
各市商連及び傘下会員商店街の催事・イベント情報（２月） 

市商連名 
催事・イベント等の名称 

開催日時・期間等 
開催概要 

連絡先・問い合わせ先 

リンク先ホームページアドレス 

静岡市清水商店街連盟 清水まちゼミ 

第６回得する街のゼミナール 

2018年 ２月５日(月) 

    ～３月４日(日) 

清水区の商店街の店主やスタッフが講師とな

って、地元のお店ならではのお得な情報や技

術、生活の工夫など、知って得する内容を講座

形式で皆さんにお伝えするゼミナールです。 

チラシ 1(PDF) チラシ 2(PDF) 

静岡市清水商店街連盟 事務局 

TEL ０５４－３５３－３４０１ 

フェイスブックページ 

https://www.facebook.com/shimizu

machizemi/ 
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講師／春田英行 講師／春田政孝 講師／篠ヶ瀬 勝

講師／浅井 洋 講師／古屋 勇

講師／春田哲弥 講師／清水達浩 講師／杉山 治

講師／新谷琴美 店主／竹澤英生 講師／三村智子

講師／齋藤郁恵 講師／西田玲子

講師／平岡正子

講師／福井由紀子

受付スタート!
1 27土
私たち清水区の商店街で

2/23 は金金
プレミアムフライデー!!
対象講座にご参加ください

得する街の
ゼミナール

地元・清水区の商店街の
お店の人が教えてくれる!清 水

主催／静岡市清水商店街連盟
協力／静岡市　後援／静岡商工会議所
（事務局：静岡商工会議所 TEL：054-353-3401）

2018年 2月5日月
 ～3月4日日

第6回

まちゼミ
とは

清水区の商店街の店主及びスタッフが講師となって、地元のお店ならで
はのお得な情報や技術、生活の工夫など、知って得する内容を講座形式で
皆さんにお伝えするゼミナールです。略して「まちゼミ」です！

絶対に
売りつけ
ません

会場は
各お店受講料

無  料
※講座によっては材料費が
　かかります。

全50講座

大好評

「まちゼミの申込みです」とお電話ください。
☎お問合せ＆お申込は各店へ直接お電話を！

清水まちゼミ カレンダー

枠内の丸数字が講座の番号です。貴方のお好きな日にちからお選びいただけます！
講座のカテゴリ色／●…コラボ企画 ●…健康 ●…学習 ●…体験 ●…きれい

☎お問合せ＆お申込は各店へ直接お電話を！

注意事項

●各店の状況により電話に出られない場合があります。 ●受講対象者が限定されている講座もあります。ご了承ください。
●各講座ともに、お申込みの際に受講時の持ち物をご確認ください。

※受付開始時間は各店によって異なりますのでご注意ください。

●講座によって材料費がかかるものがあります。 ●材料費は原則として講座当日に会場で徴収いたします。
●お申込み後のキャンセルは材料費を頂戴する場合がございます。 ●定員になり次第締め切らせていただきます。

がんばる私のご褒美デー

静岡市のプレミアムフライデー

■会場／㈱春田眼鏡店 清水駅前店

45歳からの大事な
メガネレンズ選び36
2/23金 17：00～18：00

■会場／タシロ薬局

健康診断の結果（数字）、
70%？の人が誤解しています。7
2/23金 16：00～17：00

■会場／トラベルプラザ ウイング

楽しく学べること間違いなし！ 1週間から
できるプチ留学を知っていますか？21
2/23金 16：00～17：00

■会場／㈱春田眼鏡店 清水駅前店

10代から老眼!?
「スマホ老眼」の予防と対策8
2/23金 15：00～16：00

■会場／タケムラフォト

デジタルカメラを
使いこなそう23
2/23金 19：00～20：30

■会場／㈲黒田呉服店

5分でかんたん
帯結び48
2/23金 13：30～15：00

■会場／鈴や化粧品店

うるおいたっぷりエステ
眉スタイリング付50

2/23金 10：00～11：00・14：00～15：00
月末金曜日は、早めに仕事を終えて、「清水まちゼミ」に参加してみませんか。

きれい
キレイになる、
美しくなる、知識や
技術を学びませんか

皆様のご参加を

  お待ちしてます
!!

