44 2/15

45 2/ 1

定員

水戸芸術館

10名

［土］13:30-14:20 エントランスホール

けんこう

プロムナード・コンサート鑑賞
＆ パイプオルガン見学
「パイプオルガン・プロムナード・コ
ンサート」
鑑賞後、
オルガンの内部
を解説付で見学します。

［月］10:00-12:00 マチノイズミ

48 2/ 195

2/ ［水］13:00-15:00

6名

［月］10:00-12:00 マチノイズミ

マチノイズミ

日常生活と健康、
自律神経の関係性を知り、
エッセンシャ
ルオイルを上手に取り入れる方法を学びます。100年時
代を薬に頼らす笑顔で自分らしく生きたい方へ。
ホンモノ
の情報を手に入れる事ができる
健康教室です。

090-1760-5230［担当：石川］受付／10：30-19：00

人気の東洋美容で健康に
東洋医学の経絡にカッピン
グをすることで血流やリンパ
の流れをよくし、
老廃物、
毒
素を体外へ排出！

太極拳健康法の交流会

中国武術茨城推進協会

講師／髙井 英花［長拳普及指導員］

090-9916-6476［担当：髙井］ 受付／10：00-17：00

15
22

2/ ［土］14:00-15:00
2/ ［土］14:00-15:00

店 舗

講師／佐藤 英［店長］

090-6515-1108［担当：佐藤］ 受付／9：00-17：00

090-9916-6476［担当：髙井］ 受付／10：00-17：00

所在地／水戸市栄町1-10-9

5名

16
26

2/ ［日］10:00-17:00
2/ ［水］10:00-17:00

店 舗

筋トレと有酸素運動・ストレッチで
健康的な体作りを一緒に楽しみま
しょう。

大 人メイクの 基 本 は自 分 の
チャームポイントを伸ばすこと。毎
朝楽しくなるメイクを覚えましょう
！

講師／山本、上村

029-224-3939［担当：山本］ 受付／10：00-19：00

定休日／土曜午後、日、祝 所在地／水戸市備前町３-３８

水戸市立博物館

6名

㈱シーボン フェイシャリストサロン水戸店

MAP
42 43

44

泉町3丁目

大工町

13

30

20

03 12 31
36 47 48

VILLAGE310
02 16 19 22
27 39 40

南町3丁目
泉町1丁目

37

07

M-SPO

ワグテイル

04 05 10 11

38

26
51

32

京成百貨店

マチノイズミ

西の谷

06
34

水戸警察署

STEP1. 受講したい講座を探します

01
45

銀杏坂 18
総合病院
水戸協同病院

14

東照宮
41

JA会館

水戸駅北口

52

きっず

お申込み注意事項
※お申込みは、
水戸商工会議所のホームページまたは直接、
各参加店・事業所にお申込みください。

定員

20名

［土］13:30-14:20 店 舗

子どもフラダンス（keikiジュニア）

STEP1. 受講したい講座を探します

その際、
①氏名②年齢③性別④住所⑤電話番号をお伝えください。

STEP2. 水戸商工会議所のホームページまたは、
各参加店・事業所に
お申込みください
【受付開始日：1/24
［金］
〜】
※その際、
①氏名②年齢③性別④住所⑤電話番号をお伝えください

全体問合せ先

「水戸まちなかゼミ＆まちカル」特設ページ

Tel.029-224-3315

水戸商工会議所 産業振興課（平日9：00〜17：15）
水戸市桜川2-2-35 茨城県産業会館3F

※講座内容に関する質問は、
直接各参加店に問合わせください。

※定員になった講座にお申込みされた方には、
各参加店からご連絡します。

受講キャンセルについて
※お申込み後キャンセルする場合は、
できるだけ早目に直接参加店へ必ず連絡してください。
教材費がある講座は、
キャンセル料がかかる場合もございますので、
ご注意ください。

