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50 ペーパーアート工房
空＆メルル 51 ガーデンかしの木

52 鳥取商工会議所・鳥取市中心市街地活性化協議会

35 新町仏具印判店 片原店

23 紡ぎ

26 まゆみん

24 絹の舘さーびす

5 ツながる工房

8 八百谷コミュニケーションアカデミー

15ふじもと鞄店

16ビストロ フライパン

34ギャラリー
鳥たちのいえ

19アートスペースからふる

30ミシンアート 紡

28MADOショップ山根金属

29STEP WORLD 英語スクール

33

3231金居商店
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20山田真実写真事務所

21ヤマガタカメラ店

6 リフレクソロジーサロン izumi
2 カラダまなびラボ.
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ミュージック
ロータリー
アコヤ（支店）

1 はなふさの
お仏壇

46 暮らしすこやか
トットライフ 47 雀夢

48（株）メモワールイナバ
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● 材料費は原則として講座当日に
会場で徴収します。

● お申し込み後のキャンセルは、
材料費を頂戴する場合がござい
ますのでご了承ください。

● 定員になり次第、締め切らせてい
ただきます。

● 申込開始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
もございます。ご注意ください。

● 各講座ともに、申し込みの際に受
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
参加をお願いいたします。

知りたかったあんなこと、こんなこと…お店の人が教えてくれる！
得 する 街 の ゼミナ ール

「まちゼミの申込です」と
各講座にお電話ください。

11月1日（日）～30日（月）
2020 

【主催】まちづくりレディース鳥取　【共催】鳥取商工会議所

【協賛】鳥取本通商店街（振）・若桜街道商店街（振）・瓦町商店街（振）・新鳥取駅前地区商店街（振）・鳥取太平線通り商店街（振）
 智頭街道商店街（振）

【後援】鳥取市中心市街地活性化協議会・鳥取市商店街振興組合連合会・鳥取県中小企業団体中央会

【お問い合せ】 絹の舘さーびす TEL 22-8315 （第2火曜、第1・2・3・4水曜定休）

第
9
回

Facebookで情報発信中！

受講方法

申込受付開始

（金）3010/

受講料
無料

内容によっては
材料費がかかる
ものもございます。

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。

やむを得ない事情により、講座内容・日時等、変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

まちづくりレディース鳥取

52講座全

学 ぶ

きれい

健 康

つくる 和文化

受講者
募集

暮らしすこやか トットライフ
受付/10:00～16:30　金曜・日曜定休TEL 090-7129-2831

●対象 おおむね50歳以上の方
●定員 各5名
●会場 田村ビル
●持ち物 筆記用具

～そろそろ終活～ 身軽になりませんか?
【講師】 整理収納アドバイザー1級 小谷裕美

お片付けが進まない方、どこから手をつけてよ
いのか分からない方、整理収納って何？ 一緒
に考えてみませんか？

11/10（火）・17（火） 各14:00～14:45

●申込

46

少林寺拳法 鳥取浜坂道院
受付/9:00～18:00TEL 090-8710-9361

●対象 どなたでも　●定員 各5名
●会場 田村ビル　●持ち物 タオル
●運動の出来る服装で

かんたん護身術
【講師】 森田典秀

護身術は体をきたえたりイメージ的にハードルが
高いと思っている方は多いのではないでしょうか。
今回は女性でも簡単に出来るおすすめの護身術
のテクニックをご紹介いたします。

11/8（日） ・15（日） ・22（日） 各11:00～12:00

●申込

44

雀 夢
受付/15:00～19:00　無休TEL 090-4572-8533

●対象 どなたでも
●定員 各5名
●会場 田村ビル

頭の体操！ 麻雀を楽しもう! （初歩編）
【講師】 坂本道寛

麻雀初心者で、ルールや役など基本的なやり方
をお教えします。麻雀の歴史の移り変わりも勉
強しながら老若男女問わず参加いただけます。
11/12（木） ・19（木） ・26（木）
各15:00～16:00

●申込

47

（株）メモワールイナバ
受付/9:00～17:00　無休TEL 38-4400

●対象 どなたでも　●定員 各5名
●会場 田村ビル

いきいき終活☆エンディングノートを書こう
【講師】 上級終活カウンセラー 松田禎人

お一人で悩まず、終活の専門家「終活カウンセラー」
と一緒にエンディングノートを書いてみませんか？ 今
をよりよく自分らしく生きるための終活を応援いたし
ます。
11/13（金） 10:00～11:00、14:00～15:00
11/14（土） 11:00～12:00、14:00～15:00

