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⑥ シューズセンター いづみ
⑦ 香り処 ギャラリー池田
⑧ 茶処 金子園
⑨ 花のおおき
⑩ コットンショップ たなか

⑪ 機能訓練プラザ
⑫ KCSセンター富士～姿勢専科～
⑬ コスメティックスおおしば

■ 会場
　 ❶ 宮下記念館
　 ❷ 富士駅北まちづくりセンター
　 ❸ 富士駅南まちづくりセンター
　 ❹ 水戸島中区公会堂
　 ⑤ ニコラスクラブ

■ 営業時間
8：30～19：00
8：00～17：00
9：00～22：00

9：00～12：00
10：00～17：00
9：00～17：00
9：00～21：00
12：30～16：30
10：00～20：00

■ 定休日
なし

土・日曜、祝日
不定休
なし
なし
なし
土・日曜
なし
なし
なし

■ 店舗名
　 ＊ 竹の子書道会
　 ＊ ㈱ふじかわコーポレーション
　 ＊ ヒロ針灸治療院
　 ＊ エムネージュ
　 ＊ 富士笑いヨガクラブ たんぽぽ
　 ＊ 司法書士事務所LINK
　 ＊ オレンジポット
　 ＊ 静岡県ブローライフル協会
　 ＊ ミュージックギャラリー 月夜の仔猫
　 ＊ ハクビ京都きもの学院　 

■ 営業時間
10：00～19：00
9：00～19：00
9：30～18：00
10：00～20：00
13：00～15：00
9：00～19：00
10：00～16：00
10：00～17：00
10：00～20：00
9：30～19：30
9：00～19：00

■ 定休日
木曜
日曜
日曜
月曜
なし
なし

水・日曜、祝日
土・日曜、祝日
水・日曜
日曜、祝日
なし

■ 店舗名
　 ＊ 香り処 ギャラリー池田
　 ＊ 漢方の葵薬品
　 ＊ ニコラスクラブ
　 ＊ シューズセンター いづみ
　 ＊ 茶処 金子園
　 ＊ 花のおおき
　 ＊ コットンショップ たなか
　 ＊ 機能訓練プラザ
　 ＊ KCSセンター富士～姿勢専科～
　 ＊ コスメティックスおおしば
　 ＊ amitie
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春
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開講日 ： 平成30年6月2日（金）～24日（日）23日間です！

主催：富士健康印商店会　　後援：富士市・富士商工会議所
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富士高校富士高校

どのゼミ受ける？ この春受けたい富士駅周辺のまちゼミ39教室！！

■お申し込み方法
　●パンフを開いて、番号の書かれた講座の内容と電話番号、MAP番号をチェック！
　●MAPで場所を確認し、申込先の電話番号で直接お申し込みください！

■お願い
　●申込み多数の場合、抽選となる可能性があります。
　●各会場は駐車場に限りがあるため、公共交通機関等の利用にご協力をお願いします。

【お問い合わせ】　事務局　☎0545-52-0995　8：30～17：15（土・日曜、祝日を除く）
｢富士山一丁目｣ まちなか学園｢富士山一丁目｣ まちなか学園
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by ハクビ京都きもの学院

ゆかたの着方と、半巾帯の結び方
を覚えましょう。お祭りや花火大会
にゆかたで参加しませんか？小学
生、中学生、高校生は親子で！！

内　容

夏こそ”ゆかた”デビューしませんか

■開催日 ①６/2（土）、6日（水）、13日（水）、16日（土） ②③６/6日（水）、13日（水）
■場所 水戸島中区公会堂（MAP番号❹）
■時間 ①10：00～12：00 ②14：00～16：00 ③19：00～21：00
■定員 各回10名　■講師 岩崎富子、吉村恵理子
■持ち物 ゆかた、半巾帯、腰ひも2～3本（中学生以上は無料貸出可）
■受講料 500円（高校生まで無料）　■申込先 090-3582-4507

❶

〝お店の人〟が
　教えてくれる!