講師／講師名［講師肩書］

お申込みは、
水戸商工会議所のホームページま
たは、
直接、
各参加店・事業所に電話でお申込み
いただけます。

000-000-0000［担当者名］ 受付時間／0：00-0：00

02 2/ 228
2/

［土］12:00-13:00 店 舗
［土］12:00-13:00 店 舗

定員

6名

小学生限定！
初めての英会話

カルチャースタジオMuguet（ミュゲ）

講師／ Mahao Keala SAIKO［茨城フランダンススクールMA インストラクター］

029-297-9100［担当：益子］ 受付／10：00-20：30

定員

親子10組

03 2/15
15

2/ ［土］11:00-12:00

LALA English School

［講師］
講師／ Sam Adargo
（サム・アダーゴ）

029-239-3775［担当：倉田］受付／月〜金14：00-21：00、木 10：00-16：00

公文水戸駅前書写教室

講師／塚本 美穂［公文書写指導者］

090-4730-8667［担当：塚本］ 受付／15：00-20：00

教室日／毎週月曜 所在地／水戸市南町1-3-35オカバ三の丸ビル3F※会場は別

05 2/ 22

定員

［土］13:00-14:00 ワグテイル

親子ラボ-３Dプリンタ＆スキャナ体験講座
３Dプリンタの仕組みを学び、実際に３D撮影を体験。
データを元に胸像を作り
後日お渡しします。

講師／眞木 真奈美［まちのレストラン

●教材費1,000円（胸像製作材料費）
●親子（小学生とその保護者）

029-297-2770

保健師］

受付／9：00-20：00

定休日／火曜日・祝日・年末年始 所在地／水戸市南町3-3-35

6名

●幼児・小学生対象

はしっこ野菜で楽しく食育！

コワーキングスペース水戸ワグテイル

定員

自分の名前をひらがなで正しく書く
ことを通して、
ひらがなを身につけ、
魅力を体感していただきます。

普段捨てている
「はしっこ野菜」
でのスタンプ遊びを通じて、子ども達の
野菜へ興味を引き出します。
●教材費500円（絵の具、画用紙、野菜等）
●お手拭きタオル持参

マチノイズミ

［土］14:00-15:00 マチノイズミ

正しいひらがなでなまえをかこう

定休日／日・祝日 所在地／水戸市天王町2-32Village310 2F

お申 込み

水戸商工会議所ホームページ

※受付済みの方に受講票は発送しませんので、
当日直接会場にお越しください。
教材費がかかる講座は、
当日現金でお支払ください。

お申 込み

STEP3. 講座当日、
会場にGO！
お申込みフォーム（1/24［金］10:00公開）https://mito.inetcci.or.jp/machicul

※先着順で、
定員になり次第締め切りとなりますので、
ご注意ください。

事業所・店舗名

●小学生対象

●教材費300円（レンタルスカート）
●飲料水・タオル持参
●小学生対象

［日］11:00-12:00 ワグテイル

店舗名

→
→
→
→

茨城県三の丸庁舎 3F
住所：水戸市天王町2-32
住所：水戸市泉町2-2-37
住所：水戸市南町3-3-35
該当する店舗へ

※VILLAGE310、
マチノイズミが開催場所の場合は、
住所欄に各店舗、
事業所の住所が記載されています
ので、
ご注意ください。

ネイティブ講師が初めての英会話
を楽しくサポート。
アルファベットが
身近になります！
！

フラダンスの衣装で可愛い子ども
達。
リズム感、音感を育て協調性を
養う。子どもの習い事におすすめ。

04 2/ 16

ワグテイル

定休日／ー 所在地／事業所・店舗住所

定休日／日曜 所在地／水戸市南町2-3-32西洋倶楽部ビル３F

お申込み方法

マチノイズミ

お申 込み

偕楽園

●開催場所について
水戸生涯学習センター小講座室 → 住所：水戸市三の丸1-5-38
VILLAGE310

開催日が2日ある場合は、各日での
定員数となります。

お申 込み

水

0名

●教材費などの備考を記載しています。

01 2/ 1

お申 込み

全 7 講座

駅

戸

常磐神社

開催場所

講座の内容や、案内が記載されて
います。

水戸商工会議所ホームページ「水戸まちなかゼミ＆まちカル」特設ページはコチラ→

17
46

定員
開催時間

講座欄の見かた

STEP3. 講座当日、
会場にGO！
お申込みフォーム（1/24［金］10:00公開）https://mito.inetcci.or.jp/machicul

水戸中央郵便局

53

23

7つのカテゴリー講座が揃いました。まちの個店は専門家の集まり。ため
になる専門知識やプロの技術をお教えします。また、プロフェッショナル
講師の有意義なセミナーも開催。普段は聞く事のできない耳より情報が
満載です。この機会にぜひ「水戸まちなかゼミ&まちカル」にご参加くだ
さい。
「水戸まちなかゼミ」とは、水戸商工会議所「水戸まちなかファンク
ラブ」事業の一環として行う、得する「まちのゼミナール教室」です。
主催：水戸商工会議所＋泉町二丁目商店街振興組合

