
門司港まちゼミ

お店の人が教えてくれる！
得する街のゼミナール in 門司港

開催期間　2018年2/1（木）〜2/28（水）

受講料
無料

※講座内容によっては材料費が
　かかるものもあります。
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港湾合同庁舎前

④武田自動車

①㉑門司印刷
株式会社

⑤福岡ひびき信用金庫
　門司港支店

㉖あさい和裁学院

①今田行政書士事務所

②40お茶のありや

⑫路地裏ギャラリー
moji:loji〈もじろじ〉

⑬⑭山口酒店湯川整骨院レトロ院

③㉕ギフトショップ
たいぶんどう

㉒菊池印章堂⑧写真のムラオカ

㉘㉙POLA カトレアショップ

35あきたけ医院

㉗生地パン工房
ケイ・オリーヴ

㉓㉔門司港こんにゃく中村商店
⑥ぜろまいるスポーツクラブ

青 鮮魚商店

あんどう鍼灸整骨院

陽のあたる場所

⑦福岡銀行
　門司支店

⑨auショップ
　門司港

⑪白蓉書道教室

日本酒 Bar Awaya

⑮ゆふいんソフトクリーム
⑳じじやのひもの

海峡プラザ店

⑯株式会社 
松村呉服店

⑲有限会社 サンファミリー

⑱レンタルスペース メリー

⑰幸福の科学

配達１番
　シマダ酒店

ヘアメイク フェイト

まちゼミマップまちゼミマップ

第５回

まちゼミ安心宣言
安心して受講して頂くために、お店からの販売・勧誘はありません。

暮らしに
役立つ豆知識

知りたかったプロの裏技

楽しく学
んでお得な体験！

講座申込は各店へ！

　　　　　　　　「まちゼミの申込です」とお電話ください。

●定員になり次第締め切らせていただきます。
●申込は、各店の受付時間内にお願いします。
●申込初日は、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、申込の際に受講時の持ち物をご確認ください。
●材料費は原則として講座当日に会場で徴収します。

　（つり銭のないようにご用意ください）
●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。
●小学生以下のお子様は保護者同伴での参加をお願いします。

全46講座

主催／門司港まちゼミ実行委員会  後援／北九州商工会議所・北九州市門司区役所・北九州市生きいき長寿推進協会  事務局／門司印刷株式会社 門司区東本町1-3-9 TEL.093-321-4081

1/25（木）より受講受付開始

HP:http://machisemimojiko.com/

詳細はホームページやFaceBookでもご覧になれます
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⑤⑥武田自動車

①②⑲門司印刷
株式会社

㉑手作り菓子工房   
ドルチェ

⑧福岡ひびき信用金庫
　門司港支店

㉖あさい和裁学院

①今田行政書士事務所

③40お茶のありや

⑮路地裏ギャラリー
moji:loji〈もじろじ〉

⑦有限会社
　白石商店

⑯山口酒店湯川整骨院レトロ院

④㉒ギフトショップ
たいぶんどう

⑳菊池印章堂⑪写真のムラオカ

㉘㉙㉚POLA カトレア営業所

秋武医院

㉖生地パン工房
ケイ・オリーヴ

㉓㉔門司港こんにゃく中村商店
⑨ぜろまいるスポーツクラブ
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⑩福岡銀行
　門司支店
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　門司港
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日本酒 Bar Awaya
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14 23 黒崎まちゼミ・若松まちゼミも2月1日〜28日に開催されます！
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●21 オリジナルノートを作ろう！

2月24日土
14：00〜15：00
会場：お店　講師：江島 和男
●対象：どなたでも ●定員：５名
●持ち物：用意するものは受付時に
説明します。 ●材料費：なし

プロ用中綴じ機を使ってあなただけのオリジナルノートを
作ってみませんか？

門司印刷株式会社
門司区東本町 1-3-9

☎093-321-4081 受付 8：30〜17：15
定休日 日祝・指定土曜日

●8 大体の悩みは整理整頓で
解決する！！

2月5日月･14日水･23日金
各日　10：00〜11：30
会場：お店　講師：村岡 健太郎
●対象：どなたでも ●定員：６名
●持ち物：筆記用具
●材料費：なし

