
私たちが講師です
まちゼミは店主やスタッフが講師となって専門知識やプロの技を無料でお教えする国
分中心商店街で行う少人数制ミニ講座です。
60～90分程度で分かりやすく、気軽に参加していただけます。「お店」と「まち」のファ
ンになっていただくための講座ですので、お店からの販売は一切ありません！安心し
て受講してください。 ※講座によっては材料費が必要な場合がございます。

01 ツルツル！スベスベ!! 脱毛体験
脱毛に興味・関心のある方に、毛周期、発毛メカニズムを知って頂き、個人
カウンセリングを行ないます。その後、実際に脱毛体験して頂きます。

エステティックTOMO 霧島市国分中央１-24-31-２F
【定休日／不定休】
営業時間／10：00～19：000995-46-4888

10/29（水）・30（木）・31（金）
11/10（月） 18：30～20：00
11/８（土）・15（土）

10：00～11：30
●会　場：エステティックTOMO
●講　師：長山 朋子
●材料費：1,000円
●定　員：各回２名まで　●対　象：女性

02 美白フェイシャル＆リフトアップ体験
お肌のカウンセリング診断後、クレンジング→ピーリング→リンパマッ
サージ→仕上げにビタミンC導入！フェイスラインがぐぐっとUPします♪

エステティックTOMO 霧島市国分中央１-24-31-２F
【定休日／不定休】
営業時間／10：00～19：00

核10：00～11：30

0995-46-4888

●会　場：エステティックTOMO
●講　師：長山 房子
●材料費：1,500円
●定　員：各回２名まで
●対　象：女性

11/１（土）・２（日）・４（火）
10（月）・11（火）・17（月）

04 長山さんちのガネ食べてみます？味くらべ!!
鹿児島郷土料理のガネ。各家庭で材料・味は様々です。小麦粉と餅米
粉に生姜を効かせた、さっくり軽めのガネ。ぜひご賞味下さい。

エステティックTOMO 霧島市国分中央１-24-31-２F
【定休日／不定休】
営業時間／10：00～19：00

10/28（火）10：00～11：30
11/14（金）10：00～11：30

0995-46-4888

●会　場：エステティックTOMO
●講　師：長山 房子
●材料費：なし
●定　員：各回４名まで
●対　象：女性

06 万能味噌で作るアイデア料理
和食料理人が作る、自慢の自家製万能“鶏味噌ダレ”この味噌ダレひとつで、お料理
の幅が広がります！何にでもバッチリの味噌ダレレシピをご紹介します。

酒膳  福キ田ル 霧島市国分中央３丁目14-11
【定休日／不定休】
営業時間／11：30～14：00、17：30～22：00

11/５（水）14：30～15：30

0995-47-1736

●会　場：酒膳  福キ田ル
●講　師：福田 純二
●材料費：なし
●定　員：５名まで
●対　象：どなたでも

09 居酒屋の学校「見て美味しい料理の盛り付け」
毎日の食事をもっと楽しく、おいしくするヒント・美しい盛り付けの
基本をご紹介します。

お宿のかくれ家

霧島市国分中央３-17-19  アーバンホテル国分１F
【定休日／不定休】営業時間／18：00～0：00

11/19（水）14：00～15：00

0995-47-5188

●会　場：居酒屋  お宿のかくれ家
●講　師：長沼 法文
●材料費：なし
●定　員：５名まで
●対　象：女性

05 失敗しない！太巻・細巻の巻き方体験
おうちで簡単に上手に太巻を巻いてみたい！巻き方を知りたい初心者
の方におすすめです。お子様連れでもOKです。

すし魯くら 霧島市国分中央３-11-21
【定休日／月曜日】
営業時間／11：30～13：30（O.S）  17：00～21：30（L.O）

10/29（水）
11/12（水）・19（水）

各14：30～15：30

0995-45-0250

●会　場：すし魯くら
●講　師：根本 利行
●材料費：300円
●定　員：各回４名まで　●対　象：女性

08 居酒屋の学校 「日本料理の基本“出汁”の常識」
居酒屋の料理って色々ありますが、今回は、日本料理の基本であり
ます出汁のとり方と、その出汁を使って今晩の酒の肴を教えます。

お宿のかくれ家 霧島市国分中央３-17-19  アーバンホテル国分１F
【定休日／不定休】
営業時間／18：00～０：00

11/11（火）・18（火）
各14：00～15：00

0995-47-5188

●会　場：居酒屋  お宿のかくれ家
●講　師：長沼 法文
●材料費：なし
●定　員：各回５名まで　
●対　象：女性

03 伸びた前髪を自宅でプチカット！
少し伸びた子どもさんの前髪が自宅で気軽にカットできます。

散髪屋  どうしゅん 霧島市国分中央３丁目15-８
【定休日／毎週月曜日・第３日曜日】
営業時間／９：00～19：00

11/３（月）10：30～11：30
13：30～14：30

0995-45-4705

●会　場：散髪屋どうしゅん
●講　師：内之丸 道春
●持ち物
　ホームカット用のハサミやスキバサミ　
●材料費：なし　●定　員：各回３名まで
●対　象：どなたでも
●その他
　カットモデルのいらっしゃる方は同伴ください