00 開催日

※その際、
①氏名②年齢③性別④住所⑤電話番号をお伝えください
水戸市立
三の丸小学校

常陽銀行
本店

南町2丁目

お申込み方法

お申 込み

茨城県立図書館

24

講座
78
受講者募集

STEP2. 水戸商工会議所のホームページまたは、
各参加店・事業所にお申込みください
【受付開始日：1/24［金］〜】

弘道館

水戸生涯学習センター小講座室

水戸芸術館

28

無料

きっず・まなぶ・たべる
つくる・ぶんか・けんこう・きれい

定休日／年末年始 所在地／水戸市南町２-４-２ 読売会館ビル５Ｆ

茨城県立水戸
第二高等学校

33
35

受講料

前回の講座風景

※一部、材料費などあり

029-225-7211［担当：内山 ］ 受付／10：00-19：30

三の丸庁舎

29

※受付日時は講座によって異なる場合がございます。
各店舗のお申込み欄をご確認ください。

講師／内山 めぐみ

大成女子
高等学校

15
09 25

1/24［金］
から受付開始となります

●初めての方、女性の方（学生以外）
●10：00 〜 17：00のお好きなお時間帯

カーブス水戸備前町

受付開始日

女性のみ

店 舗

メイクで魅せる！
新しい私スタイル

お申 込み

お申 込み

Happyグローバル

講師／髙井 英花［代表］

53

女性のみ

店 舗

中国武術茨城推進協会

筋トレ
〜何歳からでもできる筋トレ法〜

定休日／日曜 所在地／水戸市南町3-3-36-2階

50
49
21
08

●元気になりたい方
太極拳をもっと極めたい方
●教材費 500円

●運動のできる服装、内履き 持参
●中学生以上対象
（未成年の場合は保護者同伴）

●教材費、健康美八宝茶代1,000円

定員

中国伝統武術の一つである太極拳は、
心身を極める
最高の方法です。
いろんな情報と経験を共有し、
今後
の健康作りに役立つようにしましょう。

52

8名

［土］10:00-17:00 店 舗

水戸まちなか

15名

［日］15:00-17:00 店 舗

所在地／水戸市栄町1-10-9

定員

［水］13:00-15:00 店 舗

カンフー鑑賞説明会

定休日／不定休

51 2/ 15

2/

15名

お申 込み

全5講座

講師／石川 和子［セラピスト］

070-1398-5333［担当：庄子］受付／11：00-18：00

50 2/12
23

定員

場所

講師／庄子 千尋［RYT200認定ヨガインストラクター］

2/1［土］
3/1［日］

定休日／日曜 所在地／水戸市南町１-２-２６

お申 込み

090-9965-7174［担当：栗原］受付／10：00-18：00

peacefull

カフェ・リベル

カンフー映画の一部や武術太極拳
大会の映像鑑賞。

お申 込み

お申 込み

お申 込み

講師／栗原 敬子［カイロプラクター、健康管理士］

［水］10:00-11:30 店 舗

●選手志向者
●教材費 500円

●お土産付き

腰らくカイロプラクティック

きれい

029-297-9100［担当：益子］ 受付／10：00-20：30

［日］13:00-14:30 店 舗

peacefull health college
大人の幸せ生活-アロマと健康-

※動きやすい格好、
タオル1本持参ください
※両日14：00 〜 16：00の講座もございます

講師／ Mahao Aneda TAKAE［茨城フラダンススクールMA 主宰］

2/

12名

［水］10:00-12:00 マチノイズミ

腰らくカイロプラクティック
頭痛、肩こり、腰痛、
ぽっこりお腹、猫背
など・・・。体のお悩みの原因は骨盤から
かも。健康のお話と簡単な施術です。

カルチャースタジオMuguet（ミュゲ）

49 2/12
23

定員

2020

●ヨガマットがあればお持ちください。

定休日／日曜 所在地／水戸市南町2-3-32西洋倶楽部ビル３F

定員

開催期間

7名

カフェヨガ

お申 込み

お申 込み

お申 込み

2/

定員

ヨガの動きと呼吸で、
スッキリしましょ
う。
マット１枚でできる健康法を体験し
てみてください。心身の巡りがよくな
ることによりデトックス効果も。

●教材費300円（レンタルスカート）
●飲料水・タオル持参

水戸商工会議所HP まちゼミ特設ページからお申込みください
定休日／月曜（祝日の場合は翌火曜） 所在地／水戸市五軒町１‐６‐８

［日］10:30-11:30 店 舗

［日］10:30-11:30 店 舗

フラダンスの楽しさを味わい、癒され
キレイになる！伝統文化を伝授。基
礎からしっかり学べます。

講師／鴻巣 俊博［水戸芸術館音楽部門学芸員］

47 2/ 173

2/

大人フラダンス（初心者）

全11講座

水戸芸術館

46 2/ 162

定員

20名

［土］14:30-15:30 店 舗

コワーキングスペース水戸ワグテイル
講師／ワグテイルスタッフ

029-297-2770

受付／9：00-20：00

定休日／火曜日・祝日・年末年始 所在地／水戸市南町3-3-35

親子5 組

00 開催日

定員
開催時間

開催場所

0名

水戸生涯学習センター小講座室

講座欄の見かた
講座の内容や、案内が記載されて
います。

VILLAGE310
マチノイズミ

●教材費などの備考を記載しています。

ワグテイル

開催日が2日ある場合は、各日での