人間関係・段取り・時間管理・体調管理など整理整頓を
することで見違えるほど改善できます。

写真のムラオカ
門司区栄町 8-11

☎093-321-1318 受付 10：00〜18：00
定休日　木曜日

各講座の色に注目！　講座は５種類に分かれています。各講座の色でどのジャンルの講座か区別しています。お申し込み・各講座についてのお問い合わせは　お気軽に各店へ直接お電話ください。　　　 　　　ご注意ください　●受付日時は講座によって異なります。 ●主催店と会場が異なる場合があります。

●3 だれでもカンタンにできる
ラッピング講座

2月9日金･15日木
各日　10：30〜11：30
会場：お店　講師：北川 秀美
●対象：どなたでも ●定員：４名
●持ち物：なし
●材料費：なし

心を込めた贈り物を自分で包装までできたら、もっと素敵な
贈り物に♪包装の基本を教えます！

ギフトショップ たいぶんどう
門司区栄町 11-27

☎093-331-1181 受付 9：40〜17：30
定休日 年末年始・お盆

●25 脳を活性化！みんなで
楽しく折り紙細工

2月9日金･15日木
各日　14：30〜15：30
会場：お店　講師：廣谷 敦子
●対象：どなたでも ●定員：４名
●持ち物：なし
●材料費：なし

折り紙で作ったパーツを吊るすだけ♪
オリジナルモビールで部屋の空間を楽しく飾りませんか

ギフトショップ たいぶんどう
門司区栄町 11-27

☎093-331-1181 受付 9：40〜17：30
定休日 年末年始・お盆

●33 骨格のゆがみ
評価と調整法

2月4日日･25日日
各日　10：00〜11：30
会場：お店　講師：安藤 健太郎
●対象：どなたでも ●定員：４名
●持ち物：軽装でお願いします。（着替え可）
●材料費：なし

受講された方の姿勢や骨格のゆがみを評価し、改善方法を
体験して頂きます。

あんどう鍼灸整骨院
門司区栄町 7-23

☎093-332-0099 受付 9：00〜17：00
定休日　日・祝日

●26 だれでも簡単！
懐紙入れ手作り講座

2月17日土
14：00〜15：30
会場：お店　講師：幸 縁
●対象：中学生以上 ●定員：６名
●持ち物：なし※使い慣れた裁縫道具持参OK
●材料費：なし※手持ちの布で作る方は申込時にお伝え下さい

和裁士が教える懐紙入れ（かいしいれ）手作り講座。
あなたも和裁を体験してみませんか？

あさい和裁学院
門司区清見 2-7-6

☎093-331-1000 受付 9：00〜17：00
定休日 日曜・他不定休

●28 大好評！
心も暖まるハンドトリートメント

①2月22日木･②26日月
①11：00〜12：00  ②14：00〜15：00
会場：お店　講師：森田 ゆり
●対象：女性限定 ●定員：４名　
●持ち物：なし
●材料費：なし

マッサージで血流促進、冷え性改善へ。ツボ押しとパックで冬の気になる
手荒れからしっとり潤いのある手元へ一緒に楽しく実感しませんか！

POLA カトレアショップ
門司区東本町 2-7-6

☎093-321-3570 受付 9：30〜17：00
定休日　土日祝日

●23 えっ？！お肉じゃないの？
凍りこんにゃくを使ったお手軽クッキング

2月21日水･28日水
各日　10：30〜12：00
会場：お店　講師：中村 邦彦
●対象：どなたでも ●定員：６名
●持ち物：エプロン、三角巾
●材料費：500円（こんにゃく他材料費）

これまでとはまったく違うこんにゃくのレシピ。参加者の方から「いろんな
ヘルシー料理ができてうれしい！！」ってたくさんのお声をいただきました。

門司港こんにゃく 中村商店
門司区東門司 2-5-13

☎093-321-2893 受付 9：00〜17：00
定休日　土・日曜日

●24 手づくりこんにゃく
体験講座

2月7日水･14日水
各日　10：30〜12：00
会場：お店　講師：中村 邦彦
●対象：どなたでも ●定員：６名
●持ち物：エプロン、三角巾、腕抜き
●材料費：500円（こんにゃく他材料費）

「うん！コリコリしてて美味しいね！！」てなるような、初心者
でも簡単にこんにゃくづくりを実体験していただける講座です。

門司港こんにゃく 中村商店
門司区東門司 2-5-13

☎093-321-2893 受付 9：00〜17：00
定休日　土・日曜日

●11 美しい氏名の書き方
筆ペン美文字講座

2月22日木･24日土･26日月
各日 ①10：30〜11：30 ②13：30〜14：30
会場：お店　講師：下薗 白蓉
●対象：18歳以上 ●定員：４名
●持ち物：筆記用具など
●材料費：500円（筆ペン代含む）

