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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！

・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をお願いします。

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。

受賞作品PR動画「学びの先に」は、上記QRよりご覧頂けます。↑

10月25日

受講者募集

こ だ わ り を 持 っ た 経 験 豊 富 な ま ち の
店 主 や ス タ ッ フ が 暮 ら し を 楽 し む た め の
講 座 を 無 料 で 行 い ま す ！
主催／魚町商店街振興組合、魚町一丁目商店街振興組合　

後援／北九州市、北九州市教育委員会　協賛／（株）タウンマネジメント魚町

まちゼミプレゼントまちゼミプレゼント

受 付 開 始

講 座 期 間

第19回
うおゼミ

全32講座

火

11月1日 火

30日 水

11/27（日）

問合せ・申込／新米谷 TEL093-521-0327［14:00～17:00（水曜定休）］

開催日

小倉城庭園にて香道体験32

第1部「洋室の椅子席にて香道講座」　費用：資料代500円　定員：20名(研修室にて)
香道成立の歴史を解説し、香木を聞いてみます。（香道では、香りを匂うではなく「聞く」と表現します）香木の
種類、組香、香と和歌の出会いによる香道の成立について、翠洋家元が、わかりやすくお話しいたします。

第2部「和室にて、組香を体験」  費用：材料費1,500円(当日受付時に徴収)　定員：14名(和室にて)
秋の和歌から、吉野山香を楽しみます。吉野山は日本一の桜の名所として有名ですが、同様に秋・冬いずれの季節も
趣深く、様々な和歌や物語に取り上げられています。翠洋家元のお点前で、雅な吉野山の組香を体験してみましょう。

第1部14：00～・第2部15：15～

あらかじめご予約をお願いします。 ※留守番電話での折り返し対応になる場合もあります。　
主催／香道翠風流 https://koudou-fukuoka.com/　後援／北九州市
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足の計測いたします！2 北九州初!!女性限定
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気軽にご一緒に♪
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はじめてのフラを
気軽にご一緒に♪
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空缶アルコールストーブを
作りませんか？
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G-SHOCKの歴史、
専門知識を学ぼう

21

初めての方限定！
やさしいインドカレーの作り方
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気軽に楽しめるお抹茶体験4
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（初心者向け）
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生前にこれだけは
やつておこう！（不動産）
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我家の土地、
どうしたら一番いいの？

19

『香道』源氏物語の紅葉8
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『時雨香』
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備えておきたい
「みらいのお金」の作り方
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備えておきたい
「みらいのお金」の作り方

18

街中のビルの屋上から
皆既月食を見よう

15

今更聞けない…
感染予防と対策について
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小倉城庭園にて
香道体験

32

雪の結晶万華鏡30

雪の結晶万華鏡30

雪の結晶万華鏡30

姫りんごを使った
Xmasキャンドルスタンド

28

姫りんごを使った
Xmasキャンドルスタンド

28

グリーンと木の実の
クリスマスリース作り

29

グリーンと木の実の
クリスマスリース作り

29

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！

まなびとESDステーション［地下1階］

特別講
座

［14:00～17:00（水曜定休）］

香道翠
風流 家

元 

江頭翠
洋 特別

講座！

香道は、香木の香りの組み合わせで、和歌の心象風景を表現します。
香りの世界をこの機会に楽しんでください。

魚 町 商 店 街 は 、日 本 で 初 め て の S D G s 商 店 街 で す！

特別講座



①11/1（火）　②11/4（金）

RE-BORN（リ・ボーン）
受　付

開催日

開催時間：①②14：00～16：00

対象：女性の方　持ち物：なし

材料費：なし　定員：4名

魚町三丁目2-18

眉スタイリングしませんか？1

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！

13：00～16：00（水曜定休）093-511-2908
11/13（日）

ミズノ小倉店
受　付

開催日

開催時間：10：00～18：30

対象：どなたでも　材料費：なし　　

持ち物：なし

魚町三丁目3-24サロンド・シンコメタニ1階

足の計測いたします！2

専用の測定器で足のサイズと幅、圧力
のバランスを計測します。靴選びの参
考にしてください。

10：00～18：30（第1火曜定休）093-513-1550
①11/15（火） ②11/16（水） ③11/17（木）

SDフィットネス365 小倉駅前店
受　付

開催日

開催時間：①19：30～20：30②11：00～12：00③19：15～20：15　

対象：女性限定（18歳以上）　持ち物：運動が出来る服装　

定員：3名　教材費：550円

京町三丁目1-1
セントシティ10F

北九州初!!女性限定マシンピラティス体験3

北九州で初めての「マシンピラティス」を
体験してみませんか？女性限定で先着3
名様です!!初めてでも安心!!