家事・仕事・趣味・スポーツ等、日常生活を快適にするために、
最適なメガネレンズを体験しながらご説明いたします。

■会場／㈱春田眼鏡店 清水駅前店
■対象／45歳以上の方 ■持ち物／現在使用中のメガネ 
■定員／各2名または1組

●静岡市清水区真砂町2-19
●営業時間／9：45～19：00 ●定休日／水曜

2/25日
15：00～16：00

3/4日
15：00～16：00

2/23金
17：00～18：00

45歳からの大事な
メガネレンズ選び

㈱春田眼鏡店 清水駅前店

36 体 験
駅前銀座

●受付時間／12：00～18：00

☎054-367-0543

対象講座あり！

補聴器の専門家（認定補聴器技能者）があなたの聞こえをアドバイ
スします。会話の中に入っていけない、聞き間違いが多くなったと聞
こえに自信がなくなった人を対象に聴力測定してアドバイスします。

■会場／㈱春田眼鏡店 清水駅前店
■対象／テレビの音が大きい・二度聞きが多くなった人
■定員／各2名または1組

●静岡市清水区真砂町2-19
●営業時間／9：45～19：00 ●定休日／水曜

2/6火
14：00～15：00

2/5月
14：00～15：00

2/8木
14：00～15：00

ご家族・友だちと楽しい会話を！

㈱春田眼鏡店 清水駅前店

37 体 験
駅前銀座

●受付時間／12：00～18：00

☎054-367-0543

バレンタイン用にチョコレートを作りましょう。テンパリング
からお教えします。作るチョコレートはマンディアンです♪

■会場／フェ・デ・ヴェール
■対象／女性　■持ち物／エプロン・バンダナ・スリッパ
■材料教材費／500円（材料費）　■定員／5名

●静岡市清水区有度本町3-8 本町六番館103
●営業時間／10：00～20：00 ●定休日／木曜

2/12月㊡
14：00～15：30

バレンタインチョコ作り♪

フェ・デ・ヴェール

38 体 験
草 薙

●受付時間／10：00～20：00

☎054-346-2023

パスタなどを調理し、キレイに盛り付けるまでが講座内容で
す。最後は試食などを行います。

■会場／allegro assai （アレグロ アッサイ）
■持ち物／メモ帳
■材料教材費／500円　■定員／5名

●静岡市清水区草薙1-8-20 さかえビル2階
●営業時間／11：00～24：00 ●定休日／月曜

2/18日
14：30～15：30

盛りつけ講座

allegro assai （アレグロ アッサイ）

39 体 験
草 薙

●受付時間／14：00～22：00

☎054-348-9000

春のお花を使用して楽しくアレンジメントをしてみませんか。

■会場／花勇
■対象／初回者のみ
■材料教材費／1,000円　■定員／4名

●静岡市清水区草薙1-7-1
●営業時間／10：00～19：00 ●定休日／不定休

2/15木
14：00～15：00

春のお花を楽しむ

花勇

40 体 験
草 薙

●受付時間／11：00～16：00

☎054-368-5187

快適な視生活の必需品・シニアレンズの構造から使い方、ライ
フスタイルに合わせた選び方や価格による違いまで、SSS級
認定眼鏡士が教えます。

■会場／くさなぎHARUTA
■定員／各6名

●静岡市清水区草薙1-15-2
●営業時間／10：00～18：00 ●定休日／水曜

2/16金
18：00～19：00

2/25日
9：00～10：00

遠近両用（中近・近々）
レンズの基礎知識

くさなぎHARUTA

41 体 験
草 薙

●受付時間／10：00～18：00

☎054-368-7772

塗装のプロがみなさんのDIY塗装をレクチャーします。小物な
ど実際に塗って頂きます。

■会場／愛情ペイント
■持ち物／多少ペンキが付いても良い服装
■定員／各3名または3組

●静岡市清水区中之郷1-2-16
●営業時間／7：00～19：00 ●定休日／日曜

2/10土
14：00～15：00

2/24土
14：00～15：00

DIYで小物を好きな色で
塗装しよう！

愛情ペイント

42 体 験
草 薙

●受付時間／7：00～19：00

☎0120-17-4116

誰でも簡単にできるローストビーフの作り方やコツをお教え
します。

■会場／銀座酒場こさむ　■定員／各5名
■対象／女性　■持ち物／エプロン・筆記用具
■材料教材費／1,000円（材料費）

●静岡市清水区真砂町5-16
●営業時間／17：00～23：00 ●定休日／不定休

2/8木
11：00～12：00

2/22木
11：00～12：00

簡単！
ローストビーフの作り方

銀座酒場こさむ

43 体 験
駅前銀座

●受付時間／10：00～19：00

☎090-2213-2829

誰もが知っている乾物ですが、使い方がいつも同じ…。そんな方々
へ朗報です。述べ1,500人の方が学んだ「やさしい乾物料理教室」
のミニ版の講座で、簡単に使える新しい乾物料理をお伝えします。