●申込

48

shop
info

ペーパーアート工房 空＆メルル
受付/19:00～20:00TEL 090-9509-9774

Mail gekikarakoneko@outlook.com

●対象 小学生高学年から大人　●定員 各5名　●会場 田村ビル
●材料費 500円　●持ち物 写真3～4枚（L版）

スクラップブッキングで写真を飾ろう
【講師】 中尾トモ子

誕生・成長・旅行・卒業・結婚などの大切な思い
出の写真を楽しく飾りながらミニアルバムにま
とめていきましょう。

11/1（日）・9（月）・23（月・祝）
各13:00～14:00、14:30～15:30

●申込

50

shop
info

各種イベント
等を中心に出
店しています

鳥取商工会議所
鳥取市中心市街地活性化協議会

受付/9:00～17:00　土日祝定休
TEL 32-8005

●対象 鳥取市内で創業に興味のある方、中心市街
地で空き店舗をお探しの方　●定員 各3名　●会場 田村ビル

気軽に聞いてみよう！ 創業・お店探し相談会
職員が対応します

創業のポイントや空き店舗の情報を分かりやすく
お伝えします。お気軽にご参加ください！

11/24（火） 18:00～19:00 11/27（金） 10:30～11:30

●申込

52

shop
info

カイロとエステのほのか
受付/9:00～20:00　無休TEL 0858-28-0904

●対象 どなたでも　●定員 各5名
●会場 田村ビル　●動きやすい服装で

自分で出来る◆小尻・美尻◆骨盤体操
【講師】 鉄本幹枝

腰痛などの症状はもちろん、スタイル、太りやすい、
ぽっこりお腹なども骨盤のゆがみが大きな原因とな
ります。骨盤のゆがみが気になる方！！ 骨格、体操
のトレーナーにおまかせください。

11/14（土） 15:00～16:00
11/16（月）・25（水） ・30（月） 各14:30～15:30

●申込
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shop
info

鳥取ガスエネトピアで月2回施術活動しています

体調の悪い方は
受講をご遠慮
ください。

受講前に、
手指の消毒を
お願いします。

受講時は、
マスク着用を
お願します。

講座のタイプは5種類
プロの技術が学べる

学 ぶ 日々のくらしを楽しくする知識や
知恵を学ぶ講座

きれい 自分らしいおしゃれを楽しむための体験や
知識を学ぶ講座

健 康 毎日元気でいるコツを学んで心身ともに
すこやかに過ごすための講座

つくる 実際に作品をつくり
ものづくりの楽しさを体験する講座

和文化 古き良き日本の文化に触れ
日本を再発見する講座

　本年度は初の試みで、鳥取商工会議所、まち
づくりレディース鳥取が合同で「鳥取まちゼミ」
を開催します。
　　鳥取まちゼミの目的である店のことを知って
いただき、商店街のファンを増やそうというだけ
でなく、当所が参画することで、創業希望者に空
き店舗や商店内でこの期間“お試し創業”をして
もらい、一人でも多くの起業家が中心市街地の

空き店舗に出店し、活躍できるよう支援していく所存であります。
　　コロナ禍で厳しい経営環境でありますが、元気に頑張る中心市街地
のお店の姿を見ていただき、皆様と交流することで、この難局を乗り越
えていきたいと思います。

鳥取商工会議所 会頭  児嶋 祥悟

ガーデンかしの木
受付/10:00～17:00　木曜・日曜・祝日定休TEL 27-5654

●対象 どなたでも ●定員 各6名 ●会場 田村ビル
●材料費 1,500円 ●持ち物 エプロン・園芸用手袋

冬を彩る寄せ植えのポイントと
園芸アドバイス
【講師】 グリーンアドバイザー 池本百代

冬を彩る寄せ植えのポイントをお教えしながら、
かわいい寄せ植えを作ります。また個人でお悩み
の園芸相談にもお答えします。
11/2（月）・11（水） 各13:30～14:30
11/17（火） 10:30～11:30

