
主催 後援／泉佐野市

◆定員になり次第締め切らせていただきます。
◆申し込みは、各店の受付時間内にお願いします。
◆申し込み初日は、電話回線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。
◆各講座ともに、申し込みの際に受講時の持ち物をご確認ください。

小学生以下の方は保護者同伴でのご参加をお願いします。

きれい
6講座

健康
14講座

つくる
7講座

まなぶ
19講座

ビジネス
6講座

グルメ
8講座

泉佐野商工会議所
泉佐野商業会連合会

受講
無料 ■内容によっては材料費がかかる講座もあります。

　材料費は講座当日に各店でお支払いください。
■お申込後のキャンセルは、材料費を頂戴する
　場合がありますのでご了承ください。

お問合せ Tel.072-462-3128
さのまちゼミ事務局（泉佐野商工会議所内）まちゼミ参加店

の最新情報

まちゼミ安心宣言
安心して受講して頂くために、講座中の販売や営業行為は
一切ありませんので、お気軽にお申し込みください。

泉佐野商工会議所

お申込は各店へ！

お申し込みの手順
「まちゼミの申し込みです」とお電話ください。

申込
2 受けたい講座の

お店へ直接電話で
お申込みください。
●「まちゼミ申込です」と声をかけてください。
●受講内容や持ち物、材料費など詳細も各店へ
　お気軽にお問合せください。

このポスターが
目印です。

選ぶ
1 チラシの内容をよく見て

講座をお選びください。

当日
3 時間、場所を

お間違えのないよう
ご参加ください。

お店の専門性を活かして
普段ではなかなか知ることの
できない知識を教えます。

人数を制限して、より深い
コミュニケーションの
中で学ぶことができます。

まちゼミってなに？
お店の人が講師の
アットホームな
手づくり講座です。

お店の人が講師

プロの知識

少人数制

受講者
大募集ミミゼゼちちままさのさの

いずみさのin

第１回

得する街のゼミナール得する街のゼミナール

お 店 の 人 が 教 え て く れ る

10月5日
受講申込受付木
スタート

10月5日受講申込受付木

スタート

10月10日～11月30日木火開催
期間

受 付

定休日会 場
申込み

創業して２０年、コーヒーへのこだわりは誰にも負
けません！コーヒー好きは是非。

美味しいコーヒーの淹れ方講座

泉佐野コーヒー店
TEL 072-462-3128

佐野 太郎

市場西3-2-34（泉佐野商工会議所）

初めての方でもできる美味しいコーヒー
の淹れ方を教えます！ちょっとしたコツで
ワンランク上のコーヒーを、

講 師

0

10（火）10/ 13:00～14:00
14:30～15:30

5名 500円定
親子での参加歓迎です！備

なし持費

10:00～17:00
水曜日

全60講座

楽しく学んで
お得な体験

開 催 店

ミミゼゼちちままさのさの
いずみさのin

第１回

得する街のゼミナール得する街のゼミナール



健康 14講座

健康 14講座

グルメ 8講座

グルメ 8講座 つくる 7講座 まなぶ 19講座

きれい 6講座

きれい 6講座 ビジネス 6講座

受 付

定休日会 場
申込み

つけ心地の良さとお洒落を同時に手に入れま
しょう♡

カラーコーディネートで夢のマイナス５歳

Glitter Project
TEL 072-458-4000

田上 久夏

上町３-10-12 泉佐野近畿ビル3F（ユメギフト）

プロのファッションアドバイザーが、マフ
ラータオルの巻き方と、似合う色を教え
ます。簡単にマイナス５歳しちゃってムフ
フフ♡と笑ってください。

講 師

3

14:00～16:0027（金）
7（火）

10/

10:00～12:0011/

5名 500円定 なし持費

10:00～17:00
土曜・日曜・祝日

ちょっとしたプロの知識と技で変わる焼きもの。

脱！べたべた焼きそば＆もったりお好み焼き

お好み焼き Sパラ
TEL 072-469-6679

氏原 幸子

大西1-6-3（お好み焼き Sパラ）

家庭で作るとべたべたしてしまう焼きそば、もっ
たりしてしまうお好み焼きにならないように、プ
ロ技をお教えします。

講 師

21

会 場
申込み 受 付

定休日

17:00～18:00各日12:00～13:00
10（火） １４（火）10/ 11/

10名定 なし無料 持
Sパラ人気メニューびっくり餃天ハーフサイズを無料試食！備

費

12:00～19:00
火曜日

ビジネスパフォーマンスを最大限発揮する脳活性ヨガ講座

YOGA Studio PARATI
TEL 090-5967-7800

西嵜 愛美

大西町１-10-5（YOGA Studio PARATI）

スティーブ・ジョブズなど一流のビジネス
マンがこぞってヨガをする理由。ヨガがも
たらす効果を座学を交え実践と共にお伝
えします。

講 師

16

会 場
申込み 受 付

定休日

各日
14:00～15:30

14（土）・28（土）10/

11（土）・18（土）11/

10名定
男性女性共に大歓迎対

動きやすい服装無料 持費

11:00～20:00
不定休

受 付

定休日会 場
申込み

お菓子作りの事での質問、悩み（進学や就職）なん
でもどうぞ。

おいしいケーキの作り方

パティスリー アン・スリール
TEL 072-493-3485

公文 一雄

市場西1-1-11（パティスリー アン・スリール）

基本的なスポンジ生地の作り方、生ク
リームの使い方などを、おいしいケーキ
を食べながら楽しく学びませんか？

講 師

22

10（火）・17（火）10/

7（火）・21（火）11/
各日
13:00
～14:00

8名 1,200円定
受講者に参考レシピをプレゼントします！備

メモとペン、質問持費

12:00～18:00
不定休

受 付

定休日会 場
申込み

お菓子作りが好きな人、作りたい人一緒に楽しく
作りましょ。

自分で作るデコレーションケーキ

パティスリー アン・スリール
TEL 072-493-3485

公文 一雄

市場西1-1-11（パティスリー アン・スリール）

家族や友人に自分で作ったデコ
レーションケーキをプレゼントしま
せんか？

講 師

23

15（日）・22（日）10/

5（日）・12（日）・19（日）・26（日）11/
各日1４:00～1５:０0

1 3,500定
小・中学生対

なし持費名または1組 円

12:00～18:00
不定休

受 付

定休日会 場
申込み

「歩くことが楽しくて気持ちいい」そんな靴選び
のお役に立てれば幸い。

ピッタリ合う靴！！ホントの快適さ

エリート靴店
TEL 072-462-8265

小北 洋一

上町3-8-22（エリート靴店）

間違った靴は様々なトラブルの元。自分
の足の特徴や正しい靴選びを学びましょ
う。

講 師

7

13（金）・16（月）各日10:30～12:0010/

3名定
どなたでも対

なし無料 持費

10:00～17:00
火曜日

受 付

定休日会 場
申込み

お灸が怖い方、初めての方でも大丈夫な優しい
お灸もあります。

お灸で綺麗に美しく、美活灸

縁里庵かつもと鍼灸院
TEL 080-6152-3881

勝元 宏亮

大宮町12-6-103（むてんかスタイル ふくろや）

「お灸女子」という言葉も最近よく聞く
ようになり、自分でお灸を行う「セルフ
灸」が女性のライフスタイルに馴染み
あるものになってきた近ごろ。簡単に
自宅でできるセルフ灸で気持ちよく体
質改善していきましょう！