筆ペンで祝儀、香典袋に名前をきれいに書くコツをお教えします。
自分の大切なお名前を美しく書いてみませんか。

白蓉（はくよう）書道教室
門司区本町 4-3

☎090-9726-3101 受付 9：00〜17：00
定休日　不定休

●9 何が出来る？
スマホ・タブレット！

2月21日水
13：00〜14：00
会場：お店　講師：渡邉 健作
●対象：スマホ・タブレットをお持ちでない方で、検討

している。又は興味がある方。他社の方も歓迎！
●定員：５名 ●持ち物：なし ●材料費：なし

電話とメールしか使ってないし、スマホは難しそう・・でもご安心を！ 
使いこなしてる方は、ひと握り！日常で使えるスマホのアレコレ、お教えします。

ａｕショップ 門司港
門司区本町 1-5 PortMoji 壱番館 1F

☎093-331-4687 受付 10：00〜19：00
定休日　年中無休

●10 縞美人 小倉織物
はた織体験講座

①2月8日木・②9日金・③11日日
①②③10：30〜11：30 ①②19：00〜20：00
会場：お店　講師：遠藤 誠一
●対象：どなたでも ●定員：３名
●持ち物：なし
●材料費：500 円（材料費）

布が出来上がる、たて糸によこ糸で織り上げる体験をして
頂き、小倉織の歴史も知っていただきます。

和布刈 いやしの風
門司区大字門司 3491-1 瀬戸内海国立公園和布刈公園内

☎093-555-4613 受付 11：00〜18：00
定休日　不定休

ナイト

●5 プロが教える
かっこいいお金の数え方

2月22日木
15：30〜16：30
会場：お店　講師：吉井 隆浩
●対象：どなたでも ●定員：10名 
●持ち物：なし
●材料費：なし

皆様も一度は見たことある金融機関独特のお金の数え方を
体験してみませんか？同時に１億円の重さを体験できます。

福岡ひびき信用金庫 門司港支店
門司区栄町 4-22

☎093-321-0881 受付 9：00〜17：30
定休日　土日祝日

●7 ふくぎんで
ご相談いただける保険

2月2日金
16：00〜17：00
会場：お店 講師：長岡・井上・杉本
●対象：どなたでも ●定員：10名
●持ち物：筆記用具等
●材料費：なし

ご預金だけでは備えきれないいざというときのために。

福岡銀行 門司支店
門司区栄町 2-9

☎093-342-8014 受付 9：00〜15：00
定休日　土日祝日

●27 パンを焼こう！

2月12日月
10：00〜12：30
会場：お店 講師：木田 智子
●対象：どなたでも ●定員：４名
●持ち物：エプロン、ハンドタオル、布巾1枚
●材料費：500円（材料費）

はじめてでも大丈夫！
手ごねでおいしいパンを焼こう！

生地パン工房 ケイ・オリーヴ
門司区東門司 1-13-24 コテージ南風 101 号

☎090-7462-4859 受付 14：00〜18：00
定休日　日祝祭日・
第２火曜日・第３土曜日

●40 茶葉から淹れたお茶の健康成分全部
頂く極意を伝えます。日本茶あれこれ

2月4日日･11日日
各日　11：00〜12：00
会場：お店　講師：岡崎 つとむ
●対象：どなたでも
●定員：５名　●持ち物：筆記用具
●材料費：300円（茶葉、計量スプーン、資料など）

急須での日本茶の淹れ方、茶葉のことを理解すれば自宅で
簡単に玄米茶、ほうじ茶などにアレンジができます。

お茶のありや
門司区東門司 1-13-14

☎093-321-2442 受付 10：00〜17：00
定休日　日曜日

●29 大人女子の簡単★
上品メイクレッスン

①2月14日水･②20日火
①11：00〜12：00  ②14：00〜15：00
会場：お店　講師：森田 ゆり
●対象：50代、60代の女性限定
●定員：３名　●材料費：なし
●持ち物：ご自分のメイク※無くてもOK