●申込

51

FINES
受付/10:00～17:00TEL 090-3178-0922

●対象 どなたでも（親子での参加もできます）
●定員 各6名　●会場 田村ビル
●汚れてもいい服装でお越しください

エアブラシアーティストYASUと
アートを楽しもう！
【講師】 YASU

世界で活躍する傍ら、地元の皆様を対象にしたアート活
動に力を入れています。今回まちゼミ初講座、お一人でも
親子でもアートを気軽に楽しめるイベントを開催します。
11/21（土） 13:15～14:15、14:30～15:30

●申込
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つまみ細工 雛
受付/11:00～15:00TEL 090-5263-8758

●対象 小学生以下は保護者同伴
●定員 各3名
●会場 田村ビル
●材料費 1,200円

お正月を華やかに彩るつまみ細工
【講師】 西尾美絵

お正月飾りにつまみ細工のお花を添えて、
新年をお祝いする準備をしましょう。
11/9（月） ・16（月） ・23（月・祝）
各10:30～11:30、13:30～14:30

●申込
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お店の人が講師となって、専門店
ならではの専門知識や情報、コツ
を無料で教えてもらえる、街の中
の少人数のゼミナールです。

「鳥取まちゼミ」って

開催店
マップ

受講者の方へ
ご協力を
お願いします

定期的に
換気を
しています。

定期的に
消毒を
しています。

講師・スタッフは、
マスクを着用
しています。

講座開催店の
感染予防対策

〈オープニングセレモニー〉
9:30～　田村ビルにて

フクシ×アートWEEK
2020

まちなか美術展、アーケード
フラッグなど200点を超す
アート作品を展示します。

こちらも
CHECK!

申込は各講座の
営業日・受付時間内に
お願いいたします。



ギャラリー 鳥たちのいえ
受付/10:00～17:00　不定休TEL 51-0710

Mail gallery@birdtheatre.org

●対象 どなたでも　●定員 各6名
●会場 ギャラリー鳥たちのいえ　●持ち物 好奇心

人生初の演劇体験はいかが？
【講師】 中島諒人

はじめに演劇のゲームをします。それから物の売り
買いの短い場面を作ります。昔の商店街、これから
商店街とかいろんなイメージで、お客になったり商
店の人になったりで、セリフも即興的に考えます。

11/14（土） ・15（日） 各14:00～15:00

●申込

34
まゆみん

受付/9:00～17:00TEL 090-5692-7691

●対象 どなたでも　●定員 各2～5名
●会場 Musica Magica（ムジカ マジカ）
●材料費  800円

フェルトで作るペッチン布絵本
【講師】 谷口真由美

フェルトでミニ布絵本を作ってみませんか。パーツ
は切ってあり、ちくちく縫うだけのキットです。土台は
作ってあり、パーツをつけるだけです。

11/12（木） ・17（火） ・21（土）
各10:30～11:30、14:30～15:30

●申込

26

（株）金居商店
受付/9:00～17:00　土曜・日曜・祝日定休TEL 23-0321

●対象 どなたでも　●定員 各3名
●会場 金居商店
●材料費 500円

無添加みつろうハンドクリーム作り
【講師】 金居恵理子

毎年好評! 無添加のみつろうと自然農のカレン
デュラエキスを使用し、手にも心にも優しいハンド
クリームを作ります。

11/20（金） 各13:00～13:15、13:30～13:45
 14:00～14:15

●申込
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（株）金居商店
受付/9:00～16:00TEL 090-3747-6930

●対象 どなたでも　●定員 各5名
●会場 金居商店
●材料費 2,000円 （ひょうたん・LEDライト）

ひょうたんライトを作りましょう
【講師】 鳥取県愛瓢会 岡本利之

毎回大好評！ デザイン心がなくても楽し
く挑戦できます。世界に一つだけ、自分だ
けのひょうたんライトを作りましょう。
11/10（火）・17（火）・24（火）
各14:00～15:00

●申込

32

shop
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BRUN×WORKS
受付/11:00～19:00　水曜定休
TEL 23-6406

●対象 どなたでも　●定員 各4名
●会場 BRUN×WORKS　●材料費 1,500円
●持ち物 エプロン

日々のぬか漬け作り
【講師】 つつい まゆみ

ぬか漬けには自家製のおいしさがあります。一度作っ
たぬか床は半永久的にもち、四季折々のぬか漬けを
楽しめます。ぬか漬けのある生活はいかがですか?

