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お店の人が教えてくれる！無料の講座

開催期間

お申込み方法▶

①選ぶ ②申込み ③参加

11/23㊌～12/11㊐
月 火 水 木 金 土 日

まちワク スケジュール

まちワク会場MAP
参加店舗

美容
・
健康 まなぶ つくる グルメ その他
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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。

講座の場所・時間・
持ち物などを確認して
ご参加ください。

安心して受講して頂くためにお店からの販売、勧誘はありません。

お申し込みは各お店へ ※応募多数の場合は先着になります。

まちワクとは…

『まちワクの申込みです』とお電話ください。

上天草
まちワク

Kamiamakusa  machi  waku
令和４年度 伴走型小規模事業者支援推進事業

まちの得するわくわーくショップ IN 上天草

上天草
まちワク

お問い合わせ：上天草市商工会大矢野支所　TEL 0964-56-0244

●J●M

各店舗、新型コロナウイルス感染予防
対策を実施してお待ちしております。 マスクの着用 手洗い・消毒 体温チェック 店内換気 密集を避ける
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㉔みんなでサイクリング体験！

12/10㊏・11㊐
10：00～11：30

日程

会場
●対象/小学生以上で自転車に乗れる方
（親子での参加ＯＫ）●定員/各３組

植田自転車本店 大矢野町上1531-7
講師 植田浩蔵

☎090-3323-1198
9：00～19：00/不定休

申込

大矢野町周遊コースをお友達や親子でサイクリン
グしませんか。自転車・ヘルメットは貸出できます。

㉓誕生日でわかる数秘術占い

誕生日であなたやあなたの大切な人の
性格がわかります。

11/23㊌19：00～日程

会場

申込

●対象/どなたでも（親子、学生のみでもOK）
●定員/10名程度
●持参するもの/筆記用具

菓舗 木村 大矢野町登立9289-1
講師 木村光富使（菓舗 木村）

☎0964-56-0411
10：00～17：00/不定休

11/26㊏ 10：00～11：00日程

②髪質改善講座

11/29㊋13：00～14：00日程

申込

●対象/どなたでも●定員/５名
●持参するもの/筆記用具、ノート

ヘアデザイン リアル 大矢野町上1269-1会場
講師 坂口剛将

☎0964-56-2801
9：00～17：00/毎週月曜、第１日曜休み

当日は、トリートメントやお店の商品を使用し、
市販のものとの違いを体験していただきます。

11月17日○木より 「まちワクの申込みです」
と、お電話ください。

●新型コロナウイルス感染予防対策を徹底することとしますが、状況により急遽中止となる場合があります。ご了承ください。

⑥美容・健康
「かんたんセルフケア」

日程

会場

申込
●対象/どなたでも●定員/各２名

足つぼ等でかんたんセルフケア。

だんした掌店 大矢野町中845-1（キャモン内）
講師 段下龍一

☎090-8351-6737
10：00～18：00/第３水曜休み

⑧あましんこども信用金庫教室

12/ 3㊏10：00～11：30日程

11/30㊌10：00～10：30日程

会場

申込

●対象/小学生（親子での参加ＯＫ）●定員/５名

お金の使い方や信用金庫について知って
もらいます。

天草信用金庫 大矢野支店
大矢野町登立14145-1