■会場／蒲原屋
■持ち物／筆記用具
■材料教材費／300円　■定員／6名

●静岡市清水区真砂町6-25
●営業時間／9：30～18：00 ●定休日／水曜

2/17土
10：30～11：30

忙しい人のための
簡単乾物活用法

蒲原屋

44 体 験
駅前銀座

●受付時間／13：00～17：30

☎054-366-4354

日本の四季を感じることができる和菓子の文化に触れなが
ら、飴を練り、つなぎに山芋を使う菓子「ねりきり」で、梅・水仙・
桜など春を呼ぶ手作り体験をしてみましょう。

■会場／竹家菓子店
■持ち物／エプロン・三角巾　
■材料教材費／500円　■定員／5名

●静岡市清水区草薙1-2-19
●営業時間／9：00～19：00 ●定休日／不定休

2/5月
13：30～14：30

春を呼ぶ和菓子づくり体験

竹家菓子店

45 体 験
草 薙

●受付時間／9：00～19：00

☎054-345-4149

今人気のハーバリウム、オイルの中に入れる花はドライだけ
でなく、プリザーブドフラワーも入れた華やかな作品を提案し
ます。

■会場／㈲うさみ花店
■材料教材費／2,000円（材料費）
■定員／各6名

●静岡市清水区追分3丁目4-3
●営業時間／9：00～19：00 ●定休日／木曜

2/16金
14：30～15：30

2/16金
18：00～19：00

2/16金
10：30～11：30

Let’s!! ハーバリウム

㈲うさみ花店

46 体 験
入 江

●受付時間／9：00～19：00

☎054-366-5866

ちょっと疲れ気味のお肌にうるおいを。自然で美しくみえる
メイクレッスン付。

■会場／紅屋
■対象／女性　■材料教材費／1,080円
■定員／各1名

●静岡市清水区江尻町6-6
●営業時間／10：00～19：50 ●定休日／水曜

2/9金
15：00～16：00

2/13火
15：00～16：00

2/16金
15：00～16：00

顔スッキリ 15分エステ
　　　　　＆メイクレッスン

紅屋

47 きれい
清水銀座

●受付時間／10：00～19：50

☎054-366-2391

お持ちのお着物・帯を着つけてみませんか？！

■会場／㈲黒田呉服店　■定員／各5名
■対象／女性　■持ち物／名古屋帯・帯締・帯揚・帯枕
■材料教材費／100円（ダブルクリップ・テキスト）

●静岡市清水区入江1-8-23
●営業時間／9：30～18：00 ●定休日／水曜・第3木曜

2/24土
13：30～15：00

2/25日
13：30～15：00

2/23金
13：30～15：00

5分でかんたん帯結び

㈲黒田呉服店

48 きれい
入 江

●受付時間／10：00～18：00

☎054-366-0620

対象講座あり！

気に入って買ったものの合わせるものが見つからず、タンス
に眠っている洋服などございませんか？ お店の商品を参考に
コーディネイトの一例をご紹介いたします。

■会場／モモヤ
■対象／女性　■持ち物／コーディネイトしたい服
■定員／各4名

●静岡市清水区真砂町7-4
●営業時間／10：00～18：00 ●定休日／水曜

2/6火
15：00～16：00

2/13火
15：00～16：00

お悩み解決！
ワンポイントコーディネイト術

モモヤ

49 きれい
駅前銀座

●受付時間／10：00～17：00

☎054-366-0105

乾燥する季節に、水分補給でぷるぷるお肌に！ あなたにお似
合いになる眉もアドバイスします。

■会場／鈴や化粧品店　■対象／女性
■材料教材費／1,080円（お土産付）　■定員／各1名

●静岡市清水区入江南町2-24
●営業時間／10：00～19：00 ●定休日／日曜・祝日

2/17土
15：00～16：00

2/23金
14：00～15：00

2/23金
10：00～11：00

2/9金
10：00～11：00

2/9金
14：00～15：00

2/17土
10：00～11：00

2/17土
13：00～14：00

うるおいたっぷりエステ
眉スタイリング付

鈴や化粧品店

50 きれい
入 江

●受付時間／10：00～19：00

☎054-366-3549

対象講座あり！
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講師／増本恵子
一般社団法人体力メンテナンス協会
バランスボールインストラクター 講師／西ヶ谷建志×長田きみの 講師／間淵美咲×酒井田愛香

