魚町商店街のお店の人が教えてくれる！

魚 町 商 店 街 は 、日 本 で 初 め て の S D G s 商 店 街 で す！
魚町銀天街の取り組みが、第1回SDGsクリエイティブアワード
最優秀賞「ゴールド・アワード」を受賞！
持続可能な世界を目指して私達はまちゼミに取り組んでいます。

第 16 回

全35講座

うおゼミ

受講者
募集!

受賞作品PR動画
「学びの先に」
は、
右記QRよりご覧頂けます。

16回

第

うおゼミスケジュール
動画講座公開

14 焼うどんの

美味しい作り方講座

1

15 お宝公開します！
動画講座公開
21 まち歩き
zoom Liveツアー
小倉城編

2021
JUNE

6 本場のキンパと

コッチョリ
（即席キムチ）

2

15 お宝公開します！
19 みんなの相続・遺言

開催期間
スケジュールなどは公式WEBサイトを検索または右記QRからご確認ください。

15 お宝公開します！

1 眉スタイリング

18 日常書（のし袋）

15 お宝公開します！

3

4

3 鍼灸師が教える
美顔のツボ

5

10 甘酒・塩こうじ・

豆乳ヨーグルトの作り方

15 お宝公開します！
17『香道』香木を楽しむ

6.1 ● ▶ 30 ●
火

水

火 より
受付開始 5.25●

聞香『伽羅』

25 生きている間に
やっておく事

15 お宝公開します！

6

4 肩こりに効果的な

3 鍼灸師が教える

7

8

美顔のツボ

自分で出来る
ストレックス

5 リンパの話と

リンパケアの体験

5 リンパの話と

リンパケアの体験

15 お宝公開します！

15 お宝公開します！

17『香道』香木を楽しむ

15 お宝公開します！

15 お宝公開します！

22 備えておきたい

16『香道』香木を楽しむ聞香 15 お宝公開します！

9

「みらいのお金」の作り方

1 眉スタイリング

3 鍼灸師が教える

15 お宝公開します！

美顔のツボ

4 肩こりに効果的な
自分で出来る
ストレックス

15

10 11 12

8 みそ玉を作って

お召し上がり頂ける講座

環境を学ぼう

30 ダンボールクラフト

12 初めての方限定！

やさしい夏向き
インドカレーの作り方

25 26 35

15 お宝公開します！

15 お宝公開します！

お店の人が講師となって、専門知識やプロのコツを無料で教えてもらえる、
少人数制のミニ講座魚町得する街のゼミナール、略して「まちゼミ」です！

13 14 15 16 17 18 19

15 お宝公開します！

27 昆虫のサナギのお部屋作り

34 誕生石万華鏡を

7 おからみそを作ろう

作ってみませんか？

15 お宝公開します！

15 お宝公開します！

15 お宝公開します！

▶

23 24

15 お宝公開します！
26 我家の不動産、
どうしたら一番いいの？

聞香
『伽羅』

7 おからみそを作ろう

13 お抹茶をより美味しく

動画講座公開

24 それぞれの場所から

一緒に月を見ませんか

22 備えておきたい

「みらいのお金」の作り方

23 ワンポイント写真講座
ライティング編

16『香道』香木を楽しむ聞香

35 空缶アルコールストーブの

16 17

作りませんか？

(サロン・ド・シンコメタニ2階)