11/15（日） 11:00～11:50、12:30～13:20

●申込

14

（有）新町仏具印判店 片原店
受付/10:00～16:00　月曜定休TEL 22-4130

●対象 どなたでも　
●定員 3名
●会場 新町仏具印判店 片原店

お墓・お仏壇じまいの前に…
【講師】 お墓ディレクター 藤田道正

さまざまな事情で、お墓や仏壇を守ることが難しくな
られた方が増えています。
そういう時、準備しておくことについて等、お話しいた
します。
11/1（日） 13:30～14:00

●申込

35

はなふさのお仏壇
受付/10:00～19:00　水曜定休TEL 26-3355

●対象 どなたでも　●定員 5名
●会場 はなふさのお仏壇

今さら聞けない
慶弔時ののし袋の書き方・使い方
【講師】 仏事コーディネーター 山口八千代

慶事・弔辞ののし袋の表書きや種類にも、時と場
合にあわせた礼儀があります。真心を相手に伝え
るために覚えておきたい知識や使い方をお伝えし
ます。
11/17（火） 11:00～12:00

●申込

1

アートスペースからふる
受付/10:00～17:00 日曜・月曜・祝日定休TEL 35-0191

●対象 どなたでも　●定員 各5名
●会場 アートスペースからふる　●材料費 600円

アートな缶への多肉植物の寄せ植え講座
【講師】 伊奈真弓

昨年大変ご好評いただいた多肉植物の寄せ植え講座を今年も開催します。
コラージュが散りばめられたアーティスティックなリメイク
缶に多肉植物を寄せ植えします。完成品はお持ち帰り頂け
ます。多肉植物をアートな缶でおしゃれに育てませんか？
11/14（土）・28（土） 各11:00～11:30、13:00～13:30
 14:00～14:30、15:00～15:30

●申込

19

shop
info

八百谷コミュニケーションアカデミー
受付/12:00～13:00
不定休

TEL 090-1683-6340
Mail yao@hal.ne.jp

●対象 どなたでも ●定員 各1名（個別指導） ●会場 八百谷コミュニケーショ
ンアカデミー ●材料費 100円 ●持ち物 筆記用具・あれば携帯電話

あなたのコミュニケーションのお悩み相談会
【講師】 八百谷和子

話しても聞き返される、あがって上手く話せない、人間関
係が苦痛…。声やあがり症、コミュニケーションのお悩み
解決の糸口をお伝えします。もう一人で悩まないで！！

11/1（日）・6（金）・7（土）・8（日）・13（金）・14（土）
 15（日） 各9:00～21:00のうち30分

●申込

8

shop
info

カラダまなびラボ.（鳥取大丸5F）

受付/10:00～16:00　無休
TEL 080-2933-5630

●対象 どなたでも　●定員 各1名
●会場 カラダまなびラボ.　●材料費 500円　

ポッコリ下腹お悩みカウンセリング
【講師】 パーソナルトレーナー・看護師 等

In Bodyによる基礎代謝、体脂肪量、部位別筋肉量、腹
囲の測定等から、貴方にピッタリの運動を専門カウンセ
ラーがアドバイス！ ポッコリお腹などのお悩みも解消！

