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ファンデーションの簡単プロ肌テク
ニック＆眉の書き方をご紹介しま
す。

1 ベースメイク入門講座
3月 4（金） 14:00～15：30

受付時間住所 定休日前橋市千代田町2-11-1 10:00～18:00 水曜
027-231-4089☎鈴木ストア

IHクッキングヒーターに適した調理
道具の説明と自宅でお持ちのお鍋
がIHで使えるかどうかの見分け方
や便利な使い方を解説します。

3 IHクッキングヒーター用の鍋と
その便利な使い方

3月 6（日） 13:30～14:00

受付時間住所 定休日前橋市千代田町2-10-13 10:00～17：30 水曜
027-231-0025☎みちした

初めて編み物をする方でも編みや
すいアクリルタワシ！かぎ針７号ま
たは８号をご持参ください。当日購
入も可能です。（毛糸代とは別にか
かります）

6 かぎ針で作る 
かんたんアクリルタワシ

3月 11（金）13:00～14:00

教材費

受付時間住所 定休日

378円

前橋市千代田町3-9-1 10:00～17：00 水曜
027-233-2180☎弁天手芸店

悉皆とは皆ことごとく直すという意味です。
きもの（絹）は代 （々母→娘→孫）受け継ぐ
事を想定し作られています。どうなったらど
う直すのか先人の知恵に驚きです。また保
存から着用後の始末について、きもの業界
39年目を迎える店主が紹介致します。

9 悉皆（シッカイ）って何？
きもの（絹）はココ！！

3月 17（木) 10：30～12：00

受付時間住所 定休日前橋市千代田町4-2-12 ゆたかビル２階 10：00～18：30 水・日曜
027-226-6226☎きものお手入れ専門店悉皆処 ひとむすび

初心者から誰でもできるレベルに合わせ
て、持ち方やリズムの取り方など丁寧に
教えます。お子さんから健康を考えるお
年寄りの方まで是非ご参加ください。

12 けん玉で遊ぼう！
3月 19（土）10:00～12:00

持ち物

受付時間住所 定休日

教材費

前橋市千代田町2-7-17 10:00～19:00 水曜

1,200円 ※けん玉持参の場合は無料
けん玉をお持ちの方はご持参ください

027-231-2451☎おもちゃと人形の専門店 黒田人形店

塩、しょうゆ、みそなど一般的な調味
料のより良いものを選ぶ方法、ラベ
ル表示の見方などを料理研究家で
ある神尾シェフよりお話しします。

15 より良い調味料選び!!
3月 23（水）14:30～16：30

住所 前橋市千代田町3-12-10 前橋文学館 1F 11：00-22：00 日祝は17:00まで 月曜
027-237-5005☎広瀬川バル 風河（Fugue）

ドイツで遊ばれているボードゲーム
やカードゲームをつかって皆で楽し
い時間を過ごしましょう！

18 ドイツのボードゲーム
・カードゲームで遊ぼう！

3月 25（金）19:00～21:00

受付時間住所 定休日前橋市千代田町2-7-17 10：00～19：00 水曜
027-231-2451☎おもちゃと人形の専門店 黒田人形店

ステンレスの針金を花形のモチーフ
に編むことでキラキラ光るアクセサ
リーが作れます。ちょっとコツがい
るのですが、挑戦してみませんか？

2 ステンレス線で手編みの
アクセサリーを作りましょう!!

3月

11（金）
27(日) 15:30～16:00

15:00～15:30

5（土）・8（火）
14:00～15：30

教材費

受付時間住所 定休日

600円

会場 前橋市中央公民館 401スタジオ

会場 前橋市中央公民館 401スタジオ会場 前橋市中央公民館 506学習室

会場 前橋市中央公民館 料理実習室 会場 まちなかサロン（中央通り）

会場 まちなかサロン（中央通り）
会場 前橋市中央公民館 404スタジオ

会場 前橋市中央公民館 料理実習室

会場 前橋市中央公民館 料理実習室

前橋市本町2-1-3 筒井ビル１F 12:00～19:00 水曜
090-6341-9477☎kigi

簡単なコードなどを気持ちよく弾いてみま
す。ムツカシイことはナシにしてちょっと
弾ける感じになるのが目標です。ブルー
スやカントリーなど、どなたでもOKです。 

4 ふわっとしたギター講座
3月 8(火） 18:00～19：00

受付時間住所 定休日前橋市千代田町3-9-4

講師 ビューティーコンサルタント 大橋 純子

講師 道下 直子

講師 黒澤 千絵

講師 音楽家 kentalou
12:00～21:00 火曜

持ち物 ギターを必ずご持参ください。

080-4378-1267☎BENTEN VILLAGE

鑑定と合わせて、時代の見方、真贋の見
分け方、良品と大量製造品の違い等、実
際に品物を見ながら鑑定士がお話します。
見学のみの方も歓迎。（鑑定・参加無料）

7 骨董の見方と古美術鑑定会
3月

受付時間住所 定休日前橋市本町1-2-13煥乎堂前橋本店3階 10:00～18:30 火曜

※鑑定希望の方は事前にお申し付けください。

090-2660-8011☎骨董舎 （煥乎堂３階）

全国各地のおいしいごはんを炊いて食べ比べて
みます。自分好みのおかずをお持ちいただき、
基本的なごはんの炊き方や保存方法などを学び
ながら明るく楽しい講座にしたいと思います。