定員数となります。

店舗名

はじめてのデッサン講座
絵を描くことが楽しくなるデッサ
ン講座。初心者にもプロの講
師がコツを教えてくれます！
●高校生対象

初心者からの私産運用セミナー
貯 金がない、将 来の生 活が不 安、
安定収入が欲しいなど、
お金の悩み
がある方はぜひ！
！

定員

5名

10 2/ 8

●教材費 1,000円（クロッキー帳）
●書きなれたえんぴつ、Bえんぴつ以上のもの、
消しゴム

多文化学園

講師／高井 英花［中国語講師］

090-9916-6476［担当：髙井］受付／10：00-17：00

定休日／予約制 所在地／水戸市栄町1-10-9

12 2/12

定員

［水］13:00-14:00 マチノイズミ

10名

一般社団法人MIJW−水戸発夢を叶えるプロジェクト
講師／中井川 正男［上級心理カウンセラー］

水戸商工会議所HP まちゼミ特設ページからお申込みください

●筆記用具持参

本拠地

講師／伊王野 求美［漫画能力検定キャラクター検定1級］

070-4457-4339［担当：塩畑］ 受付／10：00-17：00

定員

［木］13:30-14:30 店 舗

20名

14 2/15

2/

①投資について学ぼう
②投資先を選ぼう

新しくなった大手門を中心に冠木門・弘道館周辺の歴
史的建造物を作品にする勉強会です。

※本セミナーでは、
セミナーでご紹介する
商品等の勧誘を行うことがあります。講
師・演題等は当日変更となる場合がござ
いますのであらかじめご了承ください。
大和証券水戸支店ホームページ▶

●プリント代他 1,000円
［当日撮影したもののプリント代］
●デジタルカメラ持参

講師／佐藤 由希子［クライアントサポート課 主任］

029-226-9111［担当：小林］ 受付／8：50-18：00

（株）
カメラのスナオシ

店 舗

定員

12名

手焼き焙煎が
コーヒーを変える！体験会２
前回大好評だったコーヒー手焼焙
煎体験会リターンズ（笑）
です。
超簡単超美味しい！ハマる人続出。

10名

たべる
全20講座

18 2/ 29

［月］15:00-16:00 VILLAGE310

定員

10名

20 2/ 4

［火］15:00-16:30

定員

店 舗

20名

講師／千葉 千春［オーナー］

029-221-7577［担当：千葉］ 受付／14：00-18：00

8［土］14:00-15:30

定員

VILLAGE310

10名

●教材費 1,000円（焼き芋、
お飲み物代）

［土］15:00-16:00 店 舗

定員

6名

水戸商工会議所HP まちゼミ特設ページからお申込みください
定休日／ー 所在地／水戸市大工町１-２-１ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸１Ｆ

24 2/169

2/ ［日］15:00-16:00

店 舗

［日］15:00-16:00 店 舗

定員

14名

冬のハーブティー活用講座

楽しくて美味しいギリシャワイン

寒さ対策や春を迎えるにあたって
役立つハーブやアロマの活用法を
お話しします。

意外と知られていない、
ワイン文化
の礎を築いたギリシャワインの魅力
をお伝えします。

●参加費1,000円
（テキスト・ハーブティー・おやつ付）

空想酒舗 居眠白猫亭
講師／縄井 千加子［店長］

029-297-1217［担当：縄井］受付／11：30-22：00

定休日／月曜 所在地／水戸市天王町2-26メゾン水戸101

●ワイン代 3,000円
●筆記用具持参
●20歳以上対象

Wine Oｃ
ｌock

講師／和田 まゆみ［シニアソムリエ WSET level3］

029-306-9777［担当：和田］ 受付／18:00-24:00

定休日／木曜
（臨時休業あり） 所在地／水戸市泉町2-3-17

講師／めぐみやスタッフ

029-221-3441［担当：根本］ 受付／10:00-19:00

あくつ農園（ファーマーズマーケット＠水戸）
講師／圷 一博［あくつ農園］

090-1215-7228［担当：圷］ 受付／10：00-17：00

定休日／ー 所在地／鉾田市菅野谷759 ※会場は別

34 2/ 12
29
2/

［水］
13:30-15:30 店 舗

定員

6名

［土］
13:30-15:30 店 舗

折り紙のように新聞紙を折ってのり付けするだけでおしゃれで個性あふれるエコバッグ
ができます！
●材料費 1,000円（教材は持ち帰れます）
●１２日ハート型ばっぐ
２９日ワインばっぐ

アプラウド2階 ギャラリー誉りみち
みこた

ゆうこ

講師／ 神子田 優子［ウッドバーニング協会認定アーティストマスター］

029-233-1625［担当：コウジ］ 受付／11：00-19：00

36 2/15

定員

10名

［土］13:00-15:00 マチノイズミ

茨城新聞 みと・まち・情報館

講師／宮﨑 悦子・澤畑 和宏［しまんと新聞ばっぐインストラクター］

029-306-9500［担当：永島］受付／10：00-17：00

定休日／土・日・祝 所在地／水戸市南町２-６-１０水戸証券ビル１F

定休日／不定休 所在地／水戸市南町3-4-38

37 3/ 191
2/

［水］10:00-17:00 店 舗
［日］10:00-17:00 店 舗

定員

なし

38 2/ 22

定員

簡単！カワイイ
！
と評判の巾着を
作ってみませんか?