11/7（土）・11（水）・21（土）・25（水）
各10:00～10:30、14:00～14:30

●申込

2

shop
info

ツながる工房
受付/9:00～17:00TEL 070-3144-4488

Mail tsunagaru.studio@gmail.com

●対象 どなたでも　●定員 各5名
●会場 オーガニックスタイル 水越屋
●材料費 100円　●持ち物 筆記用具

手相を知って生き方のヒントに！
【講師】 神山かなえ

手のひらにはたくさんの情報があります。これから
の生き方のヒントに、手相の基本を学んでみませ
んか。

11/5（木）・12（木）・19（木） 各11:00～12:00

●申込

5

shop
info

リフレクソロジーサロン izumi
受付/10:00～18:00 月曜他定休TEL 090-6405-8672

Mail izumi.hand0184@gmail.com

●対象 どなたでも　●定員 各4名　●会場 オー
ガニックスタイル 水越屋　●材料費 800円

心と体を癒すアロマバスソルト作り
【講師】 石原泉美

天然塩とエッセンシャルオイルを使って、自分だけ
の香りの入浴剤をお作りいただきます。植物の香り
と天然塩の自然の力で心と体を癒しましょう。

11/8（日）・15（日）・23（月・祝）
各10:30～11:30

●申込

6

shop
info

栄養倶楽部
受付/9:00～17:00　日曜定休TEL 21-1010

●対象 女性　●定員 各2名　●会場 栄養倶楽部　●材料費 
300円（グリーンスムージーシェイク付）　●動きやすい服装で

下半身太り解消講座
【講師】 肥満予防健康管理士  赤松玲子

今回は特に下半身が気になる方のために簡単な運動や
ストレッチでむくみがちな方もスッキリ！ お気軽にご参
加ください。
11/4（水）・7（土）・11（水）・14（土）・18（水）・21（土）
 25（水）・28（土） 各10:00～10:40
11/5（木）・12（木）・19（木）・26（木） 各15:00～15:40

●申込

9

shop
info

アコヤ楽器店
受付/10:00～19:00　月曜定休TEL 23-1331

●対象 大人大歓迎! （小学生以上）　●定員 各4名
●会場 ミュージックロータリーアコヤ（支店）
●スニーカー・運動靴が好ましい

ドラムをたたいてみよう!
【講師】 ヤマハ講師

初心者のためのドラム体験です。音楽に合わせ楽しく
ドラムを叩く事は健康につながります。そして何よりも
かっこよい！ まずは参加してみませんか？

11/7（土） 19:30～20:30
11/8（日） 11:00～12:00、13:00～14:00

●申込

10

shop
info

アコヤ楽器店
受付/10:00～19:00　月曜定休TEL 23-1331

●対象 大人大歓迎! （中学生以上）　●定員 各1名
●会場 ミュージックロータリーアコヤ（支店）
●つめを切ってきて下さい

ギターを弾いてみよう！
【講師】 アコヤ講師

初心者のためのギター体験です。フォークギター・エレキギ
ターからお選びください。バンドの中で演奏したり、ひとりで弾
き語りをしたりと楽しめるギター。まずは参加してみませんか？
11/13（金） 10:30～11:00、11:00～11:30、11:30～12:00
13:30～14:00、16:00～16:30、16:30～17:00、17:00～17:30

●申込

11

shop
info

STEP WORLD 英語スクール
受付/9:00～17:00　日曜・祝日定休

※弟・妹は同じクラスでもOK

TEL 090-7975-7852

●対象 幼児（3～6才）・小学生　●定員 各5名
●会場 STEP WORLD 英語スクール　●持ち物 鉛筆・けしゴム・色鉛筆

英語で表現できるって楽しいな
【講師】 𠮷田淑子

英語の歌やゲームで楽しく色や数など身の回りのこと
と、自分のことが英語で言えるようになりましょう。
【幼　児】 11/13（金）・27（金） 15:30～16:30（3才以上が目安）
【小学生】 11/17（火） 16:30～17:30（1年～3年が目安）