プロフェッショナル

by ミュージックギャラリー 月夜の仔猫

「愛の讃歌」「サントワマミー」
「雪が降る」「夢の中に君がいる」
「ろくでなし」を歌ってみましょう。

内　容

楽しくシャンソン～越路吹雪を歌おう

■開講日 6/3日（日）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 12：30～13：45　■定員 20名
■講師 高木満寿美　■持ち物 筆記用具、手鏡、録音機（お持ちの方）
■受講料 300円　■申込先 52-7114

❹

by エムネージュ

だれでも簡単に癒しの絵が仕上
がります。仕上がりはどなたも
ご自分の絵に感動します。

内　容

元気になれるパステルアート

■開講日 6/5日（火）、12日（火）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 10：00～11：30　■定員 各6名
■講師 秋山奈千　■受講料 1,000円
■申込先 090-3385-6404

10

by 花のおおき

今回は壁掛けタイプの作品を作
ります。プリザーブドのバラは、
お好きな色を選べます。

内　容

プリザーブドフラワー講座

■開講日 6/5日（火）、6日（水）、9日（土）、10日（日）、20日（水）、23日（土）
■場所 花のおおき（MAP番号⑨）
■時間 各日11：00～12：00、15：00～16：00
■定員 各4名　■講師 大木喜代恵　■持ち物 持ち帰り袋
■受講料 2,500円　■申込先 61-0714

❽

by エムネージュ

血行がよくなり肩こり目がスッキ
リ！！日頃の疲れ、ストレスを解
消！！

内　容

ヘッドセラピーorハンドトリートメント

■開講日 6/5日（火）、12日（火）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 10：00～11：30　■定員 各6名
■講師 鈴木かす美　■受講料 1,000円
■申込先 090-3385-6404

❾
by コスメティックスおおしば

12年続いている人気講座。眉が
決まると一日ハッピーですよね。
ひとりひとり個性やテクニック
に応じてレッスンいたします。

内　容

眉ひとつでこんなに変わる！！

■開講日 6/7日（木）、9日（土）、11日（月）、21日（木）、24日（日）
■場所 コスメティックスおおしば（MAP番号⑬）
■時間 10：00～12：00、14：00～16：00　■定員 各4名
■講師 大芝哲也　■持ち物 ご自身のメイク道具
■受講料 無料　■申込先 61-1448

11

by コットンショップ たなか

基本のステッチを使って、かわい
い「ランチョンマット」をつくりま
す。2時間で仕上げましょう。

内　容

簡単フランス刺しゅう

■開講日 ①6/4（月）、8（金） ②6/11（月）
■場所 コットンショップ たなか（MAP番号⑩） 
■時間 ①13：00～15：00 ②10：00～12：00 
■定員 各3名　■講師 田中延代
■受講料 1,000円　■申込先 64-6816

❼

by ヒロ針灸治療院

4回にわたり美しい姿勢を手に入
れるためのエクササイズを行って
いきます。誰でも簡単にできるエ
クササイズなのでご安心下さい。

内　容

美☆姿勢講座（4回セット）

■開講日 ①6/2日（土）、23日（土） ②6/3日（日）、9日（土）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 ①13：30～15：00 ②10：00～11：30
■定員 各10名　■講師 山口智一
■持ち物 ヨガマット（お持ちの方）
■受講料 500円　■申込先 090-4444-6920

❸

by ヒロ針灸治療院

夏に向けて体型をきれいにした
い方必見！！美しいボディを手に入
れるための方法を伝授します！興
味ある方はぜひ参加下さい。

内　容

美☆body講座

■開講日 6/3日（日）、9日（土）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 13：30～14：30
■定員 各10名　■講師 山口智一
■持ち物 ヨガマット（お持ちの方）
■受講料 400円　■申込先 090-4444-6920

❻

by ヒロ針灸治療院

バランスボールが家に眠ってい
る方！バランスボールエクササイ
ズを伝授致します。ぜひご参加下
さい！

内　容

バランスボール体操

■開講日 6/3日（日）、9日（土）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 14：45～15：45　■定員 各10名
■講師 山口智一　■持ち物 動きやすい服装、筆記用具、バインダー
■受講料 500円　■申込先 090-4444-6920

❺

by ヒロ針灸治療院

肩こりや腰痛、膝痛に効く筋トレ
やストレッチングをご紹介します！
普段から肩こりや腰痛がある方！
ぜひご参加ください。

内　容

筋トレ＆ストレッチング講座

■開講日 6/2日（土）、23日（土）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 15：20～16：00
■定員 各10名　■講師 山口智一
■持ち物 ヨガマット（お持ちの方）
■受講料 300円　■申込先 090-4444-6920

❷

体験！！体験！！
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by ニコラスクラブ

生涯を通じて健康で楽しく過ご
すために運動はかかせません。
筋トレと、ストレッチ、そして太
極拳で体を動かしましょう。

内　容

ニコニコ健康太極拳21

■開講日 6/14（木）
■場所 ニコラスクラブ（MAP番号⑤）
■時間 9：30～11：00  ■定員 5名
■講師 遠藤陽子　■受講料 500円
■申込先 080-4008-9478

by オレンジポット

プロの指導で本格的なクレープ
を焼いてみませんか！クレープを
2枚焼いて、トッピングします。

内　容

クレープ焼体験

■開講日 ６/16（土）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 13：00～14：00、15：30～16：30
■定員 各10名　■講師 鈴木康弘  ■受講料 800円
■申込先 32-7979 or 090-6092-2392