講師 井上勇大、松岡慶臣、江﨑理央奈

☎0964-56-0129
9：00～15：00/土日祝休み

㉕ｅスポーツを体験してみよう！

簡単なゲーム（ｅスポーツ）を通じて
コミュニケーション！！

11/23㊌13：30～15：00日程

会場

申込

●対象/どなたでも●定員/６名

天草ケーブルネットワーク㈱上天草営業所
大矢野町登立947-2

講師 吉田省太

☎0964-56-1311
9：00～18：00/無休

⑩初心者向けスマホ教室

11/25㊎14：00～15：00日程

会場

申込

●対象/どなたでも（スマホ初心者推奨）
●定員/４名●持参するもの/スマートフォン

スマホの使い方を学びませんか。
（写真・動画撮影含む）

天草ケーブルネットワーク㈱上天草営業所
大矢野町登立947-2

講師 西田晃一

☎0964-56-1311
9：00～18：00/無休

11/25㊎14：00～15：00

⑲天草どら焼体験

11/23㊌11：00～日程

会場

申込

●対象/どなたでも（親子、学生のみでもOK）●定員/７名
●材料費/500円●持参するもの/エプロン、三角巾

どら焼体験・試食会。

菓舗 木村 大矢野町登立9289-1
講師 木村光利

☎0964-56-0411
10：00～17：00/不定休

④腹式呼吸を取り入れた
　ストレッチ教室

11/24㊍・12/ 8㊍
14：30～16：00

日程

会場

申込

●対象/どなたでも●定員/各５名
●持参するもの/動ける服装

藤島邸 大矢野町上1056（旧藤島スポーツ店）
講師 正木浩市（正木鮮魚）

☎0964-56-0244（商工会大矢野支所）
9：00～16：00/土日祝休み

腹式呼吸を取り入れたストレッチを覚
え、いつまでも健康な体作りを。

⑳ケーキ作りをして
　みませんか？

11/24㊍・12/ 1㊍
18：00～20：00

日程

会場

申込

おやつ家 菓音 大矢野町上1478
講師 高橋明美

☎0964-27-9787 10：00～19：00/不定休

アニバーサリーケーキを作りましょ
う。ケーキはお持ち帰りできます。

●対象/小学生以上の親子、または高校生（高校生のみで
もＯＫ）●定員/親子各３組もしくは高校生各３名
●持参するもの/マスク、エプロン

㉒かんたん！たのしい！
 「トリックアート」を描いてみよう
トリックアートの仕組みってどんなもの？「だま
し絵」からアートの楽しさを学んでみませんか。

11/23㊌15：00～日程

会場

申込

●対象/どなたでも（親子、学生のみでもOK）
●定員/10名程度
●持参するもの/えんぴつ、消しゴム、定規、はさみ

菓舗 木村 大矢野町登立9289-1
講師 木村光富使（菓舗 木村）

☎0964-56-0411
10：00～17：00/不定休

お申込みは各店へ！

●各店の受付時間内にお電話をお願いします。
●定員になり次第締め切らせていただきます。
●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。
●会場や駐車場の有無などは、お申込み時に各店にご確認ください。

11/27㊐～12/4㊐
14：00～15：30

日程

会場

申込

●対象/どなたでも（親子での参加ＯＫ）●定員/各４名
●材料費/100円●持参するもの/汚れてもいい服装

キャモンブックス 大矢野町中845-1（キャモン内）
講師 直江利佳

☎0964-56-4888
9：00～20：00/第３水曜休み（変動あり）

⑬プラ板&ＵＶレジンで
　ストラップづくり
描いてはさみで切ってトースターでチン。オ
リジナルのストラップやキーホルダー、アク
セサリーを一緒に楽しくつくってみませんか？