講 師

1

16:00～17:0018（土）11/

10名 500円定
手足にお灸をしますので、手足が出せる格好でご参加ください。備

なし持 女性対費

9:00～19:00
日曜日・祝日

受 付

定休日会 場
申込み

健康は食だけではなく、空気も関係しているこ
とをお教えします！

初耳な発酵食品の選び方と大木米で麹作り

むてんかスタイル ふくろや
TEL 090-8982-5569

袋谷 幸宏

大宮町12-6-103（むてんかスタイル ふくろや）

無添加やオーガニックな食で聞いたこと
がない目からうろこの健康体験談をお話
しします。また、地元泉佐野の大木地区
のブランド米で麹を作ります。

講 師

20

14:00～16:00
14（土）10/

17:00～19:00
27（金）10/

14:00～16:00
6（月）11/

14:00～16:00
26（日）11/

9名 1,500円定
中学生以上、男女共対

三角きん、エプロン、筆記用具持費

10:00～22:00
水曜日・日曜日

受 付

定休日会 場
申込み

O脚美男美女で、満足していますか？

サロンド健やか
TEL 080-8523-2748

冨尾 貴美代

上町１-4-18（松浪武久税理士事務所２階）

O脚は、遺伝だとあきらめていま
せんか？簡単な体操で改善しましょ
う。

講 師

4

汗ふきタオル、水分持

18:30～19:3010（金）11/

6 3名または 組 500円定 費

10:00～19:00
土曜・日曜・祝日

受 付

定休日会 場
申込み

お顔の美しさは、姿勢美人から

サロンド健やか
TEL 080-8523-2748

冨尾 貴美代

泉佐野市栄町５－２（泉佐野市創生カレッジ事業チャレンジショップ）

姿勢チェックと簡単な骨盤調整で
フェイスラインがキリッと引きしま
る体験をしませんか？

講 師

5

汗ふきタオル、水分持

10:30～11:3023（月）10/

6 3名または 組 500円定 費

10:00～19:00
土曜・日曜・祝日

受 付

定休日会 場
申込み

お顔の整体師が伝授する、１日たった５分で５歳
若く魅せる裏技

お顔の整体師の５歳若く魅せるセルフケア

手のひら整顔術 笑楽館
TEL 072-457-1811

辻本 欣司

旭町6-1（手のひら整顔術 笑楽館）

お顔の整体師が１０年間約５０００人のお顔に
触れ、人相と心理、性格、習慣の共通点も含め
毎日の簡単セルフケアで５歳若く魅せる方法
を伝授します。

講 師

2

16（月）・30（月）
13（月）・27（月）

10/ 各日
11:00
～12:0011/

5名定 毎日簡単セルフで５歳若く魅せる方法です。備
タオル２枚、カチューシャ１つ、普段のマッサージオイル(なしでも可）

無料
持

費

9:00～18:00
月曜日

受 付

定休日会 場
申込み

中医学の考えから、あなたを健康に！

神皇漢方薬局
TEL 072-464-1181

北浦 治美

上町３-1-1（神皇漢方薬局）

簡単なチェックで、あなたのタイプ
を分類。タイプ別の食養生で若々
しく健康な生活を！

講 師

19

各日
15:00～16:00

14（土）・28（土）10/

11（土）・25（土）11/

名3定 なし無料 持費

9:00～19:00
日曜日・祝日

自分の体質を知ってさらに元気になりましょう！

受 付

定休日会 場
申込み

健康とは知識なり

針灸治療センター 泉佐野駅前店
TEL 072-469-0333

麻生川 知幸

栄町1-12（針灸治療センター 泉佐野駅前店）

「健康とは知識なり」どんなに努力して
も方向性が間違っていれば無駄なこと
になります。正しい健康知識を覚えて
いただき一生現役で居れるように。

講 師

12

18:00～19:0011（水）10/

6名定 なし無料 持費

9:00～23:00
なし

受 付

定休日会 場
申込み

いざという時に役立つ！病の原因分析講座

針灸治療センター 泉佐野駅前店
TEL 072-469-0333

麻生川 知幸

栄町1-12（針灸治療センター 泉佐野駅前店）

一生涯現役で過ごすには知っておかな
ければならない！知って損はない豆知識
を教えます。

講 師

11

13:00～14:0010（火）10/

6名定 なし無料 持費

9:00～23:00
なし

受 付

定休日会 場
申込み

音はどこで聞いているの？考えてみてください。
「みみ」！ 正解はまちゼミで

７０代からの健康みみ講座

認定補聴器専門店 泉佐野補聴器センター
TEL 072-462-1122

樺山 明弘

高松東１-9-18（泉佐野補聴器センター）

お年と共に衰えるのは歩く力や体力だ
け？耳の健康維持は耳を正しく、楽しく
使うことです。聴力チェックをしながら
元気な耳を維持しましょう。

講 師

14

各日
14:00
～15:00

17（火）・２８（土）
10（金）・１８（土）

10/
11/

3名定
補聴器をお使いの方も受講できます。備

なし無料 持費

10:00～18:00
日曜日

受 付

定休日会 場
申込み

初心者向け手作りチョコレート講座

喫茶&軽食マインド×瀧のしずく
TEL 090-8147-4470

黒瀧 博・道下 重信

栄町5-3（喫茶＆軽食マインド）

チョコレートを溶かして型へ流し込み、
固めてツヤのあるチョコレートに仕上げ
るまでを体験します。

講 師

24

29（日）各日15:30～17:3010/
28（土）10/

4名 500円定 エプロン持費

9:00～17:00
日曜日・祝日

チョコ作りの合間にマインドのマスターから
商店街のお話も。

受 付

定休日会 場
申込み

14:00～15:0014（土）
6（月）

10/

11:00～12:00

9:00～17:00

11/

難しく考えずに楽しく体を動かして心も体もリフレッ
シュしましょう。

初心者のためのヨガレッスン

（株）辻吉・泉光殿
TEL 072-462-1400

江川 晴美

上町3-3-18（泉光殿泉佐野パレード店）

初心者の方を対象にリフレッシュを目的
とした体験レッスンです。体が硬い方で
も大歓迎の講座です。

講 師

なし

15

10名定
40代・50代の方対 興味のある方、大歓迎です。備

タオル・飲物・バスタオルまたはヨガマット (有れば）無料 持費

受 付

定休日会 場
申込み

健康と美容の相談専門薬局
しっかり話を聞き、お客様のニーズに答えます。

受験生を持つママたち、あなたは大丈夫？！

土生薬局
TEL 072-464-3186

松谷 伊宮

大西1-10-21（土生薬局）

受験生を持つママ、あなたの体調、ストレ
スチェックをしてみませんか？お母さんが
心身共に元気でいることが受験成功の秘
訣だと思いませんか？

講 師

9

各日
13:30～15:00

21（土）・25（水）10/

15（水）・18（土）11/

5名定
灘校に行かせたママ薬剤師とのお話がおまけ。備

なし無料 持 女性対費

10:00～18:00
日曜・祝日・土曜午後

受 付

定休日会 場
申込み

健康と美容の相談専門薬局
しっかり話を聞き、お客様のニーズに答えます。

ちょっぴりドキドキ あなたの腸年齢は何歳？！

土生薬局
TEL 072-464-3186

松谷 伊宮

大西1-10-21（土生薬局）

2・３日に１回なんて超便秘！！毎日排便があ
たりまえ！！きれいな形のある便が出てい
ますか？一般的な便秘薬って本当は良くな
いって知ってた？！

講 師

8

各日
13:30～15:00

14（土）・18（水）10/

8（水）・11（土）11/

5名定
参加特典があります。お楽しみに。備

なし無料 持 女性対費

10:00～18:00
日曜・祝日・土曜午後

10月5日受講申込受付木

スタート お申込は各店へ！・ 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、電話回線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。
・ お申込みの際に持ち物や注意事項（教材費など）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します。

