロマ・容器代）
●定員：5組
■講師／IMASメディカルアロマア
ドバイザー松本沙織

5 バリ島の伝統的な
健康ドリンクを作ろう！

4月26日（月）・5月7日（金）・11日（火）
各日14：00～15：30
会場：Oasis Heals オアシスヒールズ

受付 9：30～20：30／
休：不定休☎090-4586-0692

長崎市古町22 AYUビル4階
Oasis Heals オアシスヒールズ

日本やアジアの健康や美に関する
文化や伝統に触れ合い、外面・内
面から健やかな体づくりにアプ
ローチしていきましょう！
●持ち物：筆記用具
●材料費：500円
●定員：4名
■講師／入井恭子

6 姿勢改善！
バランスボール体験

4月23日（金）・30日（金）・5月14日（金）
各日11：30～12：30
会場：POP UP STUDIO CHAMP
　　　（ポップアップスタジオチャンプ）

受付 10：00～21：00☎080-8358-5635
長崎市新大工町5-17
POP UP STUDIO CHAMP

カラダの不調は、実は姿勢が原因か
も「いい姿勢とは何か」お伝えしま
す。そして、いい姿勢でバランスボー
ルで弾み、気分もリフレッシュ!!
●対象：子連れOK
●材料費：0円
●定員：6名
■講師／森岡美妃

7
NEW！！

NEW！！

NEW！！

SELECT

あっという間に楽しくできる！
洋服づくり体験

4月23日（金）・5月7日（金）
各日10：00～11：30
4月24日（土）・5月15日（土）
各日10：00～11：30・13：00～14：30
会場：ニットソーイングクラブ新大工町教室

☎090-4993-2845
長崎市伊勢町4-5ランドシティ伊勢町201号
ニットソーイングクラブ新大工町教室

60分でできあがる洋服づくりをお気
軽に手ぶらで体験してみませんか？初
めての方でも楽しく自分サイズのト
レーナーorチュニックができます。
●対象：どなたでも
●材料費：1,100円（税込）
●定員：各2名
■講師／江口陽子

14

受付 10：00～16：30／
休：土・日・祝日

オンラインで
ゴスペルをうたおう

4月25日（日）
14：00～15：00
会場：オンライン

受付 10：00～17：00／
休：月・木曜日☎095-826-6935

長崎市片淵1-1-4 長崎バプテスト教会
長崎ゴスペルクワイヤFAITH

ゴスペルをうたおうを今回オンライ
ンで行います。どこからでも参加で
きますので、ゴスペルに興味がある
方ならどなたでもご参加ください。
●対象：どなたでも
●材料費：0円
●定員：30名
■講師／長崎ゴスペルクワイヤFAITH（フェイス）

●メールでの申込　nagasaki.gospel.faith@gmail.com

25 勉強嫌いな子のための
『夢の見つけ方』

5月9日（日）
10：00～11：00
会場：オンライン

受付 14：30～20：00／
休：日・月・祝日☎095-824-8214

長崎市伊勢町3-2佐々木ビル2階
ECCベストワン諏訪神社前校

勉強が嫌いで将来の夢なんてな
い！そんなあなたに、今までとは違
う夢の見つけ方を教えます。親子で
楽しく参加してみませんか？

●対象：長崎市内在住の小学5年生
以上・大人もOK
●持ち物：なし　●材料費：0円
●定員：5組
■講師／北島裕二朗

26 まちゼミって何？
気になる事業主さん必見

5月19日（水）
19：30～20：30
会場：オンライン

受付 10：00～16：00／
休：土・日・祝日☎095-828-3286

長崎市新大工町2-22
新大工商店街振興組合

話題のまちゼミ。興味をお持ちの長
崎市内新大工町エリア近い人歓
迎！事業者さまに参加検討に向け
てオンラインにて解説します。
●対象：事業者さまもしくは準ず
る方
●材料費：0円
●定員：8名
■講師／松尾・児島・東

27

0・1・2歳　
赤ちゃんとママの楽しい時間

4月24日（土）・5月15日（土）
各日11：00～11：45
会場：学研新大工教室

☎090-7479-6618
長崎市新大工町2-22 D-bornビルRoom3
学研新大工教室

赤ちゃんの知的好奇心の芽を育て
る絵本やワークを使って、親子で
楽しい時間を過ごしましょう。

●対象：0～2歳のお子さまと保護
者の方

●材料費：550円（税込）（絵本・
ワーク代）

●定員：2組
■講師／上村ゆかり

16

受付 15：00～19：00／
休：火・金曜日以外

愛娘に人気の
あみこみ講座

4月20日（火）
9：00～10：00
4月24日（土）
18：40～19：40
会場：D-born

受付 10：00～19：00／
休：月曜　不定休☎095-822-1128

長崎市新大工町2-22-1F
D-born

初心者の方大歓迎です。自分の為
にも愛娘の為でもOK！！あみこみ
の仕方教えます♡
●対象：女性限定
●持ち物：なし
●材料費：0円
●定員：4名または2組
■講師／松尾康正