⑭オリジナルミニ畳作り体験

12/ 3㊏・10㊏
15：00～16：00

日程

会場

申込

●対象/どなたでも（親子での参加OK）●定員/各２組
●材料費/200円

松尾畳店 大矢野町登立14127-1
講師 松尾満良

☎0964-56-0244（商工会大矢野支所）
9：00～16：00/土日祝休み

畳の豆知識を楽しく聞きながら、オリジ
ナルのミニ畳作りを体験してみませんか。

⑮手びねり体験
 「マグカップ」を作ろう！

12/ 3㊏10：00～11：30日程

会場

申込

●対象/小学生以上（親子での参加OK）●定員/５名程度
●材料費/1,000円●持参するもの/汚れてもいい服装

上天草市商工会大矢野支所 大矢野町上1559-4
講師 小松野洋介（洋々窯）

☎080-5251-4601
10：00～17：00/不定休

自分だけのオリジナルマグカップ作りを
楽しみませんか！

⑯かんたん！
　フラワーガーランド作り

会場

申込

●対象/どなたでも（親子での参加OK）●定員/５名程度
●材料費/500円●持参するもの/はさみ

上天草市商工会大矢野支所 大矢野町上1559-4
講師 西山のぞみ（西山生花店）

☎0964-56-0319
9：00～18：00/不定休

クリスマスらしい花・グリーン・実ものを組み合
わせて、壁に飾るガーランドをいっしょに作りま
しょう。ドライフラワーにして長く楽しめます。

⑨マイナンバー制度について学ぼう

会場

申込
●対象/上天草市民の方●定員/10名

上天草市商工会大矢野支所 大矢野町上1559-4
講師 上天草市役所 市民課職員

☎0969-28-3368（担当：徳弘・上田）
9：00～16：00/土日祝休み

行政の効率化と市民の利便性を高めるマ
イナンバー制度とポイントについてご説
明いたします。

①似合う「カラー」発見！
　簡単メイクレッスン

日程

会場

申込

●対象/女性限定●定員/各２名●材料費/990円
●持参するもの/スマートフォンまたは携帯

めるへんなおえ 大矢野町登立14182
講師 直江佳香

☎0964-56-1200
10：00～18：00/不定休

今話題『パーソナルカラー診断』から、ぴったりカ
ラーメイクのコツ！伝授します。★おみやげ付き！

11/26㊏
12/ 9㊎

①10：00～11：00
②13：00～14：00
③19：30～20：30

⑤開運！眉メイクで運気アップ

日程

会場

申込

●対象/女性限定●定員/各２名●材料費/500円
●持参するもの/スマートフォンまたは携帯

めるへんなおえ 大矢野町登立14182
講師 直江利香

☎0964-56-1200
10：00～18：00/不定休

今すぐできる開運眉を簡単に描くコツ
を伝授。

11/27㊐
12/ 6㊋

①10：00～11：00
②13：00～14：00
①10：00～11：00
②13：00～14：00

⑦美文字で印象UP♥年賀状講座

日程

会場

申込

●対象/どなたでも●定員/各３名
●材料費/1,000円●持参するもの/筆ペン、年賀状の宛先

めるへんなおえ 大矢野町登立14182
講師 直江文香

☎0964-56-1200
10：00～18：00/不定休

生涯使う名前の練習やイメージアップ↗の香り
づけ！記憶に残る年賀状作成に挑戦しませんか。

①10：00～11：30
②14：00～15：30
①10：00～11：30
②14：00～15：30

11/28㊊
12/10㊏

⑰車エビの美味しい食べ方

日程

会場

申込

●対象/どなたでも●定員/７名●材料費/500円

㈲丸山水産
大矢野町維和千束（維和郵便局の先）

講師 丸山恭徳

☎0964-56-0244（商工会大矢野支所）
9：00～16：00/土日祝休み

車エビの見分け方、串刺し方法、焼き
方など伝授します。最後には試食も！

③頭皮・育毛スキャルプ講座

12/ 6㊋13：00～14：00日程

会場

申込

●対象/どなたでも●定員/５名
●持参するもの/筆記用具、ノート

ヘアデザイン リアル 大矢野町上1269-1
講師 坂口剛将

☎0964-56-2801
9：00～17：00/毎週月曜、第１日曜休み

実際に頭皮診断・毛髪診断で自分の状況
を確認し改善へのアドバイスを行います。

美容
・
健康 まなぶ つくる グルメ その他

講座名の色に注目！

11/23㊌～12/10㊏
期間中の平日営業日
11：00～17：00
（日時は申込時に打ち合わせ）

⑪押し花講座

11/26㊏・27㊐
13：00～15：00

日程

会場

申込

●対象/どなたでも（親子での参加ＯＫ）
●定員/各５名●材料費/500円

押し花でランチョンマットを作ろう。
申し込みお待ちしています。

ファッション タケモト 大矢野町上1509-1
講師 杉田優子

☎0964-56-3132
9：00～18：00/不定休

⑫クラフトバンド
　フラワーアレンジメント

11/28㊊ 9：30～12：00日程

会場

申込

●対象/どなたでも●定員/10名●材料費/500円
●持参するもの/はさみ

紙製の紐で花を作りましょう。
申し込みお待ちしています。

上天草市商工会松島支所 松島町合津4276-825
講師 深水欣子（松島蟻研）

☎0969-56-0244（商工会松島支所）
9：00～16：00/土日祝休み

⑱げんこつのパン教室

11/23㊌
29㊋

日程

会場

申込

生地から作るパン作り体験。

げんこつリゾート 大矢野町登立3995
講師 前田裕二・落合由美子

☎0964-27-4231

●対象/どなたでも（親子、学生のみでもOK）
●定員/各３組●材料費/500円
●持参するもの/エプロン、ハンカチ、マスク、手拭きタオル

①10：00～
②13：30～
③18：00～

月、火、木11：30～15：00/土、日11：30～20：00/水曜休み

㉑わくわく試食会！

11/25㊎・12/2㊎・12/9㊎
18：00～19：00

日程

会場

申込

THE FAN CLUB 大矢野町中845-1（キャモン内）
講師 田端雅之

☎0964-56-6333
10：00～18：00/水曜休み

当店メニューの試食会。

●対象/どなたでも（親子での参加OK）
●定員/各６名●材料費/500円

このマークは親子や学生のみでも
参加できる講座です

受付スタート！

親子OK！ 学生OK！
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