
●材料費/なし
●持ち物/スマホ、デジカメ
●定　員/各回3名■ 講師 /佐藤 勝秀

佐藤写真館

商品撮影の極意シズル感満載 ! カフェタイム

●対　象/スマホライフを楽しみたい方
●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回3名

■ 講師 /高屋敷・藤村

ドコモショップむつ店×村林電機

簡単・便利なスマホの使い方体験しませんか

コラボ

●材料費/ 500円（お手軽筆ペンセット）
●持ち物/なし  ●定員/各回5名

■ 講師 /宮城野書人会 佐藤渓楓

佐藤写真館

ハンコを捨てろ、熨斗袋を自分らしく書く!!

●対象/女性　　 ●材料費/なし
●定員/各回5名  ●持ち物/なし

■ 講師 /オッペン化粧品盛岡支店長 西村知弘

浜田化粧品店

シミ対策で笑顔力アップ健康
キレイ

美容や健康・体に
ついての講座です

知る
学ぶ

お楽しみや新たな発見、
知識を学べる講座です

【主催】大畑まちゼミの会　【後援】むつ市　【協力】大畑町商工会

トクする の街 Pnu\.お店の人が教えてくれる!
プロ

2第 回

電話予約 8/7 (月)受付け開始！
※受付開始前のご予約はできません

9/11 ( 月 )～ 10/15 ( 日 )
完全予約制

※講座は全て一回完結です。
※定員になり次第、締め切らせていただきます。
※材料費を頂く講座は、金額を記載しています。

※小学生以下のお子様は、保護者同伴でご参加ください。
※予約後のキャンセルは、速やかに、お店にご連絡ください。
　直前の場合は、材料費を頂くこともあります。

まちゼミでは、お店からの販売は一切行いませんので安心してご参加ください。

まちゼミの講座はすべて受講料無料です。
※一部材料費が必要な講座もございます。

まちゼミの受講方法まちゼミの受講方法

お店の人らが講師になって、

プロのコツや専門知識・お楽しみを

無料で教えてくれる

少人数制のミニ講座。

暮らしを豊かにする、

お客様とお店の出会いの場です。

「まちゼミ」とは



ノースアップエージェンシー

無農薬野菜、有機野菜の通販。
　　安心な果物などを産地直送いたします。

☜マエダ百貨店 1F に売場を

　設置させて頂きました！

・ふるさと 21 はインターネットのお店です
・スマホからもご利用いただけます

ふるさと 21

私達は大畑まちゼミ、　　　　　　　　
むつまちゼミを応援しています。

私達は大畑まちゼミ、　　　　　　　　

9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17

9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24

9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1

10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8

10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15

●材料費/なし
●持ち物/筆記用具
●定　員/各回3名

■ 講師 /北上 忠光

ノースアップエージェンシー

自然災害にも使える火災保険知ってますか ?

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回6名

■ 講師 /畑中 祐美子・長岡 俊成

大信産業×曹洞宗円祥山大安寺

一緒に考える人生の終い方

コラボ

●材料費/ 200円（用紙代）
●持ち物/なし
●定　員/各回8名

■ 講師 /副住職 長岡俊成

曹洞宗円祥山大安寺

山内拝観と写仏で仏さまをもっと身近に !

●材料費/なし
●持ち物/筆記用具
●定　員/各回3名

■ 講師 /北上 忠光

ノースアップエージェンシー

ファイナンシャルプランナーが教えます !

●材料費/ なし
●持ち物/なし
●定　員/各回4名■ 講師 /越後林 達也

スーパーエチゴヤ

当店人気ナンバーワンの味付をご家庭で

食・料理

食に関する体験や
知識を学べる講座です



むつ市小川町 2 丁目 3-31
Tel&Fax：0175-23-7717
URL：http://www.f-montvert.com/

フローリストモントヴェル

Florist Mont Vert
全国にお花を
お届けできます
花キューピット加盟店
コードNo.11－037

むつ市大畑町新町 80-1
Tel：0175-34-4017
Fax：0175-34-4624

サカベ生花店

追加講座やお知らせなど最新情報は
大畑まちゼミ公式Facebookまたは
公式ホームページをご覧ください。

URL http://oohata.mutsuzemi.com

大畑まちゼミ で検索！！

コラボ講座
複数店舗で協力して行う講座です。

このマークが
目印です。コラボ

作る

作り方を楽しく
学べる講座です

●材料費/ なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /越後林 達也

スーパーエチゴヤ

いろんなものにかけて食べてみよう

●材料費/ 300円（食材費）
●持ち物/なし
●定　員/各回6名

■ 講師 /田中 匡

田中食品

やってみよう ! 豆腐作り

●材料費/ 300円（食材代）
●持ち物/なし
●定　員/各回4名

■ 講師 /山田 修一

シングルオリジンコーヒー専門店 艮珈琲店

プロが教える淹れ方と3種類の産地飲み比べ

●定　員/ 5名
●材料費/なし
●持ち物/
　長靴、手袋（軍手など）、畑作業なので
　動きやすく汚れてもよい服装

■ 講師 /森 隆幸・遠藤 柳太郎

ふるさと21×遠藤農園

大畑町遠藤農園で大根掘り体験 !

コラボ

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /畑山 榮子

民宿松ノ木

アッと、驚く再利用術～ !

●材料費/ 200円（試食食材代）
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /久保 里砂子・阿部 伸義

むつベジタブルキッチン×あべファーム

新規就農者が語る下北でいちごができる訳

コラボ ●材料費/ 500円（糸、布代）
●持ち物/なし  ●定員/各回3名■ 講師/新宮 とし・佐藤 よゑ子・気仙 紀子

織工房 結（ゆい）

オリジナルの花びん敷きを織ってみましょう

●材料費/ 300円（香料、袋代）
●持ち物/なし
●定　員/各回8名

■ 講師 /副住職 長岡俊成

曹洞宗円祥山大安寺

知っていますか ?お香と仏事の関係

●対　象/経験者でもOK
●定　員/各回3名
●材料費/ 1,000～1,500円（花材代）
●持ち物/花切ハサミ、器（使わない食器や
　ガラス器等）お申し込み時に確認ください■ 講師 /坂部 ひろ子・坂部 大介

サカベ生花店

プロが教える ! フラワーアレンジメント !

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /越後林 達也

スーパーエチゴヤ

簡単な酢ドリンクの作り方も教えます



ベル少額短期保険
『千の風』取扱店

年中無休

24
時間受付

商工会は行きます！聞きます！提案します！
利用してください。あなたの街の商工会

私達は大畑まちゼミ・むつまちゼミを応援しています。

むつ市大畑町湊村 165-8
TEL 0175-34-3500　FAX 0175-34-3582

会員募集中！
大畑町観光協会は

下北ジオパークを応援しています。

当日の「遅れそう…」や「急用で行けない…」、
「迷った…」といった場合は、すぐにご予約した
お店へご連絡をお願い致します。
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