1

飲み比べで分かる
ダシの上手な使い方

4月24日（土）・
5月8日（土）
10：00～11：00
会場：喜助うどん

受付 11：00～22：00／
休：元旦のみ☎095-825-9745

長崎市新大工町5-7シーボルタウン1F
喜助うどん

飲み比べながらダシの取り方、使
い方をお教えします!!

●定員：6名
●持ち物：なし　
●材料費：0円
■講師／児島正吾

9 プロが教える
美味しい魚料理

4月20日～23日・27日～30日
5月11日～13日・18日・19日
各日10：00～11：00
会場：浜康

☎095-825-2516
長崎市新大工町3-9
浜康

店頭に並んでいる魚を実際に見な
がら美味しい魚料理を教えます。

●対象：なし
●持ち物：なし
●材料費：0円
●定員：3～5名
■講師／南和貴

11

受付 9：00～17：00／
休：日曜日

素材の鮮度保持について
学び実践してみよう

4月27日（火）・5月13日（木）
各日10：00～11：00
会場：和みカフェ　花むすび

☎095-828-1689
長崎市夫婦川町1-7
和みカフェ　花むすび

野菜や魚・肉等（シャキシャキふっ
くらもっちり）素材の良さを生かし
て鮮度を長持ちさせる方法を学び
実際に調理して美味しさを堪能し
ます。
●持ち物：エプロン、三角巾、タオル
●材料費：500円
●定員：5名
■講師／中村雅子

12

受付 9：00～17：00／
休：隔週日曜日

初めてのお饅頭作り
体験

5月12日（水）・13日（木）・
15日（土）
各日 14：00～15：00
会場：平井餅まんじゅう

☎095-821-7961
長崎市新大工町2-22
平井餅まんじゅう

おまんじゅうを作りながら、お菓
子と人のつながりや歴史をご説明
します。お楽しみに。

●持ち物：三角巾、エプロン、
　タオル、マスク
●材料費：300円
●定員：3名または2組
■講師／平井栄一

10

受付 11：00～16：00／
休：不定休

プロが伝える！
得する電気の使い方！

5月12日（水）
10：00～11：30
会場：新大工町商店街事務所

受付 9：00～17：00／
休：土・日・祝日☎0120-986-405

長崎市城山町3番19号
九州電力株式会社 長崎営業所

①電気を節約できる家電の使い方！
②お手軽！おしゃれな入浴剤作り！
③どうする？停電時の対処法！★お
茶菓子と飲み物を用意します★
●対象：小学生以下の方は、保護者
の同伴が必要です。
●持ち物：ご自宅の「検針票」を持
参いただければ助かります。
●材料費：0円　●定員：会場次第
■講師／九電社員、九電ホームアドバイザー

23安心　簡単
スマホ（LINE）講座

4月30日（金）
10：00～12：00
会場：新大工町商店街事務所

受付 平日9：00～18：00／
休：第3水曜日☎095-820-5719

長崎市五島町5-41
ドコモショップ長崎大波止店

スマートフォンのLINEについて詳
しくご説明します。
●対象：どなたでも※ドコモ以外を
ご利用の方もOK
●持ち物：スマホをお持ちの方はご
持参ください。ない方はお申し込み
時にご申告をこちらで準備します。

●材料費：0円
■講師／吉田、赤瀬

22 NEW！！

初心者のための
茶道講座

5月3日（月）
一回目　10：00～11：00
二回目　11：30～12：30
会場：平山茶道会館

☎095（823）3158
長崎市夫婦川町2－4
平山茶道会館

日本の伝統と季節を感じる茶席で、
お作法や道具鑑賞のポイントをお伝
えします。お茶とお菓子もお楽しみく
ださい。
●定員：10名
●持ち物：白いソックス（茶席でお履きく
ださい。ワンポイントやフリル付可）
●材料費：500円
■講師：平山恭子

15

受付 9：00～17：00／
休：不定休

NEW！！

楽しく身体をゆるめよう
セルフケア＆体操

4月25日（日）・29日（木）・
5月2日（日）
各日10：00～11：00
会場： 4/25・29　上長崎地区ふれあいセンター、
 5/2　Pop up studio champ