24

by 漢方の葵薬品

自分で野菜をすり鉢ですって、
搾って体験しませんか？作り方で
全く違った栄養のない青汁になっ
てしまうこともあるんですよ。

内　容

青汁工房

■開講日 6/9（土）
■場所 富士駅南まちづくりセンター（MAP番号❸）
■時間 14：00～15：30　■定員 10名
■講師 日本薬品開発 松永　■持ち物 作業しやすい服装
■受講料 無料　■申込先 64-1825

15

by ニコラスクラブ

お茶を飲んでケーキを食べなが
ら一緒に懐かしい歌を歌いま
しょう。ギター弾ける方は、持っ
てきて一緒に弾いてください。

内　容

ニコニコ歌声茶会25

■開講日 6/18（月）
■場所  ニコラスクラブ（MAP番号⑤）
■時間 10：00～11：30  ■定員 20名
■講師 遠藤陽子　■受講料 500円
■申込先 080-4008-9478

by 花のおおき

6月の誕生花の1つであるバラの
入った、アレンジメントを作りま
す。17日は父の日なので、プレゼ
ントにしても良いですね。

内　容

バラのフラワーアレンジ講座

■開講日 6/12（火）、13（水）、16（土）、17（日）
■場所 花のおおき（MAP番号⑨）
■時間 11：00～12：00、15：00～16：00
■定員 各4名　■講師 大木喜代恵　■持ち物 持ち帰り袋
■受講料 1,000円　■申込先 61-0714

18

by 機能訓練プラザ

当施設のマシンを利用して、皆
さんで楽しくパワーリハビリを
実践してみましょう。

内　容

正しいパワーリハビリの進め方

■開講日 6/15（金）
■場所  機能訓練プラザ（MAP番号⑪）
■時間 19：00～20：00　■定員 20名
■講師 風間章好　■持ち物 動きやすい服装
■受講料 無料　■申込先 32-7599

22
by 富士笑いヨガクラブ たんぽぽ

みんなで楽しく、わっはっは！！体も
心もリフレッシュ！！元気になれる
体操です！笑いたい方、どなたで
もお気軽にご参加ください。

内　容

みんなで笑おう笑いヨガ

■開講日 6/16（土）
■場所 富士駅南まちづくりセンター（MAP番号❸）
■時間 10：00～11：00　■定員 20名
■講師 日本笑いヨガリーダー　岩本清次・美喜
■持ち物 動ける服装、飲み物、タオル　■受講料 無料
■申込先 090-9947-5334

23

by 香り処 ギャラリー池田

ピンクの桃袋に赤ちゃんの顔。
袋の中にお守りやお香等入れて
もいいですね。材料と糸を用意
していますので、すぐ作れます。

内　容

桃の赤ちゃん

■開講日 6/9（土）
■場所 香り処 ギャラリー池田（MAP番号⑦）
■時間 9：30～12：30　■定員 8名　■講師 池田雅子
■持ち物 裁縫道具　■受講料 1,000円
■申込先 63-8027　　※お土産つき

14
by 香り処 ギャラリー池田

初心者がつまづくポイントを丁
寧に指導します。用具と糸はこ
ちらで用意します。お土産のモ
チーフ1枚付きです。

内　容

タティングレース入門

■開講日 ①6/8（金） ②6/15（金）
■場所 宮下記念館（MAP番号❶）
■時間 ①18：30～20：30 ②14：00～16：00　■定員 各8名
■講師 寺尾洋子　■持ち物 筆記用具、糸切りばさみ
■受講料 1,500円　■申込先 63-8027

13

by シューズセンター いづみ

足トラブルの最大要因は靴とそ
の履き方にあります。良い靴の選
び方・履き方の講座です。

内　容

目からウロコの靴と足の話

■開講日 6/2（土）、6（水）、9（土）
■場所 シューズセンター いづみ（MAP番号⑥）
■時間 14:00～16:00　■定員 各4名　■講師 泉　智之
■受講料 無料（テーピング希望の方は別途450円）
■申込先 61-1486　t-izumi@thn.ne.jp
　※できるだけメールにてお申し込みください。件名『受講申込』