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。

受 付

定休日会 場
申込み

創業して２０年、コーヒーへのこだわりは誰にも負
けません！コーヒー好きは是非。

美味しいコーヒーの淹れ方講座

泉佐野コーヒー店
TEL 072-462-3128

佐野 太郎

市場西3-2-34（泉佐野商工会議所）

初めての方でもできる美味しいコーヒー
の淹れ方を教えます！ちょっとしたコツで
ワンランク上のコーヒーを、

講 師

0

10（火）10/ 13:00～14:00
14:30～15:30

5名 500円定
親子での参加歓迎です！備

なし持費

10:00～17:00
水曜日

店名・会社名
お申し込み電話番号

講座を行う会場 申込み受付時間

開催日・開催時間

講座の見方

凡例 定
対

持費定員
対象 備 備考

材料費 持ち物

受 付

定休日会 場
申込み

ポーラがお伝えする洗顔講座

ポーラショップ 泉佐野
TEL 072-462-0425

本田 育公子

上町3-10-17（ポーラショップ 泉佐野）

ポーラのお客様にお伝えしている洗顔
方法を特別にお教えします。洗顔１つ
でお肌は変わりますよ。

講 師

6

10:30～12:00
17（火）10/

13:30～15:00
9（木）11/

10:30～12:00
17（金）11/

13:30～15:00
20（月）11/

3名定
女性対

なし無料 持費

10:00～16:00
土曜日・日曜日

受 付

定休日会 場
申込み

参加者にはかつもと鍼灸院オリジナルの「眼灸」を
体験いただけます。

眼精疲労をお灸で改善しませんか？

縁里庵かつもと鍼灸院
TEL 080-6152-3881

勝元 宏亮

スマホやテレビの普及で眼精疲労が当
たり前になってきています。かつもと鍼
灸院オリジナルの眼灸で目を温め血流
が良くなり眼精疲労が改善されます。

講 師

10

16:00～17:0026（木）10/

10名 500円定
目にお灸をするので、気になる方はコンタクトレンズではなく眼鏡でご来店ください。備

なし持費

9:00～19:00
日曜日・祝日大宮町12-6-103（むてんかスタイル ふくろや）

受 付

定休日会 場
申込み

3（金）10:00～12:00

10:00～17:00

11/

聞こえにくいと感じたら

ほちょうき工房 ヨシノ
TEL 072-477-2287

石谷 博司

上町2-8-48-102（ほちょうき工房 ヨシノ）

（泉佐野郵便局 本局隣り）認定補聴器専門店

認定補聴器技能者

聞こえのしくみや、最新の補聴器
の情報などをお話しします。ヴァー
チャルリアリティで補聴器の疑似
体験ができます。

講 師

日曜日・祝日

13

5名定 筆記用具無料 持費

受 付

定休日会 場
申込み

身体がもとめる地元食材～本当に必要なもの摂ってますか？～

泉州特産 水なす漬け本舗 マコト商店
TEL 072-462-0440

袋谷 常文

大宮町12-6（マコト商店）

今は一年中同じ食材が手に入りま
すが、身体に必要なものは季節な
どによって違います。身体が求める
食事や地元食材の必要性を一緒に
学びましょう！

講 師

17

各日14:00～15:00
15（日）10/ ２（木）・29（水）11/

4名定 筆記用具（あれば）無料 持費

10:00～18:00
日曜日

皆様と一緒に季節に合う食材の取り入れ方の意
見交換ができたらと思っています。

受 付

定休日会 場
申込み

波動で体の調子を整えよう！

神皇漢方薬局
TEL 072-464-1181

北浦 久貴

上町３-1-1（神皇漢方薬局）

超低周波音を用いた次世代健康管理システム
「ニュースキャン」であなたの健康をサポート
します！やる事はヘッドホンをつけるだけっ！

講 師

18

各日14:00～15:00

14（土）・28（土）10/

11（土）・18（土）・25（土）11/

名3定 なし無料 持費

9:00～19:00
日曜日・祝日

あなたは健康になったら何がしたいですか？
そのお手伝いをさせてください。



つくる 7講座

まなぶ 19講座

Don’t forget why you started.
（初心忘るべからず）

親子で英語のフォニックスにチャレンジ！

英会話 Gi テック
TEL 072-464-3778

Joey

上町3-9-26 ムロヤスカイビル３階（Giテック）

英語をほとんど習ったことがない小学１
年生～２年生と、その保護者の方々限定
のフォニックス講座です。

講 師

会 場
申込み 1３：00～２１：00平日

1０：00～１８：00土日祝
月曜日

50

親子で、ネイティヴの発音にトライ！備
英語初心者の小学１年生～２年生のお子さんと、その保護者限定です。

受 付

定休日

22（日）10/ 5（日）11/
各日12:00～13:00

12（日）11/ 19（日）11/
各日15:00～16:00

4組定 なし無料 持
対

費

Practice makes perfect!
（習うより、慣れろ）

５０歳～１００歳までの初級英会話

英会話 Gi テック
TEL 072-464-3778

Jason

上町3-9-26 ムロヤスカイビル３階（Giテック）

５０歳以上の初心者の方々限定
の初級英会話講座です。

講 師

会 場
申込み

51

受 付

定休日

（初心者限定です）

18（水） 1（水）・10（金）・17（金）10/
各日15:00～16:00

11/

５０歳以上で、英会話に興味のある方なら、誰でもOKです。
4名定 筆記用具無料 持 お友達同士での参加歓迎です！備

対
費

1３：00～２１：00平日
1０：00～１８：00土日祝

月曜日

ギター＆ベース好きの方、ご来店お待ちしており
ます！

音が良くなる！ギター弦交換のテクニック

custom guitar shop G.en（ゲン）