10：00～22：00（無休）093-513-7800

①②11/5（土）

北九州銀行
受　付

開催日

開催時間：①11：00～12：00 ②13：00～14：00　

対象：①未就学児～低学年 ②小学4～6年生　

会場：中屋ビル4階　定員：15名もしくは8組

堺町一丁目1-10

親子で学ぶ、やさしいマネー教室14

お買物ゲームを通じて、銀行員さんと
一緒にお子さまとお金について学びま
しょう！

9：00～18:00（平日のみ）093-513-5215
①②11/4（金）

明治安田生命保険(相)北九州支社
受　付

開催日

開催時間：①10：00～12：00 ②14：00～16：00　

会場：中屋ビル4階　持ち物：なし　

材料費：なし　定員：30名

紺屋町9-1
明治安田生命小倉ビル2F

健康寿命を延ばすためのフレイル講座13

健康寿命を延ばすための生活習慣のアド
バイスを講義いたします。

9：00～16:30（平日のみ）093-531-6331

①11/4（金） ②11/14（月） ③11/27（日）

井野屋
受　付

開催日

講師：松岡史子先生

開催時間：①②③10：30～12：30　定員：5名

持ち物：はさみ、おしぼり　材料費：1,000円

魚町二丁目3-22

布花、ふみ、赤く色着いた蔓の実27

赤い実、葉のパーツは出来ているので自
分の好みに蔓を作っていただきます。そ
のままでも曲げてリースでもどうぞ。

10：00～17：00（木曜定休）
10/26(水)臨時休業093-521-0781

11/19（土）

株式会社ツネミ
受　付

開催日

開催時間：10：00～11:00

会場:魚町三丁目3-20中屋ビル地下

対象：どなたでも　材料費：なし　定員：10名

門司区大字恒見1323-1

オリジナルコンクリート作品を作ろう31

水と混ぜて固めるだけ！コンクリートを使
って世界に1つだけの作品を作りません
か？一緒に楽しみましょう！

8：00～17：15（日曜定休）093-481-0278

美容・キレイ・健康
についての講座です。

知識や知恵を
まなぶ講座です。

お酒や料理など、
飲食に関する講座です。

作品を作ったり、
体験できる講座です。

①11/16（水）　②11/19（土）

野上神仏具店
受　付

開催日

開催時間：①②11：00～12：00　

対象：どなたでも　持ち物：なし

材料費：500円（2つ作る方は800円）　定員：4名

魚町二丁目2-11

オリジナル香袋講座17

数種類の香材を調合していただき、自分
だけのオリジナルの香りを作りましょう。

10：00～18：00093-521-1005
①11/8（火）　②11/22（火）

野上神仏具店
受　付

開催日

開催時間：①②14：00～15：30　

会場：中屋ビル4階　対象：どなたでも　

持ち物：飲み物　材料費：なし　定員：5名

魚町二丁目2-11

はじめてのフラを気軽にご一緒に♪16

曲にあわせて楽しく動いてみませんか？
心身ともにリラックスしましょう♪

10：00～18：00093-521-1005

11/19（土）

松永不動産×MIKAGE1881
受　付

開催日

開催時間：11：00～13：00　対象：どなたでも　定員：5組　　

持ち物：メスティンや飯盒などのクッカー、お米一合、ふりかけ

などのおかずになるもの、軍手

材料費：1,500円（クッカー付き）、500円（クッカー持参）

魚町二丁目1-7 5階

空缶アルコールストーブを作りませんか？24

空缶を使ってキャンプや非常時の湯沸かし等に使える携帯コンロを作り
ます。作った後は屋上でご飯を炊いて街中アウトドア。内容はQRコードから

10：00～17：00093-521-8481

小林時計店

開催時間：11:00～12:00　

対象：どなたでも　　持ち物：なし　定員：5名

会場:小林時計店魚町店３F

魚町一丁目3-3

G-SHOCKの歴史、専門知識を学ぼう21

多くの方に愛されている人気ブランド
G-SHOCKの歴史や魅力をメーカー様を
お招きして説明させていただきます。

11/19（土）
受　付

開催日

10：30～19：00（第三水曜定休）093-521-0013
11/17（木）

インド式カレーGANE-SHA（ガネーシャ）
受　付

開催日

開催時間：15：30～16：30

対象：初めての方限定！　持ち物：なし

材料費：1,000円　定員：6名

魚町三丁目1-11
クロスロード魚町1F

初めての方限定！やさしいインドカレーの作り方6

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！

17：00～19：00（月曜定休）093-541-2608
11/26（土）

辻利茶舗魚町店
受　付

開催日

開催時間：11：00～12：00

対象：どなたでも　持ち物：なし

材料費：500円　定員：6名