10 ゼッケン縫い付け講座
幼稚園や小学校の体操服ゼッケンをまっすぐ縫い付ける練習をして
みませんか？

スクールショップ コズマ 霧島市国分中央３-12-８
【定休日／なし】
営業時間／10：00～19：00

10/28（火）
11/８（土）・14（金）

各11：00～12：00

0995-45-0133

●会　場：スクールショップ コズマ
●講　師：小妻 幸亮
●持ち物：体操服とゼッケン　
●材料費：なし　
●定　員：各回３名まで　　
●対　象：どなたでも

11 簡単！水彩絵ハガキから画材入門
下絵の付いたはがきに、水彩絵具で塗るだけで素敵な水彩絵ハガキ
ができあがります。自由に自分だけの１枚を描いても楽しいです。

国分進行堂  レモン画材 霧島市国分中央３丁目16-33
【定休日／なし】
営業時間／９：00～19：30

10/29（水）
11/５（水）・12（水）

各10：00～11：00

0995-45-1015

●会　場：国分進行堂  レモン画材
●講　師：赤塚 悦子
●持ち物：鉛筆　
●材料費：500円（カード水彩セット、筆、ハガキ）
●定　員：各回５名まで　●対　象：どなたでも

12 刺繍ネーム入れ体験
ご自身のＴシャツやシャツなどに刺繍でネーム入れ体験をしてみま
せんか？

バロン 霧島市国分中央３-12-８
【定休日／なし】
営業時間／10：00～19：00

10/29（水）
11/５（水）・９（日）

各14：00～15：00

0995-45-0133

●会　場：バロン
●講　師：小薗、崎浜
●持ち物：ネームを入れたい私物　
●材料費：なし　
●定　員：各回３名まで　　
●対　象：どなたでも

14 初めて作るプラモデル “妖怪ウォッチをつくろう”
プラモデル作りは初めての方、手軽に作れる妖怪ウォッチのプラモ
デルを作りながら、工作のコツや楽しさをお教えいたします。

マルタカヤ模型 霧島市国分中央３丁目12-40
【定休日／火曜日】
営業時間／10：00～19：30

11/９（日）・16（日）
各10：30～12：00

0995-45-1296

●会　場：マルタカヤ模型
●講　師：岩重 賢司
●持ち物：カッターナイフ、持っている人は
　　　　　工作マット、ピンセット　
●材料費：800円（プラモデルキット代）
●定　員：各回６名まで　
●対　象：小学生から大人まで（小３以下のお子様はなるべく保護者同伴）

16 じょうずなお金のふやし方
お金を貯めるなら賢く貯めたいですよね。節約のしかたも気になるし…。
日常生活で家計の改善なんて考える暇が無い人必見です！気軽にどーぞ☆

きりしま保険事務所 霧島市国分野口町２-17
【定休日／日曜日・祝日】
営業時間／９：00～18：00

10/28（火） 11/７（火）
各11：00～12：00

0995-45-7468

●会　場：きりしまミクス（プラスきりしまカード
　　　　　インフォメーション） 
●講　師：臼井 智司
　　　　   （TLC：生命保険協会認定ファイナンシャルプランナー）
●持ち物：筆記用具（メモされる方は）
●材料費：なし　●対象：どなたでも
●定　員：各回４名まで

13 “FMきりしまでしゃべっちゃおう！”  ラジオ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と実際に番組制作及び収録を楽しく
行ないます。制作した番組は後日FMきりしまにて放送いたします！

FMきりしま 霧島市国分中央３-33-34  大山ビル２F
【定休日／土・日曜日】
営業時間／９：00～19：000995-73-7070

●会　場：FMきりしま
●講　師：Junjun・徳留璃沙
●材料費：なし
●定　員：各回３名まで　
●対　象：どなたでも

11/４（火）・11（火）

各10：30～12：00

07 緑茶と紅茶の美味しい淹れ方
いつものお茶を簡単に美味しく淹れるコツをお伝えします。お茶を
使ったお菓子と一緒に美味しいお茶を飲みに来ませんか？

霧島製茶 霧島市国分中央３-20-９
【定休日／なし】
営業時間／８：00～19：000995-45-0036

●会　場：霧島製茶 株式会社
●講　師：竹　桃子
●材料費：なし
●定　員：各回５名まで
●対　象：どなたでも

11/５（水）・19（水）
各14：00～15：00

15 刃物屋店主の家庭での刃物の手入れの仕方
国分に創業37年の刃物屋店主が家庭用刃物のお手入れや研磨の仕方
を教えます。

国分とみや刃物工具店

霧島市国分中央４丁目26-27
【定休日／日曜日】営業時間／７：30～20：00

0995-46-3650

●会　場：国分とみや刃物工具店
●講　師：坂口 崇介
●持ち物：前かけ、作業できる服装、包丁　　　
●材料費：なし　●定　員：４名まで　　　
●対　象：どなたでも

11/21（金）14：00～15：00

・18（火）