ラベンダーやオレンジ、
ローズマリー
の香りを使ってルームスプレーをかん
たんに手作りします。

●教材費 1,500円
●針仕事なので、
必要な方は、
眼鏡や老眼鏡を お持ちください。
●当日1階のアプラウドでお買い物の方は200円値引きいたします。

アプラウド2階 ギャラリー誉りみち

講師／ TOMO［ビーズ刺繍（ししゅう）作家］

029-233-1625［担当：コウジ］ 受付／11：00-19：00

39 2/ 28

［金］13:00-14:30 VILLAGE310

定員

6名

VILLAGE310
講師／茅根 啓子

水戸商工会議所HP まちゼミ特設ページからお申込みください

講師／加藤 雅史

070-1489-5589［担当：加藤］受付／10：00-17：00

定休日／日曜 所在地／水戸市泉町2-2-37

40 3/ 1

小さい提灯にシールで柄を入れたり
チャームをつけてオリジナルのかんざ
し提灯を作れます。
●参加費2,000円
●制作時間 30〜 60分程度
（最大6席）
※混雑時、
お待ちいただくことがございます。

029-231-8760［担当：今井］ 受付／10:00-17:00

定休日／水・日・祝日 所在地／水戸市泉町1-3-13-2F

全5講座

※写真はイメージです

講師／鈴木茂兵衛商店スタッフ
お問合せ専用：029-221-3966
定休日／土日 所在地／水戸市袴塚１-７-５ ※会場は別

深作欣二を語るパート１4 名キャメラマン・川又昻
小津安二郎の片腕だった厚田雄春キャメラマンの下で修業。
鮮烈デビューした大島渚と松竹ヌーベルバーグを牽引。
「ゼロの焦点」
「砂の器」
「鬼畜」など、野村芳太郎との名作の数々。
同郷の深作欣二と組んだ「黒薔薇の館」
「道頓堀川」。
今村昌平との円熟の傑作「黒い雨」。
令和元年に惜しくも没した日本映画に燦然とその名を刻む
水戸出身の名キャメラマン・川又昻さんを語る。

090-3087-2495［担当：谷田部］

講師／今井 慎太郎［マーサキルティングスタジオスタッフ］

ぶんか

【予約不要】
かんざし提灯ワークショップ

鈴木茂兵衛商店

マーサキルティングスタジオ

※写真はイメージです。

水戸京成百貨店 ６F 生活の木

講師／水越 利枝［店長/AEAJアロマセラピスト、AEAJアロマインストラクター］

029-232-0324［担当：水越］ 受付／10:00-19:30

定休日／不定休 所在地／水戸市泉町1-6-1

41 2/ 162
2/

［日］11:00-17:00 VILLAGE310

［土］13:00-14:30 水戸生涯学習センター小講座室

講師／谷田部 智章［310+1 シネマプロジェクト］

●教材費 700円

キャンバス

42 2/ 1

310+1シネマプロジェクト

●教材費 500円

●汚れても良い服装でお越しください。

30名

［土］11:00-16:00 店 舗

6枚のパネルをそれぞれチームで仕
上げていき、最後に組み立てて完成
させます！主に塗装作業となります。

［日］
11:00-12:00

店 舗

［日］
14:00-15:00

店 舗

女性のみ

6名

きものゝ着方と前で結ぶお太鼓結び
卒業式、入学式等に着る着物の着
付講座です。帯は前でセットして結ん
で後ろで回して結びます。
●紐下着など着付に必要なもの
（着物、
帯など）

ハクビ京都きもの学院・茨城校
講師／福島敏子、
千葉美恵子［講師］

0120-37-5058［担当：福島、千葉］ 受付／9：00-20：00

定休日／日曜、祭日 所在地／水戸市宮町２-２-１３ 水戸駅前第一ビル７Ｆ

定員

20名

43 2/

1［土］15:00-16:30 水戸生涯学習センター小講座室

水戸と映画 〜昭和の水戸の映画館を語る３〜
かつて水戸市内にあった映画館「オデオン座」の伊藤さんと「リードシネ
マ」の沼田さんという水戸映画界のレジェンドお２人をゲストに、昭和の
水戸の映画館について語るシリーズ第３弾。今回はリードシネマガイドを
中心に紹介します。
お申 込み