講師／河原﨑徳与 講師／坂本涼介

講師／坂本涼介 講師／田代慶康 講師／春田英行

講師／松永愛自 講師／大坪真一郎

講師／鈴木里菜 講師／新津 栄 講師／金子 武

講師／秋山浩史 講師／秋山浩史

講師／秋山浩史 講師／稗田 麗

講師／稗田 麗 講師／稗田 麗 講師／花井 章

講師／田代慶康 講師／竹村顕一 講師／竹下亜依

講師／青野みちの 講師／青柳浩光・加藤紫織

講師／山本由加
講師／介護環境改善コンサルタント

長橋美奈子 講師／山本洋平

講師／下り専門@OpenStreetMap東海 講師／西ヶ谷建志

講師／清 泰之 講師／大滝隆哉

講師／河原﨑徳与

講師／栗原 健

講師／西ヶ谷建志

コ ラ ボ 企 画 講 座　〜複数店舗で協力して行う講座です〜

体 験
オリジナリティ
あふれる講座が
目白押しです

学 習
専門店ならではの、
ノウハウ・知識を
教えます

健 康
毎日を楽しく過ごす
食・運動・カラダの知識を
学んでみませんか

貴方に合った講
座を

見つけてください
ね！！

くさなぎくんより

関節に負担の少ないバランスボールを使った有酸素運動です。
運動初心者の方でも楽しく運動が出来ます。草薙の憩いの場
所、コミュニティシェアハウスCoCoRuで一緒にはずみましょう！！

■会場／コミュニティシェアハウスCoCoRu
■持ち物／動きやすい服装
　（足元は裸足で行います）・水分補給
■定員／5名

●静岡市清水区草薙220-58
●定休日／不定休

2/7水
10：00～10：45

笑顔弾ける♪ Kco PARK
バランスボール

コミュニティシェアハウスCoCoRu
×

Kco PARK

コミュニティシェアハウスCoCoRu

1
健 康
草 薙

●受付

090-2132-1254
または kcopark@gmail.com

次郎長屋
×

なが田酒店

清水駅前銀座のスタンディング日本酒Bar「なが田酒店」に
て、こだわりの店主2人の軽妙なトークと共に「特製出汁おで
ん」と「厳選日本酒」を味わって頂きます。

■会場／なが田酒店
■対象／20歳以上
■材料教材費／1,000円
■定員／10名

●静岡市清水区真砂町4-9
●営業時間／10：00～18：00
●定休日／水曜

2/9金
19：00～20：00

出汁の秘密・
酒の秘密教えます

次郎長屋

2
体 験
駅前銀座

●受付時間／10：00～18：00

☎054-
　367-0557

「ママとお子さんの眠りについて」「年齢ごとの発達とかかわり
方について」「ママとお子さんの心と食の関係について」わか
りやすくお話します！

■会場／静岡ひがし法律事務所
■対象／子育て中のママ
　（お子様連れOKです）
■定員／各5組

●静岡市清水区草薙1-8-22 岩崎西ビル
●営業時間／9：00～17：30
●定休日／土曜・日曜・祝日

2/9金
9：30～10：30

2/19月
9：30～10：30

3/2金
9：30～10：30

ママと子どものための
睡眠・心・食の講座

静岡ひがし法律事務所

3
健 康
草 薙

●受付時間／10：00～17：00

☎054-
　270-9071

静岡ひがし法律事務所
×

メンタルサポートオフィスkakara

猫背からくる頭痛や肩こり腰痛。
肩甲骨の調整だけでおどろきの変化が！
姿勢の歪み改善のためのアドバイスも。

■会場／姿勢矯正の専門店 KCSセンター草薙
■対象／女性限定　■持ち物／動きやすい服装
■定員／各2名

●静岡市清水区草薙1-14-6 いちょう館2F
●営業時間／10：00～21：00 ●定休日／日曜・祝日

2/5月
14：00～15：00

2/13火
14：00～15：00

2/27火
14：00～15：00

猫背は治る！
肩甲骨はがし体験会

姿勢矯正の専門店 KCSセンター草薙

4 健 康
草 薙

●受付時間／10：00～19：00

☎054-348-2338

30日間、酵素断食を実践した店長の断食講座。腸と健康の楽
しい話には毎日を健康に過ごす秘訣が満載。ダイエットにもオ
ススメです！

■会場／くすりのつつじ堂
■定員／各5名

●静岡市清水区草薙1-6-1
●営業時間／10：00～21：00 ●定休日／不定休

2/14水
14：00～15：00

2/20火
14：00～15：00

2/24土
14：00～15：00

プチ断食で健康生活

くすりのつつじ堂

5 健 康
草 薙

●受付時間／10：00～21：00

☎054-345-9059

足裏をもむことで血液循環を促進させ、冷え、むくみを改善し
ませんか？手軽にできる足裏マッサージ法で、今日からあなた
も冷え知らず！

■会場／くすりのつつじ堂
■持ち物／くつした
■定員／各4名

●静岡市清水区草薙1-6-1
●営業時間／10：00～21：00 ●定休日／不定休

2/7水
14：00～15：00

2/15木
14：00～15：00

冷えとむくみ改善
足裏もみほぐし講座

くすりのつつじ堂

6 健 康
草 薙

●受付時間／10：00～21：00

☎054-345-9059

会社等で行われる健康診断。「正常域」に入っていれば安心ですか？貴方
の数字の裏に隠れている危険信号をご一緒に考えましょう。日常生活に
ついて、ご案内致します。個人情報保護のため、1対1の講座となります。