TEL 072-488-7501

上林 明博

市場西1-1-10谷口ビル１階（custom guitar shop G.en）

意外と知られていないギターの弦の交
換テクニックをレクチャーします！今まで
張り換えた事がない方、自己流の方問わ
ずお気軽にどうぞ！

受 付

講 師

定休日

45

会 場
申込み

10月各日18:00～19:30 14:00～15:30
13（金）・20（金）・27（金）10/ 3（金）11/

3名 750円定 ギター持費

14:00～20:00
不定休

受 付

定休日会 場
申込み

クラフトビールの基本講座

LONESTAR
TEL 072-461-1444

中本 泰三

栄町4-13（LONESTAR）

クラフトビールとは？
ビールができるまで。
自分に合ったビールの見つけ方。

講 師

27

14:00～15:0011（水）10/

10名 1,000円定
ビールの飲める年齢の方対

なし持費

16:00～26:00
火曜日

受 付

定休日会 場
申込み

クラフトビールと食事講座

LONESTAR
TEL 072-461-1444

中本 泰三

栄町4-13（LONESTAR）

たくさんのクラフトビールと食事のコ
ラボを考える。

講 師

26

14:00～15:0018（水）10/

10名 1,000円定
ビールの飲める年齢の方対

なし持費

16:00～26:00
火曜日

オンチな人はいないんですよ。歌うことの楽しさ
知ってほしいです。

歌は心で歌う話

お好み焼き Sパラ
TEL 072-469-6679

氏原 幸子

大西1-6-3（お好み焼き Sパラ）

歌うことで知った喜びと歌は心で歌えば
気持ちが伝わった熊本でのボランティ
アのお話を伝えたい。

講 師

43

会 場
申込み 受 付

定休日

各日14:00～15:00
10（火） １４（火）10/ 11/

10名定 なし無料 持費

12:00～19:00
火曜日

Sパラ人気メニューびっくり餃天ハーフサイズを無料試食！備

受 付

定休日会 場
申込み

日常点検の仕方（一般車）

エコ・サイクル
TEL 072-425-3769

塩谷 隆行

上町1-2-44（エコ・サイクル） （日曜日のレース開催日）

愛車の調子はどうですか？
人の体と同じで自転車も定期的な
メンテナンスが長持ちの秘訣です！

講 師

46

13:00～14:0022（水）11/

5名定 なし無料 持費

9:00～1９:00
月曜日

自転車好きな方、集まってください！！

受 付

定休日会 場
申込み

靴迷子さんいらっしゃ～い！

人生を楽しくする、大人の女の靴選び

エリート靴店×Glitter Project
TEL 072-462-8265

小北 洋一
田上 久夏

上町3-8-22（エリート靴店）

靴選びの基準は何ですか？デザイン？履
き心地？ファッションアドバイザーと靴
のプロが『ラクでおしゃれな靴』に出会
う秘訣を伝授します！

講 師

39

19（木）・28（土）
13:30～15:00

10/

3名定
女性対

なし無料 持費
各日

10:00～17:00
火曜日

受 付

定休日会 場
申込み

こんなに簡単にできるの？というくらい簡単。
材料がわかるから安心です。

乾燥肌から幸せ肌へ！自分で作る安心ハンドクリーム

無添加手作り石けん専門店 オランクオラン
TEL 080-3858-4714

橋本 健一

栄町９-７（オランクオラン）

乾燥する季節に大活躍のハンドクリー
ム。無添加石けん店のオーナーがお手
伝いして自分で作るから安心・安全で
す。乾燥肌にサヨナラしましょう。

講 師

31

14:00～15:00
11（水）10/

10:30～11:30
19（木）10/

14:00～15:00
27（金）10/

5名 100円定
作ったハンドクリームは、お持ち帰りです。備

なし持費

9:00～18:00
火・木・土・日曜

受 付

定休日会 場
申込み

難しいことは何もありません。賢い消費者に
なって、商品を選びましょう。

元生協商品開発担当者が教える食品添加物の読み方講座

無添加手作り石けん専門店 オランクオラン
TEL 080-3858-4714

橋本 健一

栄町９-７（オランクオラン）

元生協の商品開発担当者が、市販食品の
添加物についておもしろくわかりやすく
お話します。お買い物の時に参考にして
家族の健康を守ってください。

講 師

47

14:00～15:00
1（水）11/

10:30～11:30
9（木）11/

14:00～15:00
１3（月）11/

5名定 筆記用具無料 持費

9:00～18:00
火・木・土・日曜

受 付

定休日会 場
申込み

ピクチャー盤（絵のついたレコード）は天井
300mにぎっしりギネス級！

思い出のあの曲をレコードで聴いてみよう！

スーパースターレコード by 更科
TEL 072-469-5878

堂本 正秀

上町3-9-26

想い出深い「あの曲」「この曲」ジャケット
を見ながら明治～昭和と、日本の流行歌
の歴史をたどり、15万枚超のアナログ盤
を聴いていただきます。

講 師

44

（スーパースターレコード）

各日
14:00～15:30
16:00～17:30
18:00～19:30

14（土）・15（日）・21（土）・22（日）
4（土）・5（日）・18（土）・19（日）

10/
11/

5名定
ご年配の方にオススメです！対 レコード持参OK備

なし無料 持費

14:30～19:30
月曜日

受 付

定休日会 場
申込み

定期テストから見る進路相談

スクールIE 泉佐野校
TEL 072-469-1284

岡崎 篤之

上町３-10-17（スクールIE泉佐野校）

お子様の定期テストや実力テストの結果
をもとに、進路のアドバイスや、科目別
の勉強すべきポイントをお伝えします。

当塾の蓄積された卒業生のデータを参考にして、お子様の定期テストの結果