魚町三丁目2-19

気軽に楽しめるお抹茶体験4

ご自宅でも気軽に召し上がれるような、
お抹茶体験を行ってもらいます。

10：00～18：00
10/26(水）より受付開始

11：00～21：00093-521-3117
11/17（木）

受　付

開催日

093-541-0457
お好み焼き いしん

開催時間：16：00～17：00

対象：小学生以上　持ち物：なし

材料費：700円　定員：8名

魚町三丁目1-11
クロスロード魚町1F

鉄板でお好み焼き講座（初心者向け）5

鉄板でお好み焼きを焼いてみたいけど何
となく難しそう、そんなお悩みにお応えし
て、美味しい焼き方を伝授します。

①11/5（土） ②11/25（金） ③11/26（土）

atelier nosa（アトリエ ノサ）
受　付

開催日

開催時間：①②13：00～14:00 ③11：30～12：30

対象：どなたでも　持ち物：作品を持ち帰る袋

材料費：2,000円　定員：3名

魚町三丁目3-20中屋ビル2階
ポポラート三番街

3WAY しめ縄講座『Art フラワー』26

クリスマスリースにもなるお正月飾りを
手作りしてみませんか？ Artフラワー等
色を選んで作ります。

13：00～18：00
（月曜定休・不定休）090-7531-9707

①11/5（土）　②11/17（木）

atelier nosa（アトリエ ノサ）
受　付

開催日

開催時間：①16:00～17:00　②11:15～12：15

対象：どなたでも　持ち物：作品を持ち帰る袋

材料費：1,500円　定員：3名

魚町三丁目3-20中屋ビル2階
ポポラート三番街

苔に癒される暮し講座『こけ玉作り』25

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。今回はお1人様２
種類作ります。プレゼントにも！

13：00～18：00
（月曜定休・不定休）090-7531-9707

11/3（木）

似顔絵ツリガネニンジン
受　付

開催日

開催時：13：00～14:30

対象：小学生以上（1名又は2人1組）　定員：10名

持ち物：スケッチブック、画材、描きたい人の(動物)写真

魚町三丁目3-20中屋ビル2階
ポポラート三番街

似顔絵の描き方23

似顔絵師7年目のプロが教える似顔絵の
描き方。知って得する講座です。
限定3名似顔絵プレゼント！

11：00～18：00（月曜定休）080-5283-2052

11/5（土）

(株)マチクラ
受　付

開催日

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）

開催時間：13:30～14:30

対象：どなたでも　持ち物：筆記用具　定員：1組

魚町二丁目1-7 6階

生前にこれだけはやつておこう！（不動産）20

コロナ渦の中、これだけはやっておかな
ければいけない不動産問題をやさしく
ご相談にのります。

10：00～17：00（土日のみ）080-4281-0192
11/5（土）

(株)マチクラ
受　付

開催日

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）

開催時間：11:00～12:00

対象：どなたでも　持ち物：筆記用具　定員：1組

魚町二丁目1-7 6階

我家の土地、どうしたら一番いいの？19

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。

10：00～17：00（土日のみ）080-4281-0192

11/14（月）

新米谷
受　付

開催日

開催時間：14：00～15：30　

持ち物：ふくさ又は古帛紗　

材料費：2,000円（香木代）　定員：3名もしくは1組

魚町三丁目3-24 サロン・ド・シンコメタニ2階

『香道』源氏物語の紅葉8

数種の香木を聞き分ける優雅な遊び組
香。千年前の伊達男・光源氏の若き華の
日の物語と香りを楽しみます。

14:00～17:00（水曜定休）093-521-0327
11/12（土）

新米谷
受　付

開催日

開催時間：14：00～15：30　

持ち物：ふくさ又は古帛紗　

材料費：2,000円（香木代）　定員：3名もしくは1組

魚町三丁目3-24 サロン・ド・シンコメタニ2階

『香道』季節を楽しむ『時雨香』7

秋・時雨をテーマに、数種の香木の香り
を聞き分ける優雅な遊び、組香を楽しみ
ます。

14:00～17:00（水曜定休）093-521-0327
11/5（土）

松田楽器店
受　付

開催日

開催時間：10：30～11：30

対象：どなたでも　

材料費：なし　定員：15名

魚町一丁目3-1

ピアノのしくみ講座9

3階ホールにて、グランドピアノの歴史と
構造を説明し、実物のアクションを取り外
してみたいと思います。

10：00～20：00093-521-1010