定休日／ー 所在地／鉾田市菅野谷759 ※会場は別

店 舗

講師／長山 治美［副総料理長］

めぐみや 泉町店

約４㎝四方のハート形のフェルトに、白のパールや
スワロフスキーパールなどで刺繍をして、ハートのブ
ローチを作ります。
ビーズの色は当日に選べます。

春を描こう 〜絵手紙ワークショップ

ガーデンキッチン・リチェッタ

●牛乳パックまたは1L以上のペットボトル・
カッター持参
●教材費 200円

アロマルームスプレー作り

お申 込み

090-1215-7228［担当：圷］ 受付／10：00-17：00

2/ ［土］15:00-16:00

お申 込み

講師／圷 一博［あくつ農園］

029-303-6818［担当：綿引］ 受付／14：00-18：00

23 2/298

お申 込み

あくつ農園（ファーマーズマーケット＠水戸）

講師／綿引 裕介［シェフ］

定休日／水曜 所在地／水戸市天王町2-32

定休日／日・祝 所在地／水戸市三の丸1-4-74 小笠原ビル2F

22 2/

eat・Livin ̲lab ANTENNA（茨城県司厨士協会 茨城本部青年部）

キッチンガーデンを楽しみましょう
牛乳パックやペットボトルで窓際菜
園にチャレンジ！自分で作った野菜
を食べてみよう。

輸入生地で作るミニ巾着

●教材費 2,000円(葉書・切手・画材付き)
●持ち物：筆、墨、絵の具、筆洗い用器
※道具がない場合は300円で貸出しいたします
※描きたい花や野菜がある場合はご持参ください

COOKING CAFÉ＆DELI COMUGI

●材料費 500円
●お持ちの方は裁縫道具
（針、
糸、
はさみ等）

定員

10名

［土］10:00-11:00 マチノイズミ

DIYで小さな子ども部屋を作ろう。

●試食・飲物代2,000円
※調理過程の見学のみ、試食あり。
※大人のみ

●材料費 1,000円
●筆記用具持参

小さな小さなお雛さまを作ろう

31 2/ 8

ハートのビーズ刺しゅうブローチ
(ヘアゴムも可)

筆を使ってカラフルな絵手紙を作成します。絵や書道の経験が無
くてもOK。手書きの温かさを体感してください。

お申 込み

お申 込み

定休日／予約制 所在地／水戸市栄町1-10-9

5名

ホテルシェフが教えるプロのレシピ。
自宅
でもできる低温ローストをご紹介。

様々な県産品種をホクホクの焼き
イモでいただきます。味の違いや美
味しく食べるポイントもお伝えしま
す。

090-9916-6476［担当：髙井］受付／10：00-17：00

［木］13:30-15:10 店 舗

定員

冬が旬の野菜を美味しく食べるド
レッシングづくりの講座です。

本格料理店の厨房にて強い火力で豪快に中華料理が
作れます。
手作り皮の餃子はもちもち！餃子の皮の伸ばし
方や包み方を丁寧に教えます。
中国語会話も楽しめます。
当日の夕食の一品にどうぞ。

講師／高井 英花［多文化学園 代表］

［木］10:30-12:10 店 舗

おもてなしや持ち寄りにもよろこばれる、彩りぼたもちを
手軽に作りましょう。

焼きイモ de 茨城のサツマイモを
食べ比べ

多文化学園

35 2/ 13
13

グランメゾンの調理法を
ホテルシェフがお見せします

中華料理工房 〜餃子編〜

●食材費 2,200円※中学生以下半額
●中華料理が好きな方

029-221-4551［担当：榊原］ 受付／9：00-18：00

20名

お申 込み

定員

10名

VILLAGE310

店 舗

029-350-4700［担当：近藤］受付／18：00-2：00

サクラの型の木（約10cm）に、図案を転写して電熱ペンで焼きながら、な
ぞって行きます。仕上げに、色鉛筆で着色し、フチにリボンを貼って完成。

お 問 合せ

店 舗

12名

2/ ［月］15:00-16:00

5名

講師／近藤 佑樹［店長］

おしゃれな「新聞ばっぐ」を作ろう

定休日／日曜 所在地／水戸市梅香２-２-４２

お申 込み

［日］15:00-17:00

店 舗

19 2/ 103

※画像はイメージです。

講師／榊原 恵子［（社）日本フラワーデザイン協会本部講師］

冬の野菜を美味しく食べよう
ドレッシング作り講座

定休日／日曜 所在地／水戸市南町１-２-２６

店 舗

［日］10:00-14:00

定員

9［日］10:30-12:10

定員

花日亭

サクラのwelcomeオーナメント

定休日／不定休 所在地／水戸市南町3-4-38

お申 込み

070-1398-5333［担当：長谷川］受付／11：00-18：00

［水］13:00-15:00

店 舗

お申 込み

講師／長谷川 明美［オーナー］

2/

2/ ［日］10:00-14:00

33 2/

●教材費 1,000円
※材料の状況により、素材の形が変わる場合があります。
※当日１階のアプラウドでお買い物の方は２００円値引きいたします。
※予約特典として、下絵を簡単にトレースしたものを準備します。