などから進路のアドバイスや勉強のポイントをご案内します。講 師

49

各日14:00～15:00
7（火）・９（木）・１７（金）11/

5名定
中学生のお子様がいる保護者の方対

お子様の定期テスト答案・実力テスト答案無料 持費

14:00～21:00
日曜日・祝日

受 付

定休日会 場
申込み

ライフプランを作ってみよう！！

そのだFP事務所
TEL 090-7100-4959

園田 武史

若宮町5-19 クライムビル1階（泉佐野商業会連合会事務所）

夢のマイホーム、お子様の教育、豊かな暮
らし。
人生の夢や目標を改めて考える。
専門家と一緒にライフプランを作る。

講 師

48

各日10:30～11:30
17（火）・27（金）10/

5名定 電卓、筆記用具無料 持費

9:00～20:00
年中無休

保険の見直しも住宅ローンを組むにも、まずはライフ
プランから始めましょう。

受 付

定休日会 場
申込み

お香は仏事に用いるだけではなく、日々の生活に取り入れら
れます！

お香deアロマ体験会

仏具のサロン ナーム 泉佐野店
TEL 072-464-7676

藏野 尚美

大西1-6-2（仏具のサロン ナーム 泉佐野店）

お香にはストレス解消や癒しの効果がある
と言われています。爽やかなハーブや甘い
フルーツの香りなどお香を使ったアロマを
体験してみませんか？

講 師

42

各日14:00～15:00
13（金）・15（日）・20（金）・29（日）10/

5名定 なし無料 持費

10:00～18:00
水曜日

受 付

定休日会 場
申込み

姓名判断をしてみませんか？

はんのあおき
TEL 072-463-4646

青木 芳扇

若宮町5-1（はんのあおき）

あなたのお名前を姓名判断で占ってみ
ませんか？シンプルでわかりやすい占い
の方法をお教えします！

講 師

37

10:00～11:30
14:00～15:30

15（日）10/

5（日）11/

4名定 なし無料 持費

9:00～17:00
日曜日

各日

受 付

定休日会 場
申込み

平筆書道・笑福文字で座右の銘を書こう！

［座右の銘］を書く。

（株）メイク
TEL 090-3704-7821

角谷 俊彦

上町3-11-47（コム・ステーション泉佐野）

平筆で絵を書くようにあなたの［座
右の銘］を書いていただきます。

講 師

34

各日13:30～15:30
18（水）10/ 15（水）1１/

8名 1,000円定
色紙をプレゼントすると喜ばれます！備

なし持費

10:00～16:00
土曜・日曜・祝日

受 付

定休日会 場
申込み

ISD個性心理学（統計学）を使って楽しく個性を
知って、家族・社内関係を面白くしましょう！

ISD個性心理学体験「みんな違って、みんないい」

（株）メイク
TEL 090-8536-6718

角谷 公彦

子育てや社内環境の改善に活かせ
るヒントがいっぱいあります。生年
月日からここまでわかるなんて…。

講 師

38

10:00～12:0015（水）11/

14:00～16:0022（水）11/

4名 無料定
身近な方の生年月日を１０名程度調べてきてください。備

なし持費

10:00～16:00
土曜・日曜・祝日上町３-10-12 泉佐野近畿ビル3F（ユメギフト）

受 付

定休日会 場
申込み

自分で作った燻製で晩酌しませんか？

家でも出来る燻製のおはなし

酒と燻製の店 き
TEL 072-447-6309

木島 成志

上町3-5-16

自宅でも出来る簡単燻製づくり。

講 師

28

（酒と燻製の店 き ）

14:00～15:0015（日）10/

5名 500円定 なし持費

15:00～20:00
不定休

受 付

定休日会 場
申込み

16:00～17:00
24（火） 18（土）10/

16:00～17:00

9:00～17:00

11/

後で困ったことにならないように『心配』を今から減らしましょう！

シニア世代から次の世代へ安心を！

松浪会計事務所
TEL 072-462-1981

松浪 武久

上町1-4-18（松浪会計事務所）

シニア世代の安心の支えになる。相続・
生前贈与・遺言など、基本的なお話しを
します。お気軽に！

講 師

土曜日・日曜日

52

5名定
50歳以上対 ご夫婦での参加歓迎です！備

なし無料 持費

受 付

定休日会 場
申込み

小物作りは簡単にできて楽しいので趣味の一つにいか
がですか。

ハギレでかわいい手作り小物体験

新川呉服店
TEL 072-462-7705

新川 弘子

上町3-9-33（新川呉服店）

要らなくなった着物やハギレを使って
かわいい小物を一緒に作りませんか？
ヒヨコやネコなど動物も作れますよ。

講 師

30

各日14:00～16:00

12（木）・13（金）・14（土）・19（木）
20（金）・21（土）・26（木）・27（金）・28（土）
10/

2定
ハギレ、不要な着物（無い場合は、ご用意いたします）持

費名 1,000円

10:00～17:00
火曜日

受 付

定休日会 場
申込み

大声で何回も言うのでくたびれてします。
そのような方に必見です。

難聴者との話し方講座 会話のコツ・イロハ

認定補聴器専門店 泉佐野補聴器センター
TEL 072-462-1122

樺山 明弘

高松東１-9-18（泉佐野補聴器センター）

補聴器を使っても健聴者と同じようには
聞こえません。大声は必要ありません。難
聴の方も健聴の方も会話が楽になる
チョットしたコツをお伝えします。

講 師

54

各日14:00～15:00
1（水）・２1（火）11/

3名定
補聴器をお使いの方も受講できます。備

なし無料 持費

10:00～18:00
日曜日

受 付

定休日会 場
申込み

難しいと思われがちなお話ですが、わかりや
すく簡単にお話しさせていただきます。

エンディングノート作り

行政書士田中法務事務所
TEL 090-3820-6352