 11/24（火） 16:30～17:30（4年～6年が目安）

●申込

29

ふじもと鞄店
受付/11:00～18:00　第2・4水曜定休
TEL 22-4059

●対象 どなたでも　●定員 各2名
●会場 ふじもと鞄店　●材料費 200円（クリーム代）
●持ち物 お手入れしてみたいバッグ（2個まで）

カバンにカビ?!! お困りごとにアドバイス
【講師】 藤本悦代

これカビ?!! 革のバッグなのに…。お手入れや保存の
仕方をお伝えします。修理も出来るかなぁ。いっしょ
に考えましょう。

11/17（火） 14:00～14:40、15:00～15:40

●申込

15

shop
info

女優タイアップ、メディ
ア雑誌に掲載商品も
入荷しています

ほんものショップ モリケン
受付/10:00～18:00　不定休
TEL 090-7777-7492

●対象 2人1組が望ましい　●定員 各2名　●会場 ほんものショップ
モリケン　●持ち物 携帯などチェックしたい物数点

О-リングテストのイロハ
【講師】 森田憲司

誰でも、身の回りの物が自分に合っているかどうかを簡
単にチェックできるО-リングテスト。二人で指を引っ張っ
て反応を見ますが、正しい反応が出るコツがあります。

11/5（木）・12（木）・19（木）・26（木）
各11:00～12:00

●申込

12

shop
info

「イヤシロチ」作り
を目指して17年

志野流松風会
受付/10:00～18:00  第2火曜・第1～4水曜定休
TEL 22-8315

●対象 どなたでも　●定員 各5名　●会場 絹の舘 
さーびす　●持ち物 筆記用具・メモ帳など

ミニ講座
美を守る 歴史を伝える 桐箱のひみつ
【講師】 山根宗己

茶碗や茶器など様々な道具を仕舞う桐箱。その機
能と扱いについて、学芸員の資格を持つ講師がミニ
講座。後半は実際に桐箱を触ってみましょう。

11/7（土） 11:00～12:00　8（日） 13:00～14:00

●申込

22

shop
info

ペーパーデコレーション フタバ
受付/9:30～18:30 金曜午前中・日曜定休TEL 22-3082

●対象 どなたでも　●定員 各3名
●会場 メガネのフタバ奥　●材料費 300円

道具を使って切りぬき体験してみませんか？
【講師】 スタンピンアップ公認デモンストレーター 岡村真由美

紙に模様をつけたり、好きな形にカットしたりできる道具
を使ってみませんか？ お1人に1台づつお使いいただけま
す。手づくり作家さんのパッケージ作りや、お店のPOP、
手づくりカードなど幅広くご利用いただけます。
11/4（水）・11（水）・18（水）・25（水） 各10:00～11:00
11/3（火・祝）・14（土） 各10:00～11:00、13:30～14:30

●申込

27

shop
info

パパママトレーナー
TEL 090-2018-4568
Mail source732@gmail.com

●対象 スポーツをする子どもと保護者 ●定員 6名（3組） ●会場 金居商店

スポーツキッズのコンディショニング講座
【講師】 大島いずみ

スポーツを頑張る子どもの「コンディ
ショニング」の基礎的な知識をお伝え
します。さらにスポーツ後の疲れに効
果的な「コンディショニングマッサー
ジ」の体験も実施します。
11/28（土） 14:00～15:00

●申込

33

shop
info

トレーナー CHIE
受付/12:00～19:00TEL 090-9732-6085

●対象 女性限定　●定員 各5名
●会場 田村ビル
●持ち物 シューズ
●運動のできる服装（できればスポーツブラ着用）

脂肪燃焼ダンスでダイエット
【講師】 トレーナー CHIE

30分脂肪燃焼するダンスで楽しくダイエットしま
せんか？ ジムに行けない方でも自宅でできるエク
ササイズになります。

11/4（水）・11（水）・18（水） 各18:30～19:30

●申込

39

申込
LINE

タムラカミテン
受付/9:00～17:00 土曜・日曜・祝日定休TEL 080-3874-6549

Mail y_tamura@tamura-net.co.jp

●対象 どなたでも　●定員 各5名
●会場 田村ビル　●材料費 1,000円

好きな紙でリング製本ワークショップ
【講師】 トータルペーパーアドバイザー 田村康悦

A6サイズのお好きな紙でリング製本！ ノートにも卓上カレンダーにもアルバ
ムにもなります。たくさんの紙から、あなたお好みの一冊を作りましょう。
11/1（日）・5（木）・21（土） 各10:00～11:00
11/8（日）・16（月） 各14:00～15:00
11/18（水） 19:00～20:00