■会場／タシロ薬局　■定員／各1名または1組
■対象／基本的に、健康診断を受けている方
■持ち物／診断結果を必ずお持ちください

●静岡市清水区江尻町5-10
●営業時間／9：00～19：00 ●定休日／日曜

2/9金
15：00～16：00

3/2金
15：00～16：00

2/23金
16：00～17：00

健康診断の結果（数字）、
70%？の人が誤解しています。

タシロ薬局

7 健 康
清水銀座

●受付時間／10：00～19：00

☎054-366-0619

対象講座あり！

日常生活で、もう手放せないスマホ。長時間使用で10代から
老眼に似た症状が！！ メガネでできる予防をお教えします。

■会場／㈱春田眼鏡店 清水駅前店
■対象／スマホ使用時間が長い方
■持ち物／現在使用中のメガネ・スマホ　■定員／各2名または1組

●静岡市清水区真砂町2-19
●営業時間／9：45～19：00 ●定休日／水曜

2/25日
17：00～18：00

3/4日
17：00～18：00

2/23金
15：00～16：00

10代から老眼!?
「スマホ老眼」の予防と対策

㈱春田眼鏡店 清水駅前店

8 健 康
駅前銀座

●受付時間／12：00～18：00

☎054-367-0543

対象講座あり！

朝起きると首が痛い、肩が張る。枕が原因かもしれません。
当店製造枕は、そんな方におすすめ。実際に試し寝体験を含
め、お話させて頂きます。

■会場／㈲松永ふとん店
■定員／各3～4名または2組

●静岡市清水区江尻町2-15
●営業時間／9：30～17：30 ●定休日／水曜

2/5月
10：00～11：30

2/6火
10：00～11：30

2/8木
10：00～11：30

2/9金
10：00～11：30

2/10土
10：00～11：30

2/11日㊗
10：00～11：30

自分に合う枕って…？

㈲松永ふとん店

9 健 康
清水銀座

●受付時間／10：00～17：00

☎054-366-5371

インプラント治療とはどういった治療なのか？ なぜインプラン
ト治療が選ばれるのかわかり易くご説明します。

■会場／日本平デンタルクリニック
■定員／各5名

●静岡市清水区草薙1-3-15 グラソード草薙２Ｆ
●営業時間／9：30～19：00 ●定休日／水曜・日曜

2/7水
14：00～15：00

2/21水
14：00～15：00

インプラント治療の
正しい知識

日本平デンタルクリニック

10 健 康
草 薙

●受付時間／9：30～19：00

☎054-368-6617

たった10分で自分で姿勢を整えることができる！！ ストレッチ
ポールを使い背骨や骨盤の歪みを整え、姿勢を改善します。
その人に合ったエクササイズをご提案します。

■会場／バランスアップ鍼灸整骨院
■持ち物／タオル・室内シューズ・動ける格好
■定員／各2名

●静岡市清水区江尻町4-35
●営業時間／9：00～18：00 ●定休日／土曜・日曜・祝日

2/19月
10：00～11：00

2/28水
10：00～11：00

歪みのない整った姿勢を
手に入れよう

バランスアップ鍼灸整骨院

11 健 康
清水銀座

●受付時間／9：00～18：00

☎054-363-5577

子供の健康を守るにはお母さんの力が必要です。しっかり
とした免疫力を持っていない子供に、毎日やってあげてくだ
さい。免疫力を高めるマッサージです。

■会場／草薙バランス接骨院
■対象／3才以下のお子様をお持ちのお母様
■持ち物／タオル　■定員／3組

●静岡市清水区草薙1-7-3
●営業時間／9：00～19：00 ●定休日／水曜・日曜

2/13火
13：00～14：00

冬を元気に過ごす為の
ベビーマッサージ

草薙バランス接骨院

12 健 康
草 薙

●受付時間／9：00～19：00

☎054-346-5085

昔から漢方効果があると言われているお豆。そんな豆類を
簡単で上手に煮る方法を伝授します。日々の生活にぜひ取り
入れてはいかがですか？ 手土産付

■会場／蒲原屋
■材料教材費／300円（豆・調味料）
■定員／6名

●静岡市清水区真砂町6-25
●営業時間／9：30～12：00 ●定休日／水曜

2/10土
10：30～11：30

健康増進！ 豆を上手に煮る
コツ教えます。

蒲原屋

13 健 康
駅前銀座

●受付時間／13：00～17：30

☎054-366-4354

ハウスメーカーや工務店ごとに違う構法や構造。強さの違
いや建築費の違いも様々。我が家にベストな構法や構造は？ 
あのCMの真実も！ 詳しく解説。

■会場／㈱アキヤマ
■定員／10名または5組

●静岡市清水区草薙一丁目14番13号
●営業時間／8：30～17：30 ●定休日／日曜・祭日

2/18日
14：00～14：50

比べてみました！
住宅の構法・構造・建築費

㈱アキヤマ

14 学 習
草 薙

●受付時間／8：30～17：30

☎054-345-1735

空き家問題はもはや他人事ではありません。放置すれば固定資産税が6倍
になるかも知れません。親の高齢化、自分の家も30年後・40年後、絶対空
き家にならないとは限りません。一度対策だけでも知っておきませんか？

