10月

19 日
木

から

受付スタートお申込は各店へ!

●「まちゼミ申込みです」とお電話ください。

申し込む（予約）

選ぶ
チラシの内容をよく見て
あなたの興味のある講座を
お選びください。
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●講座の場所や内容・持ち物、材料費の有無などをご確認ください。

受けたい講座のお店へ直接お電話で
ご予約・申込み下さい。
※参加申込受付時間を必ずお守り下さい。
※受付時間外のご予約は承ることができません
ので、あらかじめ御了承下さい。

“ラジオでしゃべっちゃおう！”パーソナリティ体験

ラジオパーソナリティとしての基礎の修得と実際に番組制作及び
生放送を楽しく行います。

11/3（金）・14（火）・23（木）
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当日
時間・場所をお間違えないよう
ご参加下さい。

無農薬で野菜を作ろう

無農薬で野菜栽培をするための基本的な考え方や旧暦を活用した
方法をわかりやすく解説します。

11/15（水）・22（水）

全て14：00〜15：30

10：30〜12：00、13：30〜15：00
●会 場：国分種苗
●講 師：木野田 寛
●材料費：なし ●持ち物：なし
●定 員：４名
●対 象：どなたでも

●会
●講

場：FMきりしま
師：皆元 祐子・前田 美樹
福留 湖弓
●材料費：なし ●持ち物：なし
●定 員：３名 ●対 象：小学生以上
霧島市国分中央３丁目33-34 大山ビル２F

霧島市国分中央３丁目23-８
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刃物メンテナンス講座

収穫の秋、到来！！素晴らしい食材の味を左右する刃物のキレ！日頃
の刃物のメンテナンスをこっそり、教えちゃいます。

10/25（水）・11/8（水）
13：30〜15：00
11/20（月）18：00〜19：30

●会 場：国分とみや刃物工具
●講 師：坂口 崇介 ●材料費：300円
●持ち物：所有の刃物（包丁、ナイフなど）
前かけ（エプロン）
●定 員：６名 ●対 象：どなたでも

FMきりしま 定休日／土・日曜日 営業時間／９：00〜19：00
0995-73-7070 参加申込受付 10：00〜18：00

国分種苗
定休日／日曜日 営業時間／８：00〜18：00
0995-45-0275 参加申込受付 10：00〜18：00

国分とみや刃物工具
0995-46-3650
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交通事故から身を守る！危険予知トレーニング

交通事故を「しない」「させない」「巻き込まれない」ためのテキス
ト活用の予知トレーニング。自分の身を守る術を学んでみませんか？

10/25（水）・11/15（水）
両日13：30〜15：00

●会 場：旭会館（旭交通本社２F）
●講 師：金谷晴房・小林 伸
●材料費：なし ●持ち物：なし
●定 員：５名
●対 象：免許所有者

今、話題のハーバリウムを作ってみよう
200㎖のガラスびん１本にお好きな花材を選び、世界に１つだけ
の、お気に入りのハーバリウムを作りましょう。

あなたのエンディングノート作ってみませんか？
①エンディングノートの活用方法
②エンディングノートの記入

11/2（木）・9（木）

●会 場：国分種苗ミント
●講 師：木野田 久美子
●材料費：1,500円（200㎖ガラスびん
１本分の花材及びオイル）
●定 員：４名 ●持ち物：なし
●対 象：大人の方（子供不可）