9 もち麦を食べよう

15 お宝公開します！

15 お宝公開します！

15 お宝公開します！

15 お宝公開します！

20 みんなの成年後見

28 エコ工作を楽しもう！

34 誕生石万華鏡を

15 お宝公開します！
31 苔に癒される

暮し講座『こけ玉作り』

15 お宝公開します！

美顔のツボ

31 苔に癒される

4 肩こりに効果的な

暮し講座『こけ玉作り』

自分で出来る
ストレックス

20 21 22 23 24 25 26
作ってみませんか？

32 プリザフラワー
アレンジメント

2

3 鍼灸師が教える

33 ミニ苔庭園作り

15 お宝公開します！

・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。・小学生以下は保護者同伴でのご参加

魚町銀天街
事務所（3階）

リユース風車

31 苔に癒される

魚町商店街

開催店 M A P

暮し講座『こけ玉作り』

33 ミニ苔庭園作り

27 28 29 30

ウォーク

15 お宝公開します！

15 お宝公開します！

15 お宝公開します！

11 はとむぎを食べよう
15 お宝公開します！

1

5

6

14

美容・キレイ・健康
についての講座です。

お酒や料理など、
飲食に関する講座です。

知識や知恵を
まなぶ講座です。

作品を作ったり、
体験できる講座です。

27

26
36

中屋ビル

1
辻利茶舗魚町店 13
湯川整骨院 本院
九州医療スポーツ専門学校付属
ナショナル整体学院

3 4

ピッコロ三番街［1階］
Philia 5
あぶくり 6 18
自然食工房めぐみ 7 8 9 10 11
ポポラート三番街［2階］

15

19 20 21

いしん 14

をお願いします。

29 ペットボトルで作る

2 歩こうノルディック

クロスロード魚町
12

atelier nosa 31 32 33
万華鏡KAZU工房 34
まなびとESDステーション［地下1階］
北九州ESD協議会 27 28 29 30

まちゼミプレゼント
まちゼミ受講アンケート記入
された方に抽選で10名様
「特製・魚町てぬぐい」
をプレゼントします！

全35講座

美容・キレイ・健康
についての講座です。

1 眉スタイリング
RE-BORN（リ・ボーン）
受

付

開催日

魚町三丁目2-18

093-511-2908 13：00〜16：00（水曜定休）
①6/4
（金） ②6/11
（金）

2 歩こうノルディックウォーク

3 鍼灸師が教える美顔のツボ

ミズノ小倉店

湯川整骨院 本院

受

付

開催日

魚町三丁目3-24サロンド・シンコメタニ1階

093-513-1550
6/27（日）

10：00〜19：00（第1火曜定休）

受

付

開催日

19 みんなの相続・遺言
魚町三丁目2-18

10：00〜20：00
093-521-2234
①6/5（土）②6/7（月）③6/14（月）④6/26（土）

付

開催日

知識や知恵を
まなぶ講座です。

20 みんなの成年後見

司法書士かけはし輝元事務所
受

お酒や料理など、
飲食に関する講座です。

魚町三丁目3-20

093-531-0333
6/2（水）

10：00〜17：00

21 まち歩きzoom Liveツアー 小倉城編

司法書士かけはし輝元事務所
受

魚町三丁目3-20

093-531-0333
6/23（水）

付

開催日

作品を作ったり、
体験できる講座です。

10：00〜17：00

司法書士かけはし輝元事務所
公開日

魚町三丁目3-20

6/1（火） ※雨天の場合6/4(金)に変更
申し込み方法は、ページ下記をご確認ください

民法の相続に関する部分が変わりました。
配偶
者居住権や介護従事者の遺産請求権など。
新し
い時代の相続法についてやさしく解説します。

お一人様で自分の将来が心配だ。年老いた親や身
内がいる。身内がいるが遠くにいて老後の面倒を見
てもらえそうにない。そんな心配にお答えします。

福岡県で唯一天守閣のあるお城、小倉城。
小倉城庭園から歴史の森、八坂神社を経て
小倉城天守閣前広場までご案内。

開催時間：①②③④16：00〜17：00

開催時間：10：30〜11：30

開催時間：10：30〜11：30

開催時間：14:00〜15:00

対象：どなたでも 持ち物：なし

対象：どなたでも 持ち物：なし

対象：どなたでも 持ち物：なし

定員：5名

持ち物：動きやすい服装、
タオル、飲み物

材料費：500円

材料費：なし 定員：8名

材料費：なし 定員：8名