11/2（水）

司法書士かけはし輝元事務所
受　付

開催日

開催時間：10：30～11：30

対象：どなたでも　持ち物：なし

材料費：なし　定員：8名

魚町三丁目3-20

空き家対策を考える10

管理できない空き家が増えています。
空き家をどうやれば活用・売却できるのか。
みんなでその手法を考えます。

9：30～17：30093-531-0333
11/9（水）

司法書士かけはし輝元事務所
受　付

開催日

開催時間：10：30～11：30

対象：どなたでも　持ち物：なし

材料費：なし　定員：8名

魚町三丁目3-20

相続登記義務化を考える11

令和6年4月1日相続登記が義務化されま
す。そのままにしておくと過料のおそれが
あります。対策を考えます。

9：30～17：30093-531-0333
11/23（水）

受　付

開催日

9：30～17：30093-531-0333
司法書士かけはし輝元事務所

開催時間：10：30～11：30

対象：どなたでも　持ち物：歩きやすい服装

材料費：なし　定員：8名

魚町三丁目3-20

小倉城まち歩きツアー12

小倉城庭園、八坂神社、小倉城などをまち歩
きツアーします。文学碑めぐりや銅像見学な
ど。歩きやすい服装で。

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。
お申込みは各店へ！

「まちゼミの申込です」とお電話ください。

第19回
うおゼミ

①11/9（水） ②11/16（水） 

ファイナンシャルプロ
受　付

開催日

講師：ファイナンシャルプランナー 大野健一

開催時間：①11：00～12：00 ②13：30～14：30

会場:魚町商店街振興組合３F　定員：5名

堺町一丁目9-10-2F

備えておきたい「みらいのお金」の作り方18

資産形成や資産運用に際し、手順や考え
方のポイントについて、またNISA制度に
ついてお伝えします。

9：00～19：00090-1800-1358

松永不動産×MIKAGE1881

開催時間：18:30～20:30　対象：どなたでも　

持ち物：CANON一眼レフ(EFレンズ)の場合は取付け可能

定員：5組

魚町二丁目1-7 5階

街中のビルの屋上から皆既月食を見よう15

皆既月食は月が地球の影に完全に隠され、赤黒く変色す
る天体ショー。みんなで月の変化を楽しみましょう。
天体望遠鏡完備、スマホで撮影も出来ます。※雨曇天中止

11/8（火）
受　付

開催日

10：00～17：00093-521-8481

11/26（土）

エーザイ株式会社
受　付

開催日

開催時間：13：00～13：30　

会場:中屋ビル4階　定員：40名

対象：なし（お子様・高齢者のいるご家庭優遇）

福岡市中央区渡辺通4丁目1-36
Bivi福岡6F（福岡CO）

今更聞けない…感染予防と対策について22

感染経路や種類・対策について家庭で出
来る予防や対策方法を分かりやすくご説
明します。

10：00～16：00（平日のみ）
魚町商店街振興組合093-521-6801

①11/12（土） ②11/13（日） ③11/20（日）

万華鏡KAZU工房
受　付

開催日

開催時間：①②③13：00～13：45

対象：小学生以上（保護者同伴）

材料費：2,000円（万華鏡一式）　定員：3名もしくは3組

魚町三丁目3-20中屋ビル2階
ポポラート三番街

雪の結晶万華鏡30

結晶をモチーフに万華鏡を作ってみませ
んか。鏡は組立済。好きなガラスやビーズ
を入れて素敵な万華鏡の完成！

11：00～18：00
（月曜定休・不定休）090-3416-5334

①11/10（木） ②11/24（木）

花のチモト 魚町店
受　付

開催日

開催時間：①②10：30～12：00　定員：6名

会場:魚町商店街振興組合３F　材料費：2,200円

持ち物：枝やワイヤーの切れるハサミ、ペンチ

魚町二丁目1-9

姫りんごを使ったXmasキャンドルスタンド28

かわいい生の姫りんごを使ったXmasキ
ャンドルスタンド。モミ、ヒバ等のXmasグ
リーンとリンゴの香り。

12：00～19：00（水曜定休）093-521-1387
①11/10（木） ②11/24（木）

花のチモト 魚町店
受　付

開催日

開催時間：①②13：30～15：00　定員：6名

会場:魚町商店街振興組合３F　材料費：2,200円

持ち物：枝やワイヤーの切れるハサミ、ペンチ

魚町二丁目1-9

グリーンと木の実のクリスマスリース作り29

そのままドライにしても飾れるXmasの
グリーンや木の実を使ったリースを作り
ます。一足早いXmas。

12：00～19：00（水曜定休）093-521-1387

こだわりを持った
経験豊富な店主やスタッフが
暮らしを楽しむための
講座を無料で行います！

10月25日受 付 開 始 火 11月1日 30日講 座 期 間 火 水


