
スタンプラリー
３講座を受講して、オリジナル
まちゼミ学習帳をＧＥＴしよう！

※詳細は中面のページをご覧ください

まちゼミ学習帳

コラボ

●材料費/500円
●持ち物/なし
●定　員/各回4名

■ 講師 /宮城野書人会 佐藤渓楓

佐藤写真館

じっくり基本からはじめてみよう!!

●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

千手観音さまの写仏とゆったり茶話

●持ち物/なし  ●定員/各回8名
●材料費/ 300円（材料代）

■ 講師 /大安寺茶友会・大安寺副住職 長岡俊成

曹洞宗円祥山大安寺×大安寺茶友会

いざという時に困らない ! お茶のいただき方

コラボ

知る・学ぶ
お楽しみや新たな発見、
知識を学べる講座です

3第 回

電話予約 2/5 (月)受付け開始！

2/12(月 ) ～ 3/18(日 )

お店の人が教えてくれる! トクする街のゼミナール
プロ

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

● 講座は全て一回完結です。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。
● お申し込みは定員になり次第、締め切らせていただきます。なお受付開始前のご予約はできませんのでご注意ください。
● 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場合もございます。

全15講座

完全予約制



●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

もっと気軽に取り入れて健康に

●材料費/ 1,000円（食材代）
●持ち物/ 味噌を入れる容器
　　　　　（ポリ樽5型等）、エプロン
●定　員/各回8名■ 講師 /田中 匡・田中 英子

田中食品

自宅で熟成 ! 8ヶ月後には食べ頃です

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/ 各回4名

■ 講師 /森 隆幸

ふるさと21

オーガニック食材の試食や座談会

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回6名

■ 講師 /畑山 榮子

民宿松ノ木

残り物で出来る料理ですよ

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回8名

■ 講師 /浜田 勇一郎

北彩漁業生産組合

加工場見学とトーク、新商品の試食アリ

●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /遠藤 柳太郎・久保 里砂子

むつベジタブルキッチン×遠藤農園

有機野菜農家に何でも相談

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・折舘信

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/ なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /越後林 達巳

スーパーエチゴヤ

硬くなってしまっていませんか ?

●材料費/ 100円（材料代）
●持ち物/なし
●定員/各回6名

■ 講師 /大信産業 才堂凛・大安寺副住職 長岡俊成

大信産業×曹洞宗円祥山大安寺

手軽な水墨画体験と浅枝青田画伯の作品鑑賞

コラボ

●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/ 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

●対　象/女性
●材料費/なし
●持ち物/なし
●定　員/各回5名

■ 講師 /オッペン化粧品盛岡支店長 西村知弘

浜田化粧品店

お化粧で心も体もリフレッシュ

作る
作り方を楽しく
学べる講座です

食・料理
食に関する体験や

知識を学べる講座です

健康・キレイ
美容や健康・体に
ついての講座です



北彩漁業生産組合 新加工場＆直売所

むつ市大畑町上野152番地2

（下北ブランド研究所向かい）

５月オー
プン！！

（予定
）

※現在工事中
TEL.0175-34-5374  FAX.0175-31-1868

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。

2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
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3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11

3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18

下北ブランド
研究所

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。



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。

万年筆を
使ってみよう

綺麗なトイレで
毎日そう快

田名部平野の
歴史を語ろう

手書きの粋！
筆ペンを
使いたおす

韓国食材で
健康な体づくり

簡単！自宅で
できる眼の体操

まちゼミの講座の様子



３講座受講して、まちゼミ学習帳をＧＥＴ！

カードは

受講時に

もらえるよ

まちゼミ学習帳

★まちゼミで学んだこと

★お友達に伝えたいこと

★あなたのお悩み解決法

★お店の情報　　　　　　　などなど

忘れないように１冊に

 メモしちゃいましょう♪

（普通のノートとしても使えます）

学習帳活用法３講座受講して、まちゼミ
学習帳をＧＥＴ！

先着順
限定２００冊

スタンプラリー

むつと大畑の全講座が対象となります。１講座受講ごとにシールをもらい、
スタンプカードに貼ってください。３枚貼ったら、下記の店舗で交換します。

【むつ＆大畑まちゼミオリジナル学習帳】▶
限定２００冊 A５サイズ ２４ページ　 

大人かわいいレトロなノートがもらえるよ

●コレクトメガネ（とまぶモール）
●ライフステージからたち（むつ郵便局隣）
●ふじやメガネ（マエダ本店並び）
●きもの後藤（緑ヶ丘入口付近）
●正ちゃん（大湊駅隣）
●アンエイム東京堂（中央町）
●スーパーエチゴヤ（大畑） 平成３０年３月３１日まで

53講座 15講座

未来の暮らしが輝くように、 私たちがしっかりと貯蔵します。

〒035-0022 青森県むつ市大字関根字水川目 596 番地 1
TEL.0175-25-2990　FAX.0175-25-2991　http://www.rfsco.co.jp

私達はむつまちゼミ・大畑まちゼミを応援しています。

希望の羽　世界へ届け　むつの光 ＊「夜景キャッチコピー」優秀賞作品