29
by シューズセンター いづみ

良質な靴を正しく履くことで子
どもは歩き方、姿勢、運動能力
まで劇的に向上します。

内　容

子供の足の健康な成長を助ける靴の選び方講座

■開講日 6/3（日）、7（木）、17（日）、20（水）
■場所 シューズセンター いづみ（MAP番号⑥）
■時間 14:00～16:00　■定員 各4名　■講師 泉　智之
■受講料 無料（テーピング希望の方は別途450円）
■申込先 61-1486　t-izumi@thn.ne.jp
　※できるだけメールにてお申し込みください。件名『受講申込』

30

by ㈱ふじかわコーポレーション

時代が変わっても変わらない、人
生をより良く生きるための論語章
句を、声に出して読み・書き・そろ
ばんの寺子屋方式で学びます！

内　容

寺子屋・こども（親子）論語塾

■開講日 6/24（日）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 10：00～11：00　■定員 10組
■講師 尾崎一裕　■持ち物 筆記用具
■受講料 1組500円　■申込先 81-0012

38

by シューズセンター いづみ

快適なウォーキングや登山には
靴選びが最も重要。正しい靴選
び、履き方の講座です。

内　容

ウォーキング・登山で失敗しない靴の選び方

■開講日 6/10（日）、13（水）、21（木）、23（土）
■場所 シューズセンター いづみ（MAP番号⑥）
■時間 14：00～16：00　■定員 各4名　■講師 泉　智之
■受講料 無料（テーピング希望の方は別途450円）
■申込先 61-1486　t-izumi@thn.ne.jp
　※できるだけメールにてお申し込みください。件名『受講申込』

35

by ニコラスクラブ

銀行・外資系金融機関での長年
の経験豊富な知識を持つFP杉
山と一緒にライフプランをもう
一度考えてみませんか。

内　容

人生100年あなたはどう生きますか？33

■開講日 6/9（土）
■場所 ニコラスクラブ（MAP番号⑤）
■時間 10：00～11：30  ■定員 10名
■講師 杉山英文（FP）　■受講料 500円
■申込先 080-4008-9478

by ㈱ふじかわコーポレーション

給料が増えない。貯金が増えな
い。そんな厳しい時代だからこ
そ、使う、貯める、増やす様々な
ヒントを盛りだくさん。

内　容

低成長時代を賢く生きる、お金の知恵

■開講日 6/24（日）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 13：00～14：30　■定員 10組
■講師 尾崎一裕（FP）　■持ち物 筆記用具
■受講料 1組500円　■申込先 81-0012

39
by ㈱ふじかわコーポレーション

「相続？財産ないし争族関係な
い」と思っていませんか？財産の
少ない方ほど、もめています。生
前だからできる対策、伝えます。

内　容

相続・不動産知っ得講座

■開講日 6/24（日）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 15：30～17：00　■定員 10組
■講師 尾崎一裕（相続アドバイザー）　■持ち物 筆記用具
■受講料 1組500円　■申込先 81-0012

40

by amitie

富士市産の紙バンドで可愛い
ビーズの小物入を作りませんか？
おやつを入れたり、お菓子を入れ
てプレゼントしても喜ばれます。

内　容

紙バンドで作るビーズの小物入12

■開講日 ①6/7（木） ②6/13（水）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 ①13：00～15：00 ②10：00～12：00
■定員 各8名　■講師 渡邉友子　■持ち物 ハサミ
■受講料 1,500円　■申込先 080-3086-0492

by 静岡県ブローライフル協会

的あてゲームを楽しみながら、肺
トレーニング。姿勢が良くなり、腹
式呼吸で、健康UP！誰でもできる
ユニバーサルスポーツです。

内　容

ブローライフルで生き生き息ササイズ16

■開講日 6/10（日）、14（木）、23（土）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 10：00～11：30　■定員 各10名
■講師 前澤康代　■持ち物 飲み物　■受講料 500円
■申込先 090-9921-0544 ※子供身長120ｃｍ以上、子供のみ不可

by 茶処 金子園

『茶め～る』とはお茶が入ったプチ
封筒。そこに絵や文字、スタンプ
を捺して絵封筒を作成。お茶と共
に気持ち♡も伝え、送りましょう。

内　容

オリジナル『茶め～る』を作って、送ろう！

■開講日 6/11（月）、18（月）
■場所 茶処 金子園（MAP番号⑧）
■時間 13：30～15：00　■定員 各8名
■講師 手紙コンサルタント かねこえりか
■持ち物 使いたい筆記用具、送り先住所
■受講料 1,000円　■申込先 090-9944-3473

17

by 漢方の葵薬品

「転移を制するもの癌を制す」
癌患者が死亡するのは、癌が転
移を起こすから。私は癌転移に
ついて日々研究しています。

内　容

がん講座

■開講日 6/9（土）
■場所 富士駅南まちづくりセンター（MAP番号❸）
■時間 15：30～17：00
■定員 10名　■講師 青木勝也
■受講料 無料　■申込先 64-1825