■会場／㈱アキヤマ
■定員／10名または5組

●静岡市清水区草薙一丁目14番13号
●営業時間／8：30～17：30 ●定休日／日曜・祭日

2/21水
18：00～18：50

空き家対策セミナー

㈱アキヤマ

15 学 習
草 薙

●受付時間／8：30～17：30

☎054-345-1735

土地探しの重要なポイントはなんでしょう？ 価格？ 場所？ 実は北向きで
も日当り良好だったり、不利な立地が有効に活かせたり、様々な実例を
お話します。不動産業50年のアキヤマだからこそ詳しくお話できます。

■会場／㈱アキヤマ
■対象／不動産に興味のある方
■定員／6名または3組

●静岡市清水区草薙一丁目14番13号
●営業時間／8：30～17：30 ●定休日／日曜・祭日

2/7水
18：00～18：50

土地探し 黒帯道場

㈱アキヤマ

16 学 習
草 薙

●受付時間／8：30～17：30

☎054-345-1735

普段何気なく使っているパソコンですが、中身はどうなってい
るのかご存知ですか？中身を見ればいろいろ分かってくる？！
分解してお見せします。

■会場／R荘　■対象／パソコン初心者
■持ち物／特になし（筆記用具など）
■材料教材費／200円（テキスト代）　■定員／各8名

●静岡市清水区草薙1丁目1-7
●営業時間／10：00～19：00 ●定休日／不定休

2/13火
11：00～12：00

2/13火
18：00～19：00

パソコンの中身を見よう！

R荘 やってます

18 学 習
草 薙

●受付時間／10：00～19：00

☎054-376-6638

時期が来ると買いなおさなければならないウィンドウズと無
料でも使えるリナックスの違いやメリット・デメリットなど分か
りやすくお話いたします。

■会場／R荘　■対象／パソコン初心者
■持ち物／特になし（筆記用具など）
■材料教材費／200円（テキスト代）　■定員／各8名

●静岡市清水区草薙1丁目1-7
●営業時間／10：00～19：00 ●定休日／不定休

2/14水
11：00～12：00

2/14水
18：00～19：00

無料OSリナックスのススメ

R荘

19 学 習
草 薙

●受付時間／10：00～19：00

☎054-376-6638
やってます

無料のオフィスソフト、リブレオフィスを使ってエクセルや
ワードなどのファイルを扱ったり表計算や文章を作りましょう！
導入からお話いたします。

■会場／R荘　■対象／パソコン初心者
■持ち物／特になし。パソコン持ち込み可（実際に触った方が分かりやすいです）
■材料教材費／200円（テキスト代）　■定員／各8名

●静岡市清水区草薙1丁目1-7
●営業時間／10：00～19：00 ●定休日／不定休

2/15木
11：00～12：00

2/15木
18：00～19：00

無料オフィスソフト・
リブレオフィス初心者会

R荘

20 学 習
草 薙

●受付時間／10：00～19：00

☎054-376-6638
やってます

フィリピン・セブ島の英語研修のご案内です。日本から一番近い英語圏の国です。費
用対効果の非常に高いプチ留学です。フレンドリーなフィリピン人講師のもとで楽し
く学べます。週末は透明度の高い海を満喫できます。親子（小学生）留学もできます。

■会場／トラベルプラザ ウイング
■定員／各3名

●静岡市清水区真砂町6-17
●営業時間／10：30～19：30 ●定休日／水曜

2/6火
14：00～15：00

2/15木
14：00～15：00

2/18日
14：00～15：00

2/23金
16：00～17：00

楽しく学べること間違いなし！ 1週間から
できるプチ留学を知っていますか？

トラベルプラザ ウイング

21 学 習
駅前銀座

●受付時間／12：00～19：00

☎054-366-6214

対象講座あり！

東海道18番目の江尻宿、どのように形成され、どう発展してきたか、清水銀
座の老舗はいつごろから有ったのか、幕末から昭和にかけて「いろいろ」歩い
てご案内します。前回講座と重複する部分が多いので、ご承知おきください。