幾つになっても美しくありたいと願う女性はとても魅力的ですよね。
簡単に自分らしく、上品な大人メイクのコツを一緒に楽しく学びませんか！

POLA カトレアショップ
門司区東本町 2-7-6

☎093-321-3570 受付 9：30〜17：00
定休日　土日祝日

●41 へー、お茶殻は食べ物？

2月4日日･11日日
各日　13：00〜14：00
会場：お店　講師：岡崎 つとむ
●対象：どなたでも
●定員：５名　●持ち物：筆記用具
●材料費：300円（茶葉、計量スプーン、資料など）

今や世界が認めてきたお茶葉は昔から食べ物だった。
お茶の健康成分を知りおいしい簡単レシピを公開

お茶のありや
門司区東門司 1-13-14

☎093-321-2442 受付 10：00〜17：00
定休日　日曜日

●42 食べながら学ぶ
イタリアン

2月7日水･15日木･23日金
各日　19：00〜20：30
会場：お店　講師：小野 雄志
●対象：中学生以下不可 
●定員：10名 ●持ち物：なし
●材料費：2,000円（食材代）

イタリア素材や作り方、ちょっとしたコツを学びながら、楽しく
美味しく料理を食べましょう！！（ドリンク代は各自ご負担下さい。）

陽のあたる場所
門司区西海岸 1-4-3 日産船舶ビル 7F

☎093-321-6363 受付 11：00〜22：00
定休日　不定休

ナイト

●12 おしゃれな部屋づくり
壁紙編

2月4日日･10日土
各日　11：00〜12：00
会場：お店　講師：カワベミサ
●対象：20才以上 ●定員：４名
●持ち物：なし
●材料費：なし

壁紙を選ぶポイントをアドバイス

路地裏ギャラリー moji:loji 〈もじろじ〉
門司区清滝 4-4-16

☎090-5080-4711 受付 10：00〜17：00
定休日 平日（土日祝のみ営業）

●2 明治維新から150年、
明治の門司のまちづくり

2月18日日
13：00〜14：00
会場：お店　講師：梅村 旅人
●対象：どなたでも
●定員：５名　●持ち物：筆記用具
●材料費：300円（茶葉、計量スプーン、資料など）

その昔塩田だった門司の漁村、明治新政府と財閥の門司港
のまち作りを地図と写真でお茶飲みながら楽しみます。

お茶のありや
門司区東門司 1-13-14

☎093-321-2442 受付 10：00〜17：00
定休日　日曜日

●1 高齢者や色覚障がい者にも分かり易く
メディア・ユニバーサルデザインとは

①2月10日土･②17日土
①②11：00〜12：00 ①13：30〜14：30
会場：お店　講師：江島 和男
●対象：どなたでも ●定員：５名
●持ち物：なし
●材料費：なし

九州初のＭＵＤ2 級保持者が分かり易く基礎を解説します。
大正11年の門司港市街図プレゼント！

門司印刷株式会社
門司区東本町 1-3-9

☎093-321-4081 受付 8：30〜17：15
定休日 日祝・指定土曜日

●43 ききパン講座
〜酵母のちがいを感じてみよう〜

2月22日木
15：00〜16：00
会場：お店　講師：木田 智子
●対象：どなたでも ●定員：５名
●持ち物：なし
●材料費：300円（材料費）

酵母によってかわる、香り・食感・風味を感じてみよう！

生地パン工房 ケイ・オリーヴ
門司区東門司 1-13-24 コテージ南風 101 号

☎090-7462-4859 受付 14：00〜18：00
定休日　日祝祭日・
第２火曜日・第３土曜日

●44 日本酒講座
飲みながら学ぶ

2月10日土･21日水･25日日
各日　18：00〜19：00
会場：お店　講師：阿波 孝浩
●対象：20歳以上（車の運転者不可）
●定員：６名 ●持ち物：なし
●材料費：500円（日本酒代）

純米酒って何？大吟醸って何？日本酒を数種類飲みながら
楽しく学ぶ講座です。これであなたも日本酒博士！

日本酒 Bar Awaya
門司区清見 2-16-27

☎093-321-3221 受付 15：00〜22：00
定休日 月曜日・第2日曜日

ナイト

●45 ご家庭のコーヒーを
より美味しくする講座

2月15日木・16日金
各日　10：30〜11：30
会場：お店　講師：遠藤 誠一
●対象：どなたでも ●定員：５名
●持ち物：なし 
●材料費：500 円（材料費）