対象：zoom 操作可能な方

4 肩こりに効果的な自分で出来るストレックス

5 リンパの話とリンパケアの体験

（即席キムチ）
6 本場のキンパとコッチョリ

九州医療スポーツ専門学校付属ナショナル整体学院 魚町三丁目2-18 2階

Philia

お客様に似合った眉スタイリングのアド
バイスをいたします。スッキリ整えて若
返り！

2本のポールを使ったウォーキングです。
基本の使い方や歩き方をご説明し、約3
キロのウォーキングを行います。

開催時間：①②14：00〜16：00

開催時間：13：00〜15：00

対象：女性の方

対象：どなたでも 材料費：なし 定員：10名

材料費：なし 定員：4名

受

付

開催日

持ち物：なし

093-512-8223 9:00〜18:00（土・日・祝定休）
①6/8
（火）②6/16
（水）③6/26
（土）

受

付

開催日

「刺さない針」を使って美顔のツボ教え
ます！セルフケアにピッタリ！痛くもあり
ません！お気軽に参加ください。

魚町三丁目3-20中屋ビル1階
ピッコロ三番街

070-2666-1138
①6/7
（月）②6/8
（火）

11：00〜17:30

定員：4名

あぶくりキッチン
受

付

開催日

魚町三丁目3-20中屋ビル1階
ピッコロ三番街

093-280-4029
6/2（水）

12：00〜17：00

22 備えておきたい「みらいのお金」の作り方

23 ワンポイント写真講座 ライティング編

24 それぞれの場所から一緒に月を見ませんか

ファイナンシャルプロ

松永不動産×MIKAGE1881

松永不動産×MIKAGE1881

受

付

開催日

堺町1-9-10-4F

090-1800-1358
①6/9
（水）②6/19
（土）

9：00〜19：00

受

付

開催日

魚町二丁目1-7 5階

093-521-8481
6/19（土）

10：00〜17：00

本場韓国のキンパと発酵させずに簡単に
作って食べる事が出来る即席キムチを作
ります。

資産運用のメリットとデメリットをふま
え、資産形成を考える手順や運用の考え
方をお伝えします。

ポートレートの基本ライティングを覚え
て、かっこよくSNSプロフィール写真を
撮ってみましょう！

開催時間：①②15：30〜16：30 ③13：30〜14：30

開催時間：①②11：00〜11：30

開催時間：11：00〜12：00

講師：ファイナンシャルプランナー 大野健一

講師：国松あずさ P16+

対象：パソコン・スマホを使用する方、年齢・性別不問

対象病中病後の方、高血圧の方はお問い合せ下さい

対象：どなたでも 材料費：1,500円

開催時間：①11：00〜12：00 ②14：00〜15：00

開催時間：15:00〜17:00

持ち物：腕をまくれる服装で 材料費：100円 定員：8名

材料費：500円

持ち物：エプロン、筆記用具、持ち帰りの保存容器

会場:魚町商店街振興組合３F

持ち物：デジカメ（出来ればマニュアル操作ができるもの）、SDカード

7 おからみそを作ろう

8 みそ玉を作って環境を学ぼう

講師：九州医療スポーツ専門学校教員 長谷川 徹

自然食工房めぐみ
受

付

開催日

魚町三丁目3-20中屋ビル1階
ピッコロ三番街

093-511-2352 10：00〜20：00（水曜定休）
①6/13
（日）②6/14
（月）

定員：1名

持ち物：飲料水

自然食工房めぐみ
受

付

開催日

10：00〜20：00（水曜定休）

自然食工房めぐみ
受

付

開催日

定員：5名

25 生きている間にやっておく事

9 もち麦を食べよう

魚町三丁目3-20中屋ビル1階
ピッコロ三番街

093-511-2352
6/10（木）

定員：10名

魚町三丁目3-20中屋ビル1階
ピッコロ三番街

093-511-2352
6/20（日）

10：00〜20：00（水曜定休）

(株)マチクラ
受

付

開催日

魚町二丁目1-7 6階

080-4281-0192
6/5（土）

10：00〜17：00（土日のみ）

①6/18（金）※雨天の場合②6/25(金)に変更
チャンネル「魚町商店街振興組合」

リンパ系のお話と施術を体験していただ
きます。

自分で簡単にできるツボ（経穴）を押しをしな
がら、首や肩の動きを良くする総合整体です。

公開日

魚町二丁目1-7 5階

街を飛び出して平尾台から月を中継。街中
で見る月と見比べてみます。
天体望遠鏡から見る月もお届け予定
開催時間：①20:00〜21:00 ②21:00〜22:00