彩り春のぼたもちを作りましょう

お申 込み

お申 込み

カフェ・リベル

21 2/ 165

水戸商工会議所HP まちゼミ特設ページからお申込みください
所在地／水戸市文京2-1-1 ※会場は別
お問い合わせ専用：TEL.029-228-8087
［西野］ 受付時間／ 9:00-16:00
［土日祝を除く］

●材料費・お土産（ぼたもち3個）2,000円
●エプロン、
ハンドタオル、
スリッパ
持ち帰り用エコ袋
●小学生〜

●コーヒー生豆代金 1,000円
※焙煎した豆は持ち帰りできます
●タオルまたは帽子持参（灰が多少飛ぶため）

029-221-2365［担当：砂押］ 受付／9：30-18：30

花咲

定員

店 舗

お申 込み

店 舗

店 舗

定員

10名

1［土］14:00-16:00

ちりめん細工で作る小さな小さなおひな様。縫う所も少
なく簡単に作れます。

お申 込み

2［日］12:00-15:00
9［日］12:00-15:00

講師／藤井 正夫［日本写真家協会会員］

2/

講師／西野 由希子［茨城大学人文社会科学部 教授］

店 舗

花びらがバスフレグランスとして
楽しめるソープフラワーを使って
アレンジメントを作ります。

定休日／― 所在地／水戸市三の丸１-１-１５

茨城大学人文社会科学部

9［日］11:00-12:00
9［日］16:00-17:00

水戸商工会議所HP まちゼミ特設ページからお申込みください

定休日／盆・正月 所在地／水戸市泉町2-2-42

お申 込み

2/

029-231-2885［担当：藤村］受付／18:00 〜 3:00

●材料代 1,500円

定員

29［土］11:00-12:30 VILLAGE310

全15講座

入浴剤になる
ソープフラワーのアレンジ

ブラリまち撮り歩き

大和証券㈱ 水戸支店

つくる

講師／藤村 直人［マスター］

2/

講師／ミナクマリ［ティーブレンダー］

30 2/

ワインバーボルドー

32 2/

VILLAGE310［ビレッヂ・サン・イチ・マル］

定休日／日曜 所在地／水戸市泉町3-2-18ダイヤモンドビル地下１階

定休日／日曜 所在地／水戸市泉町3-5-30メイカビル１F

お申 込み

17 2/

10名

ダイワの投資入門講座

ブックカフェ 〜西野由希子の読書会〜
レイ・ブラッドベリの『華氏451度』を読む

定休日／土日祝 所在地／水戸市泉町3-3-4

定員

［土］13:30-16:00 店 舗

定休日／土・日・祝祭日 所在地／水戸市泉町2-3-2

16

090-1215-7228［担当：圷］ 受付／9：00-18：00

定休日／ー 所在地／鉾田市徳宿1496-19 ※会場は別

定休日／土日祝 所在地／水戸市泉町3-3-4

13 2/ 13

講師／圷 千津子［代表］

090-6515-1108［担当：佐藤］ 受付／9：00-17：00

25名

●ワイン代、
おつまみ代 2,500円
●成人対象

茨城鉾田ヒプノセラピーカウンセリングルーム

講師／佐藤 英［店長］

定員

［月・祝］18:00-20:00 店 舗

●教材費 1,000円
●中国語に興味のある方

お申 込み

お申 込み

070-4457-4339［担当：塩畑］ 受付／10：00-17：00

29 2/ 24

Happyグローバル
定休日／日曜 所在地／水戸市南町3-3-36-1階

定休日／日曜 所在地／水戸市泉町3-3-4

いろいろなお手頃ワインを紹介しな
がら、皆様に実際に飲んでいただ
きます。

●飲物代 500円 ●持ち物：テーマ本『華氏451度』
レイ・ブラッドベリ

講師／佐々木 伸悟［私産運用プランナー、管理栄養士］

20名

029-297-1072［担当：川又］受付／11:30 〜 14:00、18:00 〜 24:00

心の構造化「プログラミング思考」
を心理学の面から考える。人の行
動は常に選択ばかり。

テーマ本を持ち寄り、
参加者どうしが自由に語り合うスタイルの読書会
です。
今回はブラッドベリの
『華氏451度』
を取り上げます。
近未来を描く
SF作品で映画も有名です。
この作家のファンや愛読者の方はもちろ
ん、
これから読んでみたい方も歓迎です！