ご家庭のご愛用のコーヒー豆と合馬天然水とで淹れる
ハンドドリップ。

和布刈 いやしの風
門司区大字門司 3491-1 瀬戸内海国立公園和布刈公園内

☎093-555-4613 受付 11：00〜18：00
定休日　不定休

門司図書館は　　　　　　　 をサポートしています！
　まちゼミの予習や、まちゼミで得た知識を深めたい方！そんなみなさまへ門司図書館は約 17 万冊の蔵書

（門司地区最大の蔵書数） を揃えてお待ちしています！
　老松公園の自然の中にある静かな門司図書館は、じっくり読書を
したり調べものをするのに最適な空間です。
　図書や調べものでお困りのことは「本のコンシェルジュ」である

司書までお気軽におたずねください！
◎ 3 階の一般室では季節や話題をテーマにした図書特集を随時展開
◎ 2 階の児童室では絵本の読み聞かせやおたのしみ会を定期開催

北九州市立門司図書館 
〒801-0864 門司区老松町3番3号 
TEL.093-321-6515  FAX.093-321-6516

門司港まちゼミ

館内
イベントも

information
開館時間 9:30〜19:00（土日祝は〜18:00） 

休館日 毎週月曜日、月末日

●6 こどものやる気をひきだす
「言葉くばり講座」初級編

2月10日土･24日土
各日　14：00〜15：30
会場：老松市民センター 講師：中村邦彦
●対象：子育て中のパパ、ママ。お子様同伴OK。
●定員：４名　●持ち物：なし
●材料費：なし

大人の接し方一つで、こどもがのびのびと成長してくれたらどうですか？うれしいですか？！
この講座では、そんなきっかけとなるほんの少しの言葉がけの仕方をお伝えします。

NPO法人ぜろまいるスポーツクラブ
門司区東門司 2-5-13

☎093-331-0820 受付 9：00〜21：00
定休日　土・日曜日

●30 自分でできる
和装ヘアー

2月6日火
14：00〜15：00
会場：お店　講師：遠藤 雅代
●対象：女性 ●定員：２名　
●持ち物：なし
●材料費：なし

着物ヘアーの作り方、自分の髪の結い方に挑戦しましょう！

ビューティー雅
門司区風師 1-2-4

☎080-1723-0409 受付 11：00〜17：00
定休日　不定休

●31 カメラマンによる
着物姿の撮り方講座

2月7日水
13：00〜14：00
会場：お店　講師：長岡 真理
●対象：女性 ●定員：６名（内1名モデル）
●持ち物：筆記用具。持っていればカメラ。
携帯のカメラでもよい。●材料費：なし

着物姿美しく撮るコツをレクチャーします。美しく撮るコツを知っていれば
美しく写ることもできますよ！ 女性限定。モデル１名、受講者５名募集。

ビューティー雅
門司区風師 1-2-4

☎080-1723-0409 受付 11：00〜17：00
定休日　不定休

●34 実践！！
体の調子を整えるSTREX

2月7日水･14日水
各日　13：00〜13：50
会場：お店　講師：登 遼大
●対象：どなたでも ●定員：５名
●持ち物：なし
●材料費：なし

寒さが続き体の不調が特に出やすくなっている今日、当社が行って
いる STREX を自宅でも簡単にできる方法を一緒に体験しましょう。

湯川整骨院 レトロ院
門司区栄町6-2

☎093-322-3377 受付　2/1木〜 
14：00〜19：00
定休日　日曜・祝日

●15 未来が見える
経済セミナー

2月3日土･10日土･17日土･24日土
各日　11：00〜12：00
会場：お店　講師：梶原 隆文
●対象：どなたでも ●定員：５名 
●持ち物：筆記用具
●材料費：資料は用意します（無料）

自分が、今の世界・時代の変化について、何をすれば、
楽しく生きられるか？実験中！

ゆふいんソフトクリーム
門司区港町 6-4

☎080-1712-3333 受付 10：00〜12：00
定休日　不定休

●37 心理カウンセラー入門
心の取り扱い方【初級編】

①2月2日金･②8日木
①13：00〜14：00  ②18：30〜19：30
会場：お店　講師：森田ゆり
●対象：どなたでも ●定員：５名
●持ち物：なし
●材料費：なし