●会 場：明治安田生命 霧島営業所
●講 師：藤田 耕介
●材料費：なし ●持ち物：なし
●定 員：７名
●対象：どなたでも

10：30〜12：00

10：30〜12：00

17：30〜19：00

国分種苗ミント 定休日／日曜日、祝祭日 営業時間／９：30〜18：00
0995-45-0275 参加申込受付 10：00〜17：00

18

23

お店でも、ご家庭でも、ちょっと気のきいた文字でメッセージを伝
えられたら！実用を兼ねて、あなたの表現センスを磨きませんか。

参加申込受付 ９：00〜18：00

10/26（木）13：30〜15：00

霧島市国分中央２丁目15-25
旭交通（株）
定休日／なし 営業時間／０：00〜24：00
0995-47-1311 参加申込受付 ８：30〜17：00

やさしいPOP文字、POPづくり

霧島市国分中央４丁目26-17
定休日／日曜日 営業時間／７：30〜19：00

霧島市国分中央３丁目20-33

霧島市国分中央3-24-2 とらや八坂ビル３F

明治安田生命 霧島営業所 定休日／土、日曜日
営業時間／９：00〜15：30
0995-46-4272 参加申込受付 ９：00〜17：00

賢いプラきりポイントの集め方

プラきりカードはお持ちですか!?とってもお得で便利なプラきりカードの
賢い活用法やプラきり加盟店のお店情報などコッソリ教えちゃいます♪

10/28（土）10：30〜11：30
11/6（月） 11/15（水）

10/26（木）・11/9（木）
両日13：30〜15：00

●会 場：国分進行堂
●講 師：芝 眞由美
●材料費：300円（マーカー、用紙など）
●持ち物：なし ●定員：５名
●対 象：どなたでも

14：00〜15：00 10：30〜11：30

●会

場：プラスきりしまカード
インフォメーション
●講 師：大山 悠 ●材料費：なし
●持ち物：なし ●定 員：各３名 ●対象：どなたでも

霧島市国分中央３丁目16-33 定休日／なし

霧島市国分中央3-16-31 定休日／日曜日

㈱国分進行堂 営業時間／平日・日・祝日9：30〜19：00
0995-45-1015 参加申込受付 ９：30〜19：00

プラスきりしまポイントカード 営業時間／９：00〜18：00
0995-47-6100 参加申込受付 10：00〜17：00
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塗り絵から簡単ハガキ絵まで

水彩色鉛筆、水彩絵具、パステル、顔彩等の色材料の使い方、塗り絵
を楽しんでみませんか、自由にハガキや短冊に描くのも楽しいです。

11/10（金）・14（火）

10：00〜11：30

●会 場：国分進行堂
●講 師：赤塚 悦子
●材料費：300円
●持ち物：鉛筆・絵筆・絵具
あるものをお持ち下さい
●定 員：５名 ●対象：どなたでも
霧島市国分中央３丁目16-33 定休日／なし

ペットのシニアライフ

ワンちゃんは７歳頃からシニア期に入ります。今までとは違う生活スタイルな
ど、皆さんの悩みや楽しみ方を共有して、ペットライフに役立てましょう。

10/30（月）14：00〜15：30
11/9（木）10：30〜12：00
11/18（土）14：00〜15：30

●会 場：きりしまミクス
●講 師：大山 悠 ●材料費：なし
●持ち物：なし ●定 員：５名 ●対象：どなたでも

㈱国分進行堂 営業時間／平日・日・祝日9：30〜19：00
0995-45-1015 参加申込受付 ９：30〜19：00

きりしまミクス
0995-48-6620
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筆ペン、ボールペン実用美文字

ハガキや封書の宛名書き、著名など文字は人柄を表します。書く
ことが楽しくなる。自信が付く美文字カンタン講座です。

10/24（火）全て
11/1（水） 10：00〜11：30
●会 場：国分進行堂
●講 師：遠矢 淳子
●材料費：なし ●持ち物：なし
●定 員：５名
●対 象：どなたでも

霧島市国分中央３丁目16-33 定休日／なし

㈱国分進行堂 営業時間／平日・日・祝日9：30〜19：00
0995-45-1015 参加申込受付 ９：30〜19：00

第４回まちゼミの様子
『FMきりしま』

霧島市国分中央3-16-31 定休日／日曜日
営業時間／９：00〜18：00

参加申込受付 10：00〜17：00

ゼミの様子
第４回まち
くれ家』
『お宿のか

保険なんでも相談

今さら担当の方に時間をつくってもらうのも悪いし、直接聞くのも恥ずかしい
といった事が多数寄せられています。診断・相談のみ行います。お気軽に。

11/9（木）・16（木）
10：00〜15：00

個別対応いたします。お一人様１時間まで

●会 場：㈲きりしま保険事務所
●講 師：濵田 和直（スタッフ全員）
●材料費なし ●持ち物：なし
●定 員：１日あたり４名まで
●対 象：どなたでも
霧島市国分野口町2-17

㈲きりしま保険事務所 定休日／土・日・祝
営業時間／９：00〜18：00
0995-45-7468 参加申込受付 ９：00〜18：00

第４回まちゼミの様子
『エステティックTOMO
』