32

by ニコラスクラブ

初心者のためのスマホ講座（アイ
フォン・アンドロイド）。地図と乗換
案内アプリ紹介。

内　容

ニコニコスマホ講座31

■開講日 6/4（月）、11（月）
■場所 ニコラスクラブ（MAP番号⑤）
■時間 10：00～11：30  ■定員 各2名
■講師 遠藤陽子　■受講料 500円
■申込先 080-4008-9478

by 竹の子書道会

筆ペンを使って、自分の氏名を
楷書体と行書体で調和よく書こ
う。（住所の練習も…）

内　容

筆ペンを使って美文字を書くレッスン！！

■開講日 6/13（水）、16（土）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 9：30～11：20　■定員 各7名　■講師 髙島遼苑
■持ち物 筆ペン、鉛筆、定規、練習用紙
■受講料 300円　■申込先 62-0698

36

by 香り処 ギャラリー池田

簡単な糸通し、修理が出来、切れ
たり使わないアクセサリーが新し
くなります。着物や着なくなった服
の再利用も一緒に考えましょう。

内　容

なんでもリフォーム（念珠・アクセサリー・着物等）27

■開講日 6/2（土）
■場所 香り処 ギャラリー池田（MAP番号⑦）
■時間 9：30～12：00　■定員 8名
■講師 池田雅子　■持ち物 修理・リフォームする物
■受講料 500円　■申込先 63-8027　※お土産つき

by KCSセンター富士～姿勢専科～

ねこ背、そり背、側弯、自分の姿
勢はわかるけど、どうしたら良く
なるの？と思った方は是非。

内　容

知って得する姿勢の話

■開講日 ①②6/22（金） ③6/24（日）
■場所 KCSセンター富士（MAP番号⑫）
■時間 ①10：30～11：30 ②18：30～19：30 ③13：30～14：30
■定員 各3名　■講師 田中玉恵
■受講料 500円　■申込先 30-6429

37

by 司法書士事務所LINK

家族でもめない円満な解決策と
は？相続税が発生しても困らない
相続財産の上手な活用の仕方と
納税対策を専門家が伝授します！

内　容

得する人？損する人？～相続編～

■開講日 6/2（土）、3（日）、4（月）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 10：00～11：30、13：30～15：00　■定員 各6名
■講師 山本真吾　■持ち物 筆記用具　■受講料 100円
■申込先 090-2182-2939　qysbt414@gmail.com
　※完全予約制（前日まで）

28

by 香り処 ギャラリー池田

玄米ご飯や雑穀ご飯を簡単に美
味しく作ります。また季節のお
野菜を使った野菜料理を紹介し
ます。

内　容

元気になれるご飯＆きれいになれるご飯

■開講日 6/21（木）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 10：00～13：00　■定員 12名　■講師 野口ゆみ
■持ち物 エプロン、三角巾、タオル、フキン、タッパー等
■受講料 1,000円　■申込先 63-8027

26

50～60代の方を対象に、豊か
なセカンドライフを迎えるため
の上手なお金の働かせ方をFP
の立場から解説致します。

内　容

幸せなセカンドライフを迎えるために今からする事

■開講日 6/9（土）、10（日）、11（月）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 10：00～11：30、13：30～15：00　■定員 各6名
■持ち物 筆記用具　■受講料 無料
■申込先 090-2182-2939　qysbt414@gmail.com
　※完全予約制（前日まで）

34

by KCSセンター富士～姿勢専科～

痛みは、なぜおこるのでしょう？
体の仕組を知って、目からうろこ
の話を聞いてみませんか？

内　容

肩こり、腰痛諦めないで！

■開講日 ①6/13（水）、24（日） ②6/13（水）
■場所 KCSセンター富士（MAP番号⑫）
■時間 ①10：30～11：30 ②13：30～14：30
■定員 各3名　■服装 ズボン着用　■講師 田中玉恵
■受講料 500円　■申込先 30-6429

20
by ミュージックギャラリー 月夜の仔猫

フェイスストレッチで誤嚥を防ぎ、
腹式呼吸や正しい立ち方等のボ
イストレーニングでより健康にな
りましょう。

内　容

フェイスストレッチとボイストレーニング

■開講日 6/13（水）
■場所 富士駅北まちづくりセンター（MAP番号❷）
■時間 12：30～13：45　■定員 20名
■講師 高木満寿美　■持ち物 筆記用具、手鏡、録音機（お持ちの方）
■受講料 200円　■申込先 52-7114
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