■会場／タシロ薬局
■持ち物／少し歩きます、ふさわしい服装でお願いします。
■定員／各5名

●静岡市清水区江尻町5-10
●営業時間／9：00～19：00 ●定休日／日曜

2/5月
15：00～16：00

2/26月
16：00～17：00

江尻宿いろいろ、老舗案内
（まちゼミ参加店を中心に）

タシロ薬局

22 学 習
清水銀座

●受付時間／10：00～19：00

☎054-366-0619

デジタルカメラをもっと使いこなすためのアドバイス。人物や
風景を上手に撮るには・・・少しのテクニックが必要です。

■会場／タケムラフォト　■定員／各5名
■対象／成人以上　■持ち物／使用中のカメラ類
■材料教材費／500円（4切大プリント作製代）

●静岡市清水区入江2丁目5-8
●営業時間／9：00～18：00 ●定休日／日曜・祭日

2/20火
19：00～20：30

2/23金
19：00～20：30

デジタルカメラを
使いこなそう

タケムラフォト

23 学 習
入 江

●受付時間／9：00～18：00

☎054-366-0416

対象講座あり！

iDeCoとNISAってよく聞くけど、いったい何？ という方にオ
ススメ。入門編として分かりやすくお話しします。

■会場／静清信用金庫 草薙支店
■持ち物／筆記用具
■定員／各5名

●静岡市清水区草薙1丁目25番41号
●営業時間／9：00～15：00 ●定休日／土曜・日曜・祝日

2/8木
10：00～11：00

2/14水
10：00～11：00

知っておきたい！
iDeCoとNISA

静清信用金庫 草薙支店

24 学 習
草 薙

●受付時間／9：00～17：00

☎054-346-5900

本の楽しみ方を紹介し合う、参加型のワークショップを開催します。
お茶を飲みながら本について語り合いませんか？本屋さんならでは
の本の世界のお話や、参加者さん同士でオススメの本の紹介も♪

■会場／カリヨン書店（静岡県立大学内）　■定員／４名
■対象／中学生以上。お子様づれもOKです。
■持ち物／オススメの本、1冊以上

●静岡市駿河区谷田52-1 静岡県立大学 学生ホール2階
●営業時間／9：30～18：00 ●定休日／土曜・日曜・祝日

2/22木
14：00～15：30

本とわたし
～素敵な本の楽しみ方～

カリヨン書店

25 学 習
草 薙

●受付時間／9：30～18：00

☎054-294-7814

いつまでも元気でいたいシニアの皆様に、地域の生活サポートコミュ
ニティぺんぎん倶楽部清水銀座として「いつまでも生きがいを持って
暮らせる」ことをテーマに介護予防につながる情報を紹介します。

■会場／アクタガワ ハートフルホーム清水銀座
■対象／いつまでも元気でいたいシニアの皆様
■定員／8名

●静岡市清水区銀座13-30 パルシティ2F
●営業時間／8：30～17：30 ●定休日／日曜

2/25日
10：00～11：00

介護予防・生き活き教室

アクタガワ ハートフルホーム清水銀座

27 学 習
清水銀座

●受付時間／8：30～17：30

☎054-361-2188

※毎月第4日曜に開催致します。

ここだけの話、NPOって、どういう組織なのか知らなかった
りしませんか？ そんなあなたにわかりやすくお伝えします！ ま
ちの見え方が変わるかも!?