定員：6名

この講座は「YouTube講座（動画）」です。ページ下部のQR
コードまたはアドレスよりアクセスして、受講してください。

どうしたら一番いいの？
26 我家の不動産、

27 昆虫のサナギのお部屋作り

(株)マチクラ

北九州ESD協議会

受

魚町二丁目1-7 6階

080-4281-0192
6/12（土）

付

開催日

10：00〜17：00（土日のみ）

受

付

開催日

魚町三丁目3-20中屋ビル地階1階

093-531-5011
6/13（日）

11：00〜18：00（日・月曜定休）

おから・米糀・海水塩を使って、みそ作り。
自然発酵していくみそは、栄養満点、格別
な味わいです。食事付。

一人分のみそを出汁と具材と一緒に丸め
て作るみそ玉。手軽に本格的なみそ汁を
味わいながら環境について学ぼう。

栄養価が高く低カロリーのもち麦。ごは
んやスープのトッピングに！美しく食べる
クッキングをご紹介します。

コロナ渦の中、今生きてるいる間にやっ
ておかなければいけない事をお話しま
す。

コロナ渦で我家の不動産をどうしたら
いいのか？ ご相談にのります。

カブトムシのサナギのお家を作って、サナ
ギから成虫になる過程を観察してみよ
う！

開催時間：①15：00〜17：00 ②10：00〜12：00

開催時間：①10：00〜12：00 ②18:30〜20:30

開催時間：10：00〜12：00

講師：久万稔博（行政書士・宅地建物士・ファイナンシャルプランナー）

講師：久万稔博（行政書士・宅地建物士・ファイナンシャルプランナー）

講師：私たちの未来環境プロジェクト

持ち物：エプロン、三角巾（バンダナ）、手ふき 定員：6名

対象：どなたでも 持ち物：なし

対象：どなたでも 持ち物：なし

開催時間：13:30〜14:30

開催時間：13:30〜14:30

開催時間：13：00〜15：00

材料費：1,700円（おから・米糀・海水塩の保存容器、食事代）

材料費：1,000円（食材・食事付） 定員：6名

材料費：1,100円（食材・食事付） 定員：6名

対象：どなたでも 持ち物：筆記用具

10 甘酒・塩こうじ・豆乳ヨーグルトの作り方
自然食工房めぐみ
受

付

開催日

魚町三丁目3-20中屋ビル1階
ピッコロ三番街

093-511-2352
6/5（土）

10：00〜20：00（水曜定休）

12 初めての方限定！やさしい夏向きインドカレーの作り方

11 ハトムギを食べよう
自然食工房めぐみ
受

付

開催日

魚町三丁目3-20中屋ビル1階
ピッコロ三番街

093-511-2352
6/27（日）

10：00〜20：00（水曜定休）

28 エコ工作を楽しもう！

魚町三丁目1-11
インド式カレーGANE-SHA（ガネーシャ） クロスロード魚町1F

北九州ESD協議会

受

受

付

開催日

093-541-2608
6/17（木）

17：00〜19：00（月曜定休）

定員：1組

付

開催日

魚町三丁目3-20中屋ビル地階1階

093-531-5011
6/20（日）

11：00〜18：00（日・月曜定休）

対象：どなたでも 持ち物：筆記用具

対象：小学生

持ち物：なし 材料費：未定 定員：10名

定員：1組

29 ペットボトルで作るリユース風車

30 ダンボールクラフト

北九州ESD協議会

北九州ESD協議会

受

付

開催日

魚町三丁目3-20中屋ビル地階1階

093-531-5011
6/26（土）

11：00〜18：00（日・月曜定休）

受

付

開催日

魚町三丁目3-20中屋ビル地階1階

093-531-5011
6/12（土）

11：00〜18：00（日・月曜定休）

ご自宅で簡単に作れる発酵食。作り方と
アレンジ方法をお伝えします。

ヨクイニンとして漢方薬にも使われるハ
トムギ。その効果や美味しい食べ方をお
伝えします。