田中 一寿子

大宮町12-6-103（むてんかスタイルふくろや）

エンディングノートの作成、遺言書につ
いての簡単なアドバイス

講 師

35

11:00～12:00
13（金）10/

13:00～14:00
24（火）10/

11:00～12:00
1（水）11/

13:00～14:00
30（木）11/

6名または3組定
65歳以上対 お一人でも気軽にお越しください。備

筆記用具無料 持費

9:00～19:00
土曜日・日曜日

受 付

定休日会 場
申込み

万年筆に興味のある方に是非きていただきた
い。楽しい時間を共有しましょう。

初心者のための万年筆の使い方と手入れの仕方を学ぶ

文具の森
TEL 072-463-3088

平松 壽子・岡本 眞美子

上町３-8-20（文具の森）

万年筆の構造って、どうなっているんだろ
う？興味はあるけど自分でも使えるかな？
自分に合った万年筆って見つかるかな？
そんな方の為の初心者向け講座です。

講 師

40

定
古い万年筆があれば持参してください。備

高校生以上の方対

14:00～15:0025（水）
23（木）

10/

11:00～12:0011/

5名 無料 なし持費

火曜日
10:00～17:00 受 付

定休日会 場
申込み

急に必要になることが多い金封は、基本ポイ
ントを押さえれば間違うことはありません。

知っておくと役立つ金封の使い方の基礎を学ぼう

文具の森
TEL 072-463-3088

平松 壽子・岡本 眞美子

上町３-8-20（文具の森）

金封やのし袋って種類が多すぎて、何を
選べば良いのか分からない。恥をかか
ない金封の使い方。これだけ覚えれば
大丈夫。

講 師

41

11:00～12:0014（土）
１２（日）

10/

14:00～15:0011/

定
ポチ袋もご紹介します。備

高校生以上の方対5 無料名 なし持費

火曜日
10:00～17:00

受 付

定休日会 場
申込み

お待ちしております。

大切な方へ 手作りギフトを作りませんか？

ユメギフト
TEL 072-458-4000

川島 栄剛

上町３-10-12 泉佐野近畿ビル3F（ユメギフト）

お好きな色の泉州マフラータオルを使っ
て、あなただけのオリジナルタオルケー
キを作っていただき、お持ち帰りくださ
い。

講 師

29

10:00～12:0017（金）
21（火）

11/

14:00～16:0011/

4名 1,000円定
作った後は、お茶タイムもご用意しております。備

わくわく感持費

10:00～17:00
土曜・日曜・祝日

受 付

定休日会 場
申込み

世界に一つのあなただけのぬか床づくり体験

泉州特産 水なす漬け本舗 マコト商店
TEL 072-462-0440

袋谷 亜美（つぐみ）

大宮町12-6（マコト商店）

自分で選んだ野菜などを入れて、あな
ただけの特別なぬか床をつくりましょ
う。つくったぬか床はご自宅に持って
帰っていただけます。

講 師

33

各日14:00～15:00
8（水）11/14（土）・25（水）10/

4名定
タッパ（あれば：大きさは予約時にご質問ください）

無料
持

費

10:00～18:00
日曜日

ざっくばらんにお話ができればと考えています。
お気軽にお電話ください。

初めての証券投資

アイザワ証券 泉佐野支店
TEL 072-462-2845

泉佐野支店スタッフ

上町3-1-3（アイザワ証券 泉佐野支店）

株・投資信託・NISA・株主優待って気
になるけど…　投資の基本をわかりや
すくお伝えします。

講 師

53

会 場
申込み 受 付

定休日

各日15:30～16:30
19（木）10/ 1（水）11/

10名 20歳以上定
事前にご予約のお電話お願いします。備

なし無料 持 対費

8:30～17:00
土曜・日曜・祝日

受 付

定休日会 場
申込み

一級建築士で自然素材のプロがやさしくお教え
しますよ。

しっくいでシーサー作りと塗り壁体験

むてんかスタイル ふくろや
TEL 090-8982-5569

袋谷 幸宏

大宮町12-6-103（むてんかスタイル ふくろや）

しっくいがなぜ昔から使われてきたの
か？を体験を通して楽しく学べます。

講 師

32

10:30～12:30
14（土）10/

13:00～15:00
27（金）10/

10:30～12:30
6（月）11/

10:30～12:30
26（日）11/

6名 500円定
小学生以上（大人同伴必須）、男女共対

汚れても大丈夫な服装、新聞紙6~7枚持費

10:00～22:00
水曜日・日曜日

受 付

定休日会 場
申込み

モスバーガー好きな方。ご気軽に参加ください。
お待ちしております。

予約受付は、１０月１５日（日）までとなります。

モスのテリヤキバーガー製造体験

（株）インフィニティ
TEL 090-7366-6396

前田 憲吾

上町3-10-17（インフィニティ本社事務所）

モスバーガーのテリヤキバーガーを、自
分で作って食べてみよう！モスの美味し
い理由もお伝えしますよ。

講 師

25

10:30～11:305（日）11/

5定
小学生以上対

なし持費名 500円

14:00～19:00
不定休

受 付

定休日会 場
申込み

15（水）10:00～11:00

10:00～17:00

11/

相続まえに知っておきたい、登記簿謄本のミカタ

（株）谷口開発
TEL 072-461-2666

谷口 弘城【宅地建物取引士 ２級建築士 木造耐震診断士ets】

市場東2-312 KTKビル２階（谷口開発）

（開催当日は、水曜日ですが行います。）

不動産を所有の方なら誰でも知っている全部事
項証明書についてご説明いたします。と言われて
も、ほとんど方が、全部事項証明書自体分からな
いと思います。不動産に関する基本的なことを解
説いたします。これさえ知っておけば、必ずくる親
からの相続準備ができます。