■会場／蕎麦deカフェ Petit こあん
　（静岡市清水区草薙1丁目3-15）
■持ち物／筆記用具　■定員／各5名

●静岡市駿河区谷田1170-2
●営業時間／9：00～18：00 ●定休日／土曜・日曜・祝日

2/6火
15：00～16：00

2/13火
15：00～16：00

事務局長に直撃！
いまさらだけど、NPOってなに？

認定NPO法人しずおか環境教育研究会（エコエデュ）

28 学 習
草 薙

●受付時間／10：00～18：00

☎054-263-2866

○まず知っておきたい！ 基本の整理収納方法 とは？
○子どもの成長に合わせた お片付け遊び紹介

■会場／アザレア介護サービス
■持ち物／筆記用具
■定員／各4名または2組

●静岡市清水区谷田4-23
●営業時間／9：00～18：00 ●定休日／日曜

2/15木
14：00～15：00

2/22木
14：00～15：00

～子育て世代♪必見！～
『遊び de 楽しくお片付け』

アザレア介護サービス （訪問介護）

29 学 習
草 薙

●受付時間／10：00～18：00

☎054-349-7530

介護保険の仕組みや使い方がわかりにくいと思っているあ
なたに朗報！ 初歩的な事からわかりやすく一緒に「技あり」な
内容を学びましょう♪

■会場／喫茶Agora（アゴラ）
　（静岡市清水区草薙1-2-25-2）
■持ち物／筆記用具　■定員／4名または2組

●静岡市清水区谷田4-23
●営業時間／9：00～18：00 ●定休日／日曜

2/9金
10：00～11：00

知ってて得する！
「介護保険」の上手な使い方

アザレア介護サービス （訪問介護）

30 学 習
草 薙

●受付時間／10：00～18：00

☎054-349-7530

OpenStreetMapは誰でも自由に編集・利用ができる地図
です。12月からはポケモンGOにも採用されました。パソコン
を使って地図の編集を実習します。

■会場／R荘　■定員／8名
■持ち物／スマホとパソコン（実際にネット上の地図に
書き込んでいきます。（PC少量貸出有）

●静岡市清水区草薙1丁目1-7
●営業時間／10：00～19：00 ●定休日／不定休

2/12月㊡
15：00～17：00

ポケモンGOの地図
OpenStreetMapを編集しよう

R荘

31 体 験
草 薙

●受付時間／10：00～19：00

☎054-376-6638
やってます

NHK BSでも紹介されたこの出汁取り教室で昆布や鰹節の選
び方から、保存方法を伝受。2種類の出汁の試飲もあります。

■会場／次郎長屋　■対象／男性のみ
■持ち物／熱い出汁の入るポット・筆記用具
■材料教材費／500円　■定員／各4名

●静岡市清水区真砂町4-9
●営業時間／10：00～18：00 ●定休日／水曜

2/6火
18：00～19：00

2/10土
10：00～11：00

5分で出来る出汁作り・
男子厨房に入るべし！

次郎長屋

32 体 験
駅前銀座

●受付時間／10：00～18：00

☎054-367-0557

白塗り化粧を体験してみませんか。日本化粧の白塗り、ピエロ
などの白塗り、簡単白塗りが体験できます。

■会場／紅屋
■材料教材費／540円　
■定員／3名

●静岡市清水区江尻町6-6
●営業時間／10：00～19：50 ●定休日／水曜

2/12月㊡
15：00～16：30

色々な白塗り化粧

紅屋

34 体 験
清水銀座

●受付時間／10：00～19：50

☎054-366-2391

具材の下ごしらえから油の温度調整・盛り付けまで

■会場／蕎麦酒膳 蓬莱亭　■定員／各5名
■対象／中学生以上・男女不問　
■持ち物／エプロン・手ふき　■材料教材費／1,200円

●静岡市清水区港町1-4-1
●営業時間／11：00～21：30 ●定休日／木曜・第3水曜

2/10土
14：30～16：00

2/14水
14：30～16：00

2/24土
14：30～16：00

プロが教える
美味しい天ぷらの揚げ方

蕎麦酒膳 蓬莱亭

35 体 験
末 廣

●受付時間／14：00～20：00

☎054-352-5296

こどもの姿勢、気にしたことありますか？姿勢を２分間良くする
だけでカラダは変わります。正しい座り方・立ち方をこどもと
一緒に学ぼう！

■会場／姿勢矯正の専門店 KCSセンター草薙
■対象／小学生・中学生とその保護者
■持ち物／動きやすい服装　■定員／各3組

●静岡市清水区草薙1-14-6 いちょう館2F
●営業時間／10：00～21：00 ●定休日／日曜・祝日

2/6火
17：30～18：30

2/18日
10：00～11：00

2/19月
17：30～18：30

子供を伸ばす！
親子で学べる姿勢講座

姿勢矯正の専門店 KCSセンター草薙

17 学 習
草 薙

●受付時間／10：00～19：00

☎054-348-2338

15世紀から17世紀にかけて作曲されたマドリガル（声楽曲）
やレクイエム（鎮魂歌）などをご紹介します。タリス・スコラーズ
などによる天使の歌声をお楽しみ下さい。

■会場／みそのやカフェ
■材料教材費／500円（飲物代）
■定員／各8名

●静岡市清水区港町1-2-11
●営業時間／9：00～20：00 ●定休日／日曜

2/12月㊡
18：00～20：00

2/17土
18：00～20：00

レコードで聴く
中世・バロック時代の声楽曲

みそのやカフェ

26 学 習
港 町

●受付時間／9：00～21：00

☎054-352-1525

出汁取りってむずかしいと思っていませんか？
ちょっとしたコツで5分で料亭の味が作れますヨ！

■会場／次郎長屋　■対象／女性のみ
■持ち物／熱い出汁を入れるポット・筆記用具
■材料教材費／500円　■定員／各4名

●静岡市清水区真砂町4-9
●営業時間／10：00～18：00 ●定休日／水曜

2/5月
10：00～11：00

2/12月㊡
13：00～14：00

超初級！ ズボラ主婦の
初めての出汁取り

次郎長屋

33 体 験
駅前銀座

●受付時間／10：00～18：00

☎054-367-0557