受付 平日9：00～20：00／
休：不定休☎090-2398-1173

長崎市伊良林
まんなか

リズムに合わせて楽しみながら、
身体と心をほぐしていきましょう！
ご家族でのご参加大歓迎です！

●持ち物：ハンドタオル
●材料費：0円
●定員：10名
■講師／みやけえり

8 NEW！！

蒸しパン（生地のパン）
アレンジ実践、試食会

5月13日（木）
11：30～12：30
会場：新大工商店街事務所会議室
（ぶたまん人HITOの前に11：30集合）

☎080-5206-5606
長崎市新大工町1-3
ぶたまん人（HITO）

蒸パン（生地だけのパン）のアレンジ
の仕方を実践します。アレンジ後の蒸
パン・美味しいぶたまん、ご試食くだ
さい。（お腹減らして来てください♡）
●材料費：0円
●定員：5名
■講師／橋積瑞穂

13

受付 9：30～18：00／
休：日・月曜日

NEW！！

オンライン オンライン オンライン

初めての
バレエレッスン

4月20日（火）大人
4月25日（日）子供
各日14：00～15：30
会場：ユウガ・バレエスタジオ

☎095-820-7085
長崎市新大工町1-1エスティビル3F
ユウガ・バレエスタジオ

子供　6歳～初歩のバレエの動きを
ゆっくりと音楽に合わせて。

大人　音楽に合わせて心とからだ
を解放してみませんか。

●持ち物：動きやすい服装・飲水・
くつ下（バレエシューズ）

●材料費：0円
●定員：5名
■講師／ユウガ

19

受付 13：00～20：00／
休：不定休

WEB
申込可

親子で楽しく♪
リトミック体験

4月26日（月）・5月10日（月）
各日10：00～10：45（0～3歳親子対象）
　　15：00～15：45（3～6歳親子対象）
会場：POP UP STUDIO CHAMP
　　 （ポップアップスタジオチャンプ）

☎080-8353-9660
長崎市新大工町5-17
POP UP STUDIO CHAMP（ポップアップスタジオチャンプ）

音楽でからだいっぱい遊びながら、
様々な力を育みます。リトミックって
何だろう？音楽大好きな0歳～年長さ
んのお友達、ぜひ体験してみてね！
●対象：0～3歳親子・3～6歳親子
●持ち物：なし　●材料費：0円
●定員：親子5組
■講師／南里春香

18

受付 10：00～18：00／
休：土・日

NEW！！ 学習を楽しくする方法
4月27日（火）16：30～17：15
5月6日（木）14：30～15：15
5月8日（土）・15日（土）
各日13：00～13：45
会場：プレイディ・イングリッシュ

受付 14：00～19：00／
休：日曜日・祝日☎095-822-5608

長崎市新大工町2-23　コムラビル2F
プレイディ・イングリッシュ

親子参加大歓迎です！楽しいミニ
レッスンで、お子さんがすぐに英語
を話すのをご覧ください。学習を
楽しくする方法をご説明します！
●対象：4/27（火）・5/8（土）小学生（保
護者同伴）、5/6（木）・5/15（土）幼稚
園・保育園生（保護者同伴）
●持ち物：なし　●材料費：0円
●定員：親子8組
■講師／レイガー・ロバート・曽川瑞穂

20

NEW！！ NEW！！ NEW！！

はじめての
お部屋探し

4月24日（土）
17：00～18：00
会場：有限会社オオサキ商会

受付 9：00～18：00／
休：日曜日☎095-823-7755

長崎市新大工町1-14
有限会社オオサキ商会

「お部屋探しってどうやるの？」と
初めてお部屋探しをする方向けに、
お部屋探しのイロハ教えます。

●持ち物：なし
●定員：3名
■講師／大崎優希

24 NEW！！安心　簡単
スマホ講座

4月23日（金）
10：00～12：00
会場：新大工町商店街事務所

受付 平日9：00～18：00／
休：第3水曜日☎095-820-5719

長崎市五島町5-41
ドコモショップ長崎大波止店

スマートフォンの基本操作につい
て詳しくご説明します。
●対象：どなたでも※ドコモ以外を
ご利用の方もOK

●持ち物：スマホをお持ちの方はご持
参ください。ない方はお申し込み時
にご申告をこちらで準備します。

●材料費：0円
■講師／吉田、冨永

21 NEW！！

POP UP STUDIO CHAMP
新大工町商店街に、新しく多目的コミュ
ニティースペースがオープンします♪スタ
ジオスペース、ワークスペース、ショップ
スペースがあり多種多様にご利用頂けま
す。春のチャレンジキャンペーン中♪是
非、お問い合わせください(*≧∀≦)ゞ
お問い合わせ先080-9241-4469（菊田）