10 おいしいごはんの食べ比べ
3月 17（木) 11:00～12:00

持ち物

受付時間住所 定休日前橋市千代田町4-1-9 9:00～19:30 日曜・祝

エプロン、三角巾、ふきん、タッパー、
おかず一品、スリッパ

027-231-5069☎平野米穀店

知っているようで知らない真珠の知
識をプロがわかりやすく説明します。
本物の真珠をいろいろ比べてみるこ
とによって違いや楽しみ方もわかって
きます。

13 海の宝石 真珠の
正しい知識と魅力を学ぼう（初級編）

3月 21（月・振休）
10:30～11:30

受付時間住所 定休日前橋市千代田町2-11-4 10：00～18：30 水曜
027-231-3388☎カーメルハウス・白牡丹

テレビやイベントで見かけるバルーン
アートを作ってみませんか？誰でも簡
単にできちゃうバルーンアートの作り
方を教えます。（初級編）

16 バルーンアートを楽しもう！
（初級編・中級編）

3月 24（木）初級編10:00～11:30
中級編13:00～14:30

教材費

受付時間住所 定休日

300円

前橋市千代田町2-7-17 10:00～19:00 水曜
027-231-2451☎おもちゃと人形の専門店 黒田人形店

紅茶の淹れ方の基本的なお話をさ
せていただきます。

19 紅茶の淹れ方セミナー
3月 27（日）10:00～11:00

持ち物

受付時間住所 定休日

教材費筆記用具

前橋市千代田町4-1-18 小西ビル 1Ｆ
講師 おもちゃコンサルタントマイスター 黒田 桂子 講師 ティーコーディネーター 狩野 光洋

12：00～19：00 月・火曜

500円

027-212-2466☎馬場川通り紅茶スタンド

軽井沢プリンスホテルで20年間、
勤務したパティシエとともにフルー
ツをたくさん使ったタルトを1人１台
仕上げて持ち帰ります。

5 フルーツタルトを作ろう!!
3月 9（水） 9:00～12：00

教材費

受付時間住所 定休日前橋市千代田町2-12-2
講師 新井 恭子 講師 鑑定士 赤石 勝市講師 パティシエ 日詰 定文

10:00～19:00 水曜・第３木曜

2,000円
持ち物 エプロン、三角巾、タオル、スリッパ、
お持ちの方はハンドミキサー

027-231-5017☎パーラーレストラン モモヤ

あなたにも美味しい珈琲を入れるこ
とができます。秘伝をお教えします。

8 美味しい珈琲入れ方教室
3月 15（火） 13:00～14:00 

受付時間住所 定休日

教材費

前橋市千代田町2-8-9
講師 刈屋 誠一郎 講師 お米マイスター 平野 憲一講師 食品アドバイザー 村井 清子

10:00-18:00 水曜

500円

027-231-6603☎珈琲専門店 焙煎館

スマートフォン・タブレットをお持ちでない方を
対象に、スマホの基本をレクチャーします。この
機会に試しにスマホに触って、遊んでみません
か？楽しく便利な機能が満載です。気になる料
金体系なども解説します。シニアの方、歓迎です。

11 スマホの学校
スマートフォン初心者講座＠元気２１

3月

持ち物

受付時間住所 定休日

教材費

前橋市三河町1-1-1-103
講師 KENDAMA's forest 新谷 優太 ・ 中林 恵二 講師 ２級ジュエリーコーディネーター 佐脇 寛美講師 同NPO理事長 天田 亮介 ・ 同NPO顧問 龍野 正孝

10:00～19:00 土・日曜・祝

500円筆記用具

080-4658-2739☎NPOブレインファーム スマホの学校

世界三大スープのひとつ「トムヤム
クン」と、人気の「パッガパオ（ガ
パオライス）」にデザートを、本場
の味で作りましょう！

14 タイ料理を作ろう！
3月 22（火) 10：00～13:00

教材費

住所

持ち物
1,500円

前橋市千代田町4-2-11 1-C
講師 料理研究家 神尾 哲男 講師 アーティスト Q3講師 デジャサ プラスィット

17:30-21:00 火曜・最終水曜

エプロン、三角巾、ふきん、タッパー、スリッパ

027-232-0893☎タイ麺 セマクテ

ベリーダンスの動きによって身体のエネルギーが上手に循
環するようになり、心も身体もほぐれて行くことを実感し
て頂けると思います。体のラインが気になる方にもオスス
メです。アラブ音楽と共に体と心を開放していきましょう。

17 子連れOK ベリーダンス講座
3月 25（金）10:15～11:30

対 象

住所

女性限定・お子様連れもOK

前橋市千代田町3-9-4
講師 ベリーダンサー ILICO

12:00～21:00
火曜080-4378-1267☎

BENTEN VILLAGE

お申し込みは前橋商工会議所か、各お店へ
「まちキャンの申し込み」とお電話ください。

・ 各お店へはチラシにある受付時間、
   電話番号にお願いします。

・ 前橋商工会議所の業務時間
平日 8:30～17：30
TEL 027-234-5109

開催
期間

受付時間 定休日

受付時間
定休日

19(土）
16:00～17:30
13:30～15:00

定 員
8名

定 員
各15名

定 員
5名

定 員
15名

定 員
各30名

定 員
20名

定 員
各3名

定 員
20名

定 員
15名

定 員
20名

定 員
10名

定 員
2名

定 員
15名

定 員
16名

定 員
各15名

定 員
10名

定 員
14名

定 員
10名

定 員
2名

※アコースティックギター限定

商店街のお店で学ぼう！遊ぼう！編

2016.3/4●～3/27●金 日

受付時間 定休日

※お母様が責任をもってお子様の様子を見てください。
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会場 自店