家庭で出来るインドカレーの基本とその
応用でさまざまなインド料理が出来る楽
しい講座です。
プロの味を！

チラシで作るプレゼントボックスやアク
セサリーを作ったりします。お土産もあ
りますよ。

使用済みのペットボトルに自由にカラー
テープを貼ってカラフルな風車を作り、
リ
ユースの大切さを学びます。

段ボール箱を使って動物などの置物を作
る工作です。ハサミと接着剤での初歩的
な物づくりを楽しむことができます。

開催時間：10：00〜11：00

開催時間：10：00〜12：00

開催時間：15：30〜16：30

講師：環境学習サポーターの会

講師：若松秋桜会

講師：ダンボール工房

対象：どなたでも 持ち物：なし

対象：どなたでも 持ち物：なし

対象：初めての方限定！ 持ち物：なし

開催時間：13：00〜15：00

開催時間：13：00〜15：00

材料費：1,100円（試食用食材費） 定員：6名

材料費：1,100円（食材・食事付） 定員：6名

材料費：1,000円

持ち物：なし 材料費：なし 定員：10名

13 お抹茶をより美味しくお召し上がり頂ける講座
辻利茶舗魚町店
受

付

開催日

魚町三丁目2-19

093-521-3117
6/12（土）

11：00〜18：00

15 お宝公開します！

14 焼うどんの美味しい作り方講座
お好み焼き いしん
公開日

定員：6名

魚町三丁目3-20

6/1（火）
チャンネル「魚町商店街振興組合」

付

開催日

対象：大人

31 苔に癒される暮し講座『こけ玉作り』

はまだ洋装店
受

対象：どなたでも

魚町二丁目1-8 2階

093-521-1259
6/1（火）〜30（水）

11：00〜17：00（水曜定休）

atelier
受

付

開催日

魚町三丁目3-20中屋ビル2階
nosa（アトリエ ノサ）
ポポラート三番街

13：00〜19：00
090-7531-9707
（月曜定休・不定休）
①6/24
（木）②6/25
（金）③6/26
（土）

材料費：100円

開催時間：13：00〜15：00

32 プリザフラワーアレンジメント
atelier
受

付

開催日

33 ミニ苔庭園作り

魚町三丁目3-20中屋ビル2階
nosa（アトリエ ノサ）
ポポラート三番街

090-7531-9707
6/24（木）

対象：大人

持ち物：なし 材料費：100円 定員：10名

定員：10名

13：00〜19：00
（月曜定休・不定休）

atelier nosa（アトリエ ノサ）
受

付

開催日

魚町三丁目3-20中屋ビル2階
ポポラート三番街

090-7531-9707
①6/25
（金）②6/26
（土）

辻利茶舗の厳選した抹茶を使用し簡易な
お抹茶体験を実施します。

小倉の名物小倉発祥焼うどんを乾麺を湯
がいて焼いてみよう！

昭和天皇様当地御行幸のお写真、明治大
正昭和時代のご朱印帳発見!! ご披露い
たします。

開催時間：11：00〜12：00

この講座は「YouTube講座（動画）」です。

開催時間：期間中いつでもどうぞ

開催時間：①②③13：00〜14：00

開催時間：15：00〜16：00

開催時間：①②15：00〜16：00

対象：どなたでも 持ち物：なし

ページ下部のQRコードまたはアドレスより

対象：どなたでも 持ち物：なし

対象：どなたでも 持ち物：作品を持ち帰る袋

対象：どなたでも 持ち物：作品を持ち帰る袋

対象：どなたでも 持ち物：作品を持ち帰る袋

材料費：500円

アクセスして、受講してください。

材料費：なし 定員：なし

材料費：1,500円

材料費：2,000円

材料費：1,500円

定員：6名

16『香道』香木を楽しむ聞香
新米谷
受

付

開催日

魚町三丁目3-24 サロン・ド・シンコメタニ2階

093-521-0327 14：00〜17:00（水曜定休）