新店舗 POP UP STUDIO CHAMP新店舗 POP UP STUDIO CHAMP
バランスボールの上でポンポンと弾む、
長崎初のバランスボールエクササイズ教
室。赤ちゃんと一緒に参加できます！産
後2ヶ月から行えるママのための産後ケ
アクラス開講していきます。運動が苦手
でも、みんなで弾むと自然と笑顔になれ
ます！
単発受講も可能です！お待ちしており
ます！

新店舗 オオサキ商会
今回初めて街ゼミに参加させていただき
ます、オオサキ商会です。
新大工町で不動産屋を営んでおります。
街ゼミではどなたにも関係があるにも
関わらず、難しく感じてしまう不動産の
世界を分かりやすくお伝えできればと
思っています。
宜しくお願いします。

新店舗 ぶたまん人（ひと）
諏訪神社側入口にお店があります。お店
を始めて17年、店主がぶたまん作って
32年、材料・生地と中身との調和など考
えて丁寧に作っています。
昔から新大工が大好きで、新大工を盛り
上げられたらと思い、参加させていただ
きました。よろしくお願いいたします。

新店舗

Oasis Heals
南国のリゾートをイメージさせる雰囲気
の店内で、バリ島やタイのスタイルを取
り入れたボディケアの他、よもぎ蒸しな
ど体質改善が期待できるケアもお楽し
みいただけます。オーガニック•無添加に
こだわり、内外から健やかな身体づくり
を目指しています。
Oasis Heals 代表　入井　恭子

新店舗 MATSUNOMORI ビューティアカデミー
美容師（実践）育成アカデミー　美容師
の夢叶えます! 多数の美容師の育成に携
わり自信あります。やる気ある方募集中
　未経験からブランクの方、学生、お勤
めの方　まずは連絡して下さい

新店舗 まんなか
伊良林の町屋にて、身心の中心軸をつく
るコアチューニング、東洋の香りで全身
をケアするヒマラヤンセラピーをはじ
め、ヘッドやフェイシャルのケア、腸カウ
ンセリングを行っています。また、子供
達の歪み改善を目的とした親子セルフ
チューニング教室も開催中。

新店舗 平山茶道会館
平山茶道会館は、設立以来40年に渡
り、茶道を中心に日本の伝統文化を学
び、楽しむ場として活動しています。
茶道講習会の他、現在、源氏物語講座、
茶花や習字（細字）の学習会、くずし字
を読む会等を定
期開催中です。
日本の文化を息
づかせ、次世代
へと伝える事を
目指していま
す。ご興味のあ
る方、是非お問
合せください！

新店舗 ドコモショップ長崎大波止店
2019年5月に五島町へ新店舗として移
転し、お店も広く駐車場もすぐ隣で以前
よりも快適にご利用いただけます。毎日
開催しているスマホ教室も人気があり、
お問合せも多く頂いています。どんなこ
とでも結構です。まずはお気軽にご相談
ください。

新店舗

リトミックこども音楽教室リトリトは、
音楽で楽しく！子どもたちの心を育てま
す。楽しく音に合わせて遊びながら、音
楽を学ぶだけではなく、子どもたちが生
きる上で必要
な、様々な力も
たくさん育ちま
す♪長崎では珍
しい、リトミッ
ク専門の音楽
教室です。

新店舗紹介　新たにまちゼミに加わったお店をご紹介します！！
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始めました

姿勢改善！バランスボール体験7 はじめてのお部屋探し24 蒸しパン（生地のパン）アレンジ実践、試食会13親子で楽しく♪リトミック体験18

安心　簡単スマホ（LINE）講座22
安心　簡単スマホ講座21

ヒップホップダンス＆リズムジャンプ体験17

バリ島の伝統的な健康ドリンクを作ろう！6 美容師体験パーマを巻いてみよう！2 楽しく身体をゆるめようセルフケア＆体操8 初心者のための茶道講座15

ヒップホップダンス＆
リズムジャンプ体験

4月29日（木）・5月8日（土）
各日11：00～12：00
会場：POP UP STUDIO CHAMP
　　 （ポップアップスタジオチャンプ）

☎080-9241-4469
長崎市新大工町5-17
POP UP STUDIO CHAMP（ポップアップスタジオチャンプ）

STAR認定講師によるスポーツリズムト
レーニング講座♪リズム感と脳を鍛え
る楽しいトレーニングです。ダンスと
ジャンプで楽しい時間を過ごしましょ♪
●対象：どなたでも
●持ち物：上履きスニーカー・水分
補給のお茶など・汗ふきタオル

●材料費：0円　●定員：20名
■講師／菊田由紀

17

受付　10：00～21：00

NEW！！