本拠地

定員

［土］10:00-11:00 ワグテイル

講師／川又 勝昭［店主］

●飲食代 2,500円
●成人対象

お申 込み

15名

029-221-2675［担当：後藤］ 受付／9：00-18：00

お好み焼き きよ太郎

お申 込み

［土］14:00-15:00 店 舗

定員

講師／後藤 直樹［弁護士］

お申 込み

［火］11:00-12:00 店 舗

みとみらい法律事務所

お申 込み

2/

●材料代1,000円

基本的なデッサンを学び、楽しく自
由に好きな人物画を描いてみよう
！
！

定休日／ー 所在地／鉾田市徳宿1496-19 ※会場は別

15 2/ 18
22

●材料代 2,500円（チャイ・焼き菓子・持ち帰り茶葉30g）
●筆記用具持参 ●シタールの生演奏有り

お申 込み

090-1215-7228［担当：圷］ 受付／9：00-18：00

［水］14:00-15:00 店 舗
［月］14:00-15:00 店 舗

お申 込み

講師／圷 千津子［ヒプノセラピスト・アートセラピスト］

●材料費 2,200円※中学生以下半額
●八宝茶、
サラダ、健康美スープ付き

●筆記用具持参

学習した中国語が使えてますか?ネイティブの方と気軽に
存分に会話できます！漢詩や歌も楽しめます。

お申 込み

お申 込み

茨城鉾田ヒプノセラピーカウンセリングルーム

茨城の日本酒を楽しむ会
茨城の日本酒を楽しむ会です。今
回で３回目になります！地元茨城の
酒を飲んで活気付かせましょう。

気軽に
いろいろなワインを楽しむ会

※これからママになる方の参加も歓迎です。
※子ども同伴希望の方は事前にご相談ください。

●教材費 500円
●小学生以上対象

ブレンドチャイのワークショップ

プログラミング思考で考えよう

「指示・押しつけ型」
ではなく、
「見守り型」教育で楽しく
子育てしませんか？講座の後にQ＆Aやママさん交流会
有り。
ママ友や相談相手が欲しいママさん歓迎。

カラーセラピーを体験し、
自分の心を
見てみませんか？心を軽くする方法
が見つかるかも。

2/

定員

20名

［月・祝］18:00-19:00 店 舗

ティーブレンダ―＆シタール奏者として全国で
活躍するミナクマリによるWS。アッサム茶葉を
ベースに約30種類のハーブやスパイスから、
好みに合わせオリジナルのチャイを作ります。

人物画のデッサンを描いてみよう！

子育てに悩むママさん対象
イライラしなくなる こころの講座

カラーセラピー

09 2/ 105

28 2/ 24

心に残る大切な日になるように手
作りの薔薇餃子をつくり、贈ってお
祝いしましょう。大切な人への薔薇
餃子。

お申 込み

ワグテイル

店 舗

10名

8名

薔薇（バラ）餃子づくり

お申 込み

［土］14:00-15:00

定員

20名

［日］13:00-14:30

定員

定員

寒い冬に、温かいお好み焼き!!水
戸名物、納豆お好み焼きを作って
みませんか？

しゃべらないと！
中国語会話サロン

定休日／土・日・祝 所在地／水戸市泉町1-3-22

11 2/ 8

店 舗

VILLAGE310

［月・祝］14:00-15:30 VILLAGE310

鉄板で お好み焼き づくり

お申 込み

029-303-1010［担当：川上］ 受付／9：00-17：15

［水］10:00-11:30

2/ ［月・祝］11:00-12:30

相続がおこるとどうなるのか、
トラブ
ルを避けるためにどうすればよいか
をわかりやすく解説します。

定休日／土・日・祝 所在地／水戸市南町1-3-27 水戸ビル２Ｆ

お申 込み

講師／丸岡 修二［専任講師］

2/

お申 込み

お申 込み

文化デザイナー学院

08 2/ 165

10名

［土］10:00-13:00 店 舗

27 2/24
24

お申 込み

店 舗

15名

定員

お申 込み

［水］16:30-18:00

定員

全15講座

18名

26 2/22

お申 込み

店 舗

まなぶ

定員

［火・祝］
17:00-18:00 店 舗

お申 込み

定休日／ー 所在地／事業所・店舗住所

7名

25 2/ 11

よくわかる相続・遺言

お申 込み

お申込みは、
水戸商工会議所のホームページま
たは、
直接、
各参加店・事業所に電話でお申込み
いただけます。

000-000-0000［担当者名］ 受付時間／0：00-0：00
2/ ［火］16:30-18:00

茨城県三の丸庁舎 3F

→ 住所：水戸市天王町2-32
→ 住所：水戸市泉町2-2-37
→ 住所：水戸市南町3-3-35
→ 該当する店舗へ

定員

［土］11:00-12:00 店 舗

お申 込み

お申 込み

講師／講師名［講師肩書］

07 2/194

→ 住所：水戸市三の丸1-5-38

※VILLAGE310、
マチノイズミが開催場所の場合は、
住所欄に各店舗、
事業所の住所が記載されています
ので、
ご注意ください。

事業所・店舗名

06 2/ 1

●開催場所について

310+1 シネマプロジェクト

講師／寺門 義典 ほか2名［310+1 シネマプロジェクト］
水戸商工会議所HP まちゼミ特設ページからお申込みください

定員

20名