講 師

水曜日

36

5名定
親から相続を受けた（受ける予定）が手続きをどうしたら良いかわからない方。
不動産管理の方法がわからない方。不動産に興味の有る方。対

なし無料 持費



全国３００以上の地域で開催されている「まちゼミ」は、1時間ほどの少人数制のゼミに参加す
ることで、楽しく学びながら、「お店」や「まち」の魅力を再発見していただける『お客様』『お
店』『地域』の〝三方よし〟の地域活性化事業です。泉佐野では今回が初めての取り組みですが、
「地域の魅力をもっと伝えたい！」という想いをもつお店がたくさん集まりました。各店のこだわ
りや特徴、店主の人柄を気軽に感じていただける、ちょっと特別な機会です。ぜひこれまで行った
ことがないお店にも、遊びに来てください。参加店一同、心よりお待ちしております。

POINT

ビジネス 6講座 受 付

定休日
申込み
会 場

「思わず買いたくなる文章」を作るプロが伝え
る、ワイワイ楽しい講座です。

申込先TELは会場の
電話番号です。

売れるチラシに、その場でプロが添削！

（株）グローアップマーケティング
TEL 072-461-0283

谷本 理恵子

若宮町5-19 クライムビル１階（泉佐野商業会連合会事務所）

「どうしたら伝わりやすい、魅力的なチラシになる
のか？」を「基本のキ」から実例をもとに解説しま
す。今使っているチラシをぜひお持ちください。

講 師

56

14:00～15:007（火）11/
10:30～11:3013（金）10/

6名定
新しいアイデアを探しに、ぜひ！備

添削してほしいチラシなど無料 持費

10:00～16:00
水曜・土曜・日曜

あなたの店舗も
次回まちゼミに参加しませんか？

受 付

定休日会 場
申込み

中国人観光客のまめ知識

泉佐野 まち処
TEL 072-477-4428

畢金全（ひつきんぜん） お申込み電話番号は、icp事務局になります。

上町３-8-12（泉佐野 まち処）

現役の中国人観光案内所所長が、中国
人観光客の現状について語ります。行
動パターン、訪日の背景など、知れば興
味深い中国人像をお伝えします。

講 師

58

14:00～15:0025（水）10/

10名定
当店は「泉佐野ポイントカード会」の窓口です。備

ご近所のお店の経営者・スタッフの方大歓迎対筆記用具無料 持費

平日10:00～16:00
なし

運営：一般社団法人泉佐野シティプロモーション推進協議会（icp）

受 付

定休日会 場
申込み

中国人を接客する為の中国語いろは！！

泉佐野 まち処
TEL 072-477-4428

畢金全（ひつきんぜん）

上町３-8-12（泉佐野 まち処）

現役の中国人観光案内所所長が増加す
る中国人のお客様対応について語りま
す。簡単な日常会話、接客用語、流行語
などを学び、お店などに活かしてくださ
い。

講 師

59

14:00～15:008（水）11/

10名定
当店は「泉佐野ポイントカード会」の窓口です。備

ご近所のお店の経営者・スタッフの方大歓迎対筆記用具無料 持費

平日10:00～16:00
なし

運営：一般社団法人泉佐野シティプロモーション推進協議会（icp）

お申込み電話番号は、icp事務局になります。

受 付

定休日会 場
申込み

どうして会社にお金が残らないのか？会計で会社を強くする

樫葉税理士事務所
TEL 072-466-0500
Email j-kashiba@tkcnf.or.jp

樫葉 仁

市場西3-2-34（泉佐野商工会議所2F）

どうして利益が出てるのに、会社にお金が
のこっていないの？その疑問を解消するた
めに、わかりやすく会計の仕組みを一緒に
勉強しましょう。

講 師

60

各日14:00～15:30
11（水）・19（木）10/

5名定
お申込はメールでも受付いたします。備

会社経営者・経理担当者対筆記用具無料 持費

9:00～17:00
土曜日・日曜日

参加店募集参加店募集

お問合せ先 Tel.072-462-3128
さのまちゼミ事務局（泉佐野商工会議所内）

まちゼミでは、次回開催時の参加店舗
様を随時募集しております。「ウチでも
やってみたい！」とお考えの店主様はぜ
ひ、お気軽にご相談ください。

facebookで情報を今すぐチェック！
泉佐野商工会議所

受 付

定休日会 場
申込み

一代目から二代目へバトンタッチの心構え

あさひ賃貸住宅
TEL 072-464-3566

山田 つや子

市場西3-2-34（泉佐野商工会議所）

あさひ賃貸住宅 創業３２年目 二代
目へのバトンタッチまでの心構え
を自分の経験からお話しします！

講 師

55

14:00～15:0015（水）11/

10名定 なし無料 持
二代目へのバトンタッチをお考えの事業者さま歓迎！備

費

11:00～17:00
水曜・第３日曜

お客様より物件探し、空き店舗のオーナーよりお客
様探し、人と人との橋渡しはやりがいある仕事です。

お申込みは、山田つや子又は、山形まで
受 付

定休日
申込み
会 場

「思わず買いたくなる文章」を作るプロが伝え
る、ワイワイ楽しい講座です。

誰でもスマホでFacebook集客！

（株）グローアップマーケティング
TEL 072-461-0283

谷本 理恵子

無 料 で４０００人にお 店 の 宣 伝 が できる
Facebookグループ「I Love 泉州」で、たくさん
の人に気軽に来店してもらう秘訣を教えます！

講 師

57

10:30～11:3013（月）11/
14:00～15:0019（木）10/

12名定
Facebookがはじめての方も、歓迎！備

スマホやタブレット（あれば）無料 持費

10:00～16:00
水曜・土曜・日曜若宮町5-19 クライムビル１階（泉佐野商業会連合会事務所）

申込先TELは会場の
電話番号です。

ミミゼゼちちままさのさの

泉佐野泉佐野

泉佐野局泉佐野局

妙浄寺妙浄寺

西田外科医院西田外科医院

第三小第三小

泉佐野駅下り若宮町

市場北
市役所前

佐野高校前

栄町
大宮町

旭町

上善寺上善寺

妙光寺妙光寺

63

247

泉佐野警察署泉佐野警察署

佐野高校佐野高校

佐野工科高校佐野工科高校

26

ミミゼゼちちままさのさの
いずみさのin

第１回

得する街のゼミナール得する街のゼミナール

阪南スーパー阪南スーパー

（株）松源パレード（株）松源パレード

りそな
銀行
りそな
銀行

谷口病院谷口病院

かつもと鍼灸院かつもと鍼灸院1 縁里庵縁里庵