①6/10
（木） ②6/14
（月）

17『香道』香木を楽しむ聞香『伽羅』
新米谷
受

付

開催日

魚町三丁目3-24 サロン・ド・シンコメタニ2階

093-521-0327 14：00〜17:00（水曜定休）
①6/5
（土） ②6/7
（月）

六国(りっこく)と呼ばれる六種類の香木。
この貴重な香木の繊細な香りを観賞する
聞香体験です。

六国と呼ばれる六種の香木の中でも最
高峰の「伽羅」。伽羅ばかり三種を優雅に
味わう至福の聞香体験です。

開催時間：①②14：00〜15：00

開催時間：①②14：00〜15：00

対象：どなたでも 持ち物：なし
材料費：1,000円（香木代） 定員：1名もしくは1組

受

付

開催日

薔薇や紫陽花、かすみ草のプリザーブド
フラワーアレンジメントです。
カラフルに
もモダンにも作れます。

富士山の溶岩石と苔で小さな木箱入りミ
ニ苔庭園を作ります。和のインテリア作
り。
プレゼントにも！

定員：3名

34 誕生石万華鏡を作ってみませんか？

18 日常書（のし袋）
魚町三丁目3-20中屋ビル1階
ピッコロ三番街

あぶくり

多肉植物か植物どちらかを選んで、植物
付きこけ玉を作ります。今回は２種類作り
ます。
プレゼントにも！

093-280-4029
6/3（木）

12：00〜17：00

魚町三丁目3-20中屋ビル2階
ポポラート三番街

万華鏡KAZU工房
受

付

開催日

11：00〜18：00
090-3416-5334
（月曜定休・不定休）
①6/15
（火）②6/23
（水）

定員：3名

35 空缶アルコールストーブを作りませんか？
松永不動産×MIKAGE1881
受

付

開催日

093-521-8481
6/19（土）

講師：浦 恵美子

プレゼントやご自分用に！好きな石を入
れて万華鏡を作ろう。鏡は組み立て済み
です。お気軽にご参加ください。

開催時間：12：00〜14：00 対象：どなたでも

開催時間：14：00〜15：00

開催時間：①②13：00〜14:00

持ち物：メスティンや飯盒などのクッカー、
お米一合、

対象：どなたでも 持ち物：なし

対象：どなたでも 持ち物：筆ペン

対象：どなたでも 持ち物：なし

ふりかけなどのおかずになるもの、
軍手 定員：5組

材料費：2,000円（香木代） 定員：1名もしくは1組

材料費：500円

材料費：2,000円（万華鏡一式） 定員：3名

材料費：1,500円
（クッカー付き）
、
500円
（クッカー持参）

楽しく日常の書を書いてみませんか？

定員：10名

このアイコンのある講座は「YouTube講座（動画）」
です。
ご自宅などからお気軽に講座を受講できます！
14 24 の講座をご希望の方は、右記QRコード（またはアドレス）より、動画講座をご覧下さい。YouTubeチャンネル「魚町商店街振興組合」

キャンプや非常時にも使える便利グッズ！作った後
はご飯を炊いて街中アウトドア。内容はQRコードから

魚町二丁目1-7 5階
10：00〜17：00

13：00〜19：00
（月曜定休・不定休）

定員：3名

受 講 参 加 者 へ コロ ナ 感 染 防 止
ご 協 力 のお 願 い
体温が37.5℃以上の方、体調が優れない方は
ご来場をお控えください。
来場時のマスクやフェイスシールド着用をお願いします。
また、当日、急遽講師が来場できない場合は
講座を中止する場合がございます。予めご了承ください。

このアイコンのある講座は「zoomオンライン講座（動画）」
です。
ご自宅などからお気軽に講座を受講できます！
21 の講座をご希望の方は、魚町銀天街HP内のお問い合せページから「うおゼミ まち歩き」と必要事項を記入の上お申込み下さい。

後日zoomアドレスを送ります。申し込み多数の場合は、先着順とさせていただきます。魚町銀天街HP「uomachi.or.jp」
または右記QRコードより→