心理カウンセラーとは心に絡まった思いを一緒に紐解く人。目に見えない心
をどうやって取り扱うのか？カウンセラー的心の見方や共感を学びませんか！

POLA カトレアショップ
門司区東本町 2-7-6

☎093-321-3570 受付 9：30〜17：00
定休日　土日祝日

ナイト●14 初心者のためのワイン講座

2月27日火
16：30〜18：00
会場：お店　講師：児玉 裕一郎
●対象：20歳以上（車の運転者不可）
●定員：８名 ●持ち物：なし
●材料費：500円（ワイン代）

ワインを気軽に楽しみたいという方への入門編です。赤白、各３種類の
ワインを試飲しながら分かりやすく解説致します。尚、内容は前回と同様です。

山口酒店
門司区栄町 5-7

☎093-321-1275 受付 10：00〜18：00
定休日　日・祝日

●39 本場下関トラフグ料理
体験講座

2月8日木･15日木
各日　14：00〜15：30
会場：お店　講師：青 和之
●対象：どなたでも ●定員：３名
●持ち物：三角巾、エプロン
●材料費：2,500円（トラフグみがき1尾）

本場下関のトラフグ料理をご家庭でも簡単に味わっていた
だく講座です。

青 鮮魚商店
門司区東門司 1-12-7

☎090-7925-4776 受付 10：00〜18：00
定休日　日曜日

●16 風呂敷の色んな活用法
教えます

2月6日火･9日金
各日　11：00〜12：00
会場：お店　講師：三井 太
●対象：どなたでも ●定員：５名
●持ち物：風呂敷持参でも可
●材料費：なし

松村呉服店で毎日使用している風呂敷の基本的な結び方、
包み方、オシャレな使い方をお教えします。

株式会社 松村呉服店
門司区東門司 1-20-15

☎093-321-4626 受付 9：00〜18：00
定休日　日曜日

●4 これからの車は電動化が主流
でも、それってなんなの？

2月10日土･24日土
13：00〜14：00
会場：お店　講師：柏木 清伸
●対象：どなたでも ●定員：５名
●持ち物：なし
●材料費：なし

ハイブリッドや電気自動車、車選びのポイント・疑問や悩み事を“やきいも”
を食べながら気軽に話しませんか？女性の方も大歓迎です！！

武田自動車
門司区浜町 8-28

☎093-321-4651 受付 8：30〜17：30
定休日　日・祝日

●18 大人の英会話サロン
〈初心者向け〉

2月10日土･17日土
各日　11:00〜12:00 
会場：お店  講師：川ノ上ひとみ（ECCジュニア東郷教室）
●対象：どなたでも ●定員：６名 
●持ち物：筆記用具
●材料費：なし

旅行やおもてなしに役立つ会話表現を紹介！英会話を通して
「心はずむ交流」をしてみませんか

レンタルスペース　メリー
門司区西海岸１-2-15

☎093-341-1773 受付 10:00〜17:00
定休日　不定休

NEW! ●19 ガンとはなんぞや？
ガンに勝った人のお話！

①2月7日水②14日水③21日水
①③10：00〜11：00 ②13：00〜14：00
会場：お店 講師：日高崇博・賢宗
●対象：どなたでも ●定員：６名 
●持ち物：なし
●材料費：なし

ガンという病気にかかる人は日本人全体の1/2と言われているが、ほと
んどの人はガンの原因を知ってはいない。原因と対策を追求していく。

有限会社 サンファミリー
門司区東門司 2-6-6-502

☎080-3006-8894 受付 10：00〜17：00
定休日　土・日曜日

NEW!

●32 男だってキレイになりたい
イケメンおやじ

2月4日日･11日日･25日日
各日 10：00〜17：00 ※講座時間はお電話にて
会場：お店　講師：角南 洋
●対象：30代〜60代の男性限定
●定員：３名　●材料費：なし
●持ち物：シャンプーをして何もつけずにご来店下さい

髪の基本的なお手入れ方法、スタイリングの仕方、バランス、自分に
似合う髪型などを知る事ができます。（ご家族・友人との来店もOKです）

ヘアメイク　フェイト
門司区錦町 9-21

☎093-982-2614 受付 10：00〜18：00
定休日 月曜・第３日曜

NEW!