笑楽館笑楽館2 手のひら整顔術手のひら整顔術

泉佐野泉佐野

Glitter ProjectGlitter Project3

サロンド健やかサロンド健やか4

サロンド健やかサロンド健やか5

ポーラショップポーラショップ6

エリート靴店エリート靴店7

土生薬局土生薬局8

土生薬局土生薬局9

かつもと鍼灸院かつもと鍼灸院10 縁里庵縁里庵

泉州特産 水なす漬け本舗泉州特産 水なす漬け本舗

認定補聴器専門店認定補聴器専門店

認定補聴器専門店認定補聴器専門店

針灸治療センター針灸治療センター11 泉佐野駅前店泉佐野駅前店

針灸治療センター針灸治療センター 泉佐野駅前店泉佐野駅前店12

ほちょうき工房 ヨシノほちょうき工房 ヨシノ13

泉佐野補聴器センター泉佐野補聴器センター

認定補聴器専門店認定補聴器専門店 泉佐野補聴器センター泉佐野補聴器センター

14

（株）辻吉・泉光殿（株）辻吉・泉光殿15

YOGA Studio PARATIYOGA Studio PARATI16

マコト商店マコト商店17

神皇漢方薬局神皇漢方薬局18

神皇漢方薬局神皇漢方薬局19

ふくろやふくろや20 むてんかスタイルむてんかスタイル

喫茶＆軽食喫茶＆軽食

ふくろやふくろやむてんかスタイルむてんかスタイル

SパラSパラ21 お好み焼きお好み焼き

アン・スリールアン・スリール22 パティスリーパティスリー

アン・スリールアン・スリールパティスリーパティスリー23

マインド×瀧のしずくマインド×瀧のしずく24

（株）インフィニティ（株）インフィニティ25

LONESTARLONESTAR26

LONESTARLONESTAR27

28

ユメギフトユメギフト29

新川呉服店新川呉服店30

オランクオランオランクオラン31 無添加手作り石けん専門店無添加手作り石けん専門店

32
泉州特産 水なす漬け本舗泉州特産 水なす漬け本舗 マコト商店マコト商店33

（株）メイク（株）メイク34

行政書士田中法律事務所行政書士田中法律事務所35

（株）谷口開発（株）谷口開発36

はんのあおきはんのあおき37

（株）メイク（株）メイク38

エリート靴店×Glitter Projectエリート靴店×Glitter Project39

文具の森文具の森40

文具の森文具の森41

ナームナーム42 仏具のサロン仏具のサロン

SパラSパラ43 お好み焼きお好み焼き

スーパースターレコードスーパースターレコード44 by 更科by 更科

custom guitar G.encustom guitar G.en45 （ゲン）（ゲン）

エコ・サイクルエコ・サイクル46

オランクオランオランクオラン47 無添加手作り石けん専門店無添加手作り石けん専門店

そのだFP事務所そのだFP事務所48

スクールIEスクールIE49 泉佐野校泉佐野校

GiテックGiテック50 英会話英会話

GiテックGiテック51 英会話英会話

松浪会計事務所松浪会計事務所52

アイザワ証券アイザワ証券53 泉佐野支店泉佐野支店

54

あさひ賃貸住宅あさひ賃貸住宅55

（株）グローアップマーケティング（株）グローアップマーケティング
（株）グローアップマーケティング（株）グローアップマーケティング

56

57

泉佐野 まち処泉佐野 まち処58

泉佐野 まち処泉佐野 まち処59

樫葉税理士事務所樫葉税理士事務所60

酒と燻製の店　き酒と燻製の店　き

Glitter ProjectGlitter Project3

ユメギフトユメギフト29
（株）メイク（株）メイク38

サロンド健やかサロンド健やか4

松浪会計事務所松浪会計事務所52

英会話 Giテック英会話 Giテック50 51

スーパースターレコードスーパースターレコード44

針灸治療センター針灸治療センター11 12

認定補聴器専門店認定補聴器専門店

かつもと鍼灸院かつもと鍼灸院1 10
マコト商店マコト商店17 33

ふくろやふくろや20 32

縁里庵縁里庵
泉州特産 水なす漬け本舗泉州特産 水なす漬け本舗
むてんかスタイルむてんかスタイル

田中法務事務所田中法務事務所35 行政書士行政書士

オランクオランオランクオラン
無添加手作り石けん専門店無添加手作り石けん専門店

31 47

お好み焼き Sパラお好み焼き Sパラ43

仏具のサロン ナーム仏具のサロン ナーム42

21

土生薬局土生薬局8 9

LONESTARLONESTAR26 27

神皇漢方薬局神皇漢方薬局18 19

認定補聴器専門店認定補聴器専門店
泉佐野補聴器センター泉佐野補聴器センター14 54

エリート靴店エリート靴店7 39

パティスリーパティスリー
アン・スリールアン・スリール22 23

泉佐野 まち処泉佐野 まち処58 59

エコ・サイクルエコ・サイクル46

谷口開発谷口開発

※MAP内の店舗名は一部省略しているものがあります。
　●はおよその位置を示すもので、特に密集エリアでは店舗間に
　他のお店があったり角地でないこともあります。

※MAP内の店舗名は一部省略しているものがあります。
　●はおよその位置を示すもので、特に密集エリアでは店舗間に
　他のお店があったり角地でないこともあります。
※詳細場所は各店へお問い合わせください。※詳細場所は各店へお問い合わせください。

マップマップ 36

G.enG.en
custom guitar shopcustom guitar shop45

アイザワ証券アイザワ証券53

ほちょうき工房ヨシノほちょうき工房ヨシノ13

笑楽館笑楽館手のひら整顔術手のひら整顔術2

はんのあおきはんのあおき37

YOGA Studio PARATIYOGA Studio PARATI16

サロンド健やかサロンド健やか5

瀧のしずく瀧のしずく24

（株）辻吉・泉光殿（株）辻吉・泉光殿15

（株）メイク（株）メイク34

そのだFP事務所そのだFP事務所48

新川呉服店新川呉服店30
文具の森文具の森40 41

ポーラショップポーラショップ6

スクールIEスクールIE49

酒と燻製の店酒と燻製の店28 きき

（株）インフィニティ（株）インフィニティ25

あさひ賃貸住宅あさひ賃貸住宅55

樫葉税理士事務所樫葉税理士事務所60

グローアップマーケテインググローアップマーケテイング56 57

開 催 店

ミミゼゼちちままさのさの
いずみさのin

第１回

得する街のゼミナール得する街のゼミナール

この
ポスターが
目印です。