●46 飲む点滴 甘酒はスゴい！！
甘酒の魅力・秘密教えます

2月5日月･26日月
各日　14：00〜15：30
会場：お店　講師：島田 一輝
●対象：どなたでも ●定員：５名　
●持ち物：必要な方は筆記用具
●材料費：300円（甘酒代）

今大人気の甘酒。４種の甘酒を飲み比べながら、甘酒のことについて一緒
に勉強しましょう！！美味しい甘酒の飲み方やお料理レシピも教えます！！

配達１番　シマダ酒店
門司区錦町 4-1

☎093-332-5133 受付 11：00〜21：00
定休日　日曜日

NEW!

●17 やさしい仏教理論

2月4日日･9日金･21日水
各日　14：00〜15：00
会場：お店　講師：川上 憲信
●対象：どなたでも ●定員：７名 
●持ち物：なし
●材料費：なし

「幸福の科学」って仏教！？お釈迦様が一番伝えたかったことを
お話します。聞くだけ見学会。（いっさい信者の勧誘はしません）

幸福の科学
門司区栄町 5-28 第二久藤ビル２F

☎093-331-9773 受付 10：00〜18：00
定休日　月曜日

NEW!

●35 酸素ボックスの
効能

2月6日火
18：00〜19：00
会場：お店　講師：眞鍋 祐美子
●対象：どなたでも ●定員：５名
●持ち物：筆記用具
●材料費：なし

酸素ボックスの効能について、ボックスの中に入りながら
お話しします

あきたけ医院
門司区東門司 2-4-18

☎093-321-0541 受付 9：00〜18：00月火木金
　　 9：00〜12：30水
　　 9：00〜13：00土
定休日　日曜日

ナイト ●36 アロマ（香り）を
生活に生かそう！

2月8日木
18：00〜19：00
会場：お店　講師：日野 寛美
●対象：どなたでも ●定員：10名
●持ち物：筆記用具
●材料費：なし

これから健康に生涯をすごすために
（アロマセラピーで心身ともに健康生活）

あきたけ医院
門司区東門司 2-4-18

☎093-321-0541 受付 9：00〜18：00月火木金
　　 9：00〜12：30水
　　 9：00〜13：00土
定休日　日曜日

NEW!
ナイト

●13 初心者のための
日本酒講座

2月26日月
16：30〜18：00
会場：お店　講師：石田 雪絵
●対象：20歳以上（車の運転者不可）
●定員：８名 ●持ち物：なし
●材料費：500円（日本酒代）

日本酒を気軽に楽しみたいという方への入門編です。飲み
比べながら、利酒師・石田さんが分かりやすく解説致します。

山口酒店
門司区栄町 5-7

☎093-321-1275 受付 10：00〜18：00
定休日　日・祝日

NEW!

●22 北九州市「技の達人」に
テン刻を学ぶ

2月4日日
①10：00〜12：00 ②13：00〜15：00
会場：お店　講師：菊池 正幸
●対象：どなたでも ●定員：各５名
●持ち物：なし
●材料費：500円程度（石印材料代）

石の印材に自分の名前の一文字を彫刻してみませんか。

菊池印章堂
門司区栄町 10-19

☎093-321-5023 受付 10：00〜18：00
定休日　日・祭日

門司港まちゼミ参加店舗募集中！（詳細・エリアはお問い合わせ下さい）

●20 北九州の古代と
神社を学ぼう

2月7日水
16：00〜17：00
会場：門司港コミュカフェ（海峡プラザ） 講師：秋武 政道
●対象：どなたでも ●定員：５名
●持ち物：筆記用具
●材料費：なし

北九州にある神社の神社の古代史を学ぶことで、私たちの
住む街の自慢を発見しましょう。

じじやのひもの
門司区港町 4-4 海峡プラザ

☎093-322-1228 受付 10：00〜20：00
定休日　なし

NEW!

●38 乳がん予防の為の
乳房マッサージ

2月24日土･25日日
各日　11：00〜12：00
会場：お店　講師：遠藤 歩
●対象：女性限定 ●定員：４名
●持ち物：Tシャツ・タオル２枚（汚れてよいもの）
※マッサージオイル使用の為 ●材料費：500円（材料費）

自分の身は自分で守る！
精油を使って乳房のセルフトリートメントをします。

和布刈 いやしの風
門司区大字門司 3491-1 瀬戸内海国立公園和布刈公園内

☎093-555-4613 受付 11：00〜18：00
定休日　不定休

NEW!