●申込

40

shop
info

日華ふれんず
受付/11:00～17:00　不定休
TEL 090-7541-9725

●対象 どなたでも　●定員 各5名
●会場 田村ビル
●材料費 800円（お茶・台湾菓子）

飛行0分の台湾旅行
【講師】 川口斐斐

台湾の文化やことばの紹介。台湾茶の入れ方。台
湾のお話盛りだくさんで楽しもう。コロナ禍の中
で鳥取にいながら台湾旅行をしましょう！！

11/6（金）・20（金） 各14:30～15:30

●申込

41

shop
info

日本空手道井上派糸東流慶心会
Mail machizemi-karate@outlook.jp

●対象 どなたでも
●定員 各6名
●会場 田村ビル
●持ち物 タオル・水分補給できるもの

空手教室
【講師】 宇佐美里香 ほか

初心者向けの空手を一緒にやってみましょ
う。突きやけり、受けなどの基本動作、道具
を使っての応用など、楽しく空手をします。

11/7（土）・14（土） 各10:00～10:45

●申込

42

申込
mail

絹の舘 さーびす

受付/10:00～18:00  第2火曜・第1～4水曜定休
TEL 22-8315

●対象 どなたでも ●定員 各3名 ●会場 絹の舘
さーびす ●持ち物 風呂敷またはスカーフ約70cmと約100cm

風呂敷包みと活用方法
【講師】 渡辺光子

日常の生活の中で役立つ風呂敷の活用方法を提
案します。必需品となったエコバックとして役立つ
風呂敷の包み方を学びましょう。
11/2（月）・19（木） 各11:00～12:00
11/14（土）・29（日） 各14:00～15:00

●申込

24

shop
info

紡 ぎ
受付/10:00～18:00  第2火曜・第1～4水曜定休TEL 22-8315

●対象 どなたでも　●定員 各5名
●会場 絹の舘 さーびす　●材料費 900円

マスク着用時に便利！
秋冬カラーでストラップ作り
【講師】 Tsumugi

お好みのパーツを選んで、オリジナルのマスクストラッ
プを作って頂きます。マスクチャームやめがねストラッ
プも作れます。今の時期に役立つ便利グッズです。

11/9（月）・30（月） 各11:00～12:00
11/15（日） 13:00～14:00

●申込

23

shop
info

オーガニックスタイル 水越屋

受付/11:00～17:00　水曜定休
TEL 22-3548

●対象 どなたでも　●定員 各4名
●会場 オーガニックスタイル 水越屋

無駄に時間とお金を使わず健康に!!
【講師】 和田

誰もが元気で健康でいたいと望んでいます。た
だどうすればよいか基本を考えることは少ないの
ではと感じています。一緒に考えてみませんか。
11/15（日） ・16（月） ・21（土）
各10:30～11:30

●申込

4

shop
info

（株）中井脩
受付/10:00～18:00　無休TEL 23-5221

●対象 どなたでも ●定員 3名
●会場 （株）中井脩  ●持ち物 リフォームしたい
ジュエリーがあればご持参ください

ジュエリーリフォーム講座
【講師】 ジュエリーリモデルカウンセラー1級 中井英子

コロナ禍でお部屋を片付けたら古いジュ
エリーが出てきた！なんて事はありません
か？ 金価格高騰の折、リフォームかご売
却かお悩みの方はぜひご参加下さい。

11/11（水） 14:00～14:30

●申込

7

shop
info

田中貴金属工業特約店

Bar & Free Space NOHAS（ノハス）

受付/10:00～20:00　月曜定休
TEL 090-4806-7050

●対象 どなたでも　●定員 各6名
●会場 NOHAS 2F
●持ち物 飲み物・マスク

昭和歌謡♪をみんなで歌おう!
【講師】 阪本いづみ＆スタッフ

懐かしいあの日・あの頃に流行った昭和歌謡♪を
みんなで歌いませんか? 歌って踊って心も身体
もリフレッシュ～♪
11/6（金）・18（水） 各14:00～15:00

●申込

3

shop
info

BRUN×WORKS

受付/11:00～19:00　水曜定休
TEL 23-6406

●対象 どなたでも　●定員 各5名
●会場 BRUN×WORKS　●材料費 1,500円
●持ち物 直したい器1個・カッターナイフ

自分で出来る金継ぎ講座 （欠けとヒビ）
【講師】 上杉一恵

毎年人気の講座です。土物の器の欠けたとこ
ろを補修します。思い出の器、大好きだけど欠
けてしまった器を復活させませんか?

11/6（金）・8（日） 各10:30～11:30

●申込

13

shop
info

ヤマガタカメラ店
受付/10:00～16:00　水曜定休TEL 22-2959

●対象 どなたでも　●定員 各2名
●会場 ヤマガタカメラ店
●材料費 1,300円～2,000円（フィルム・現像代）

フィルムカメラ撮影体験会
【講師】 山縣勇太郎

フィルムカメラ・昭和30年代のレトロな2眼レフカ
メラを持って「エモい」写真を撮りに出かけよう！ 
カメラは貸し出します。（フィルムカメラお持ちの
方持参可）
11/7（土）・22（日） 各10:00～11:00

●申込

21

shop
info

MADOショップ鳥取中央店
受付/9:00～19:00　日曜・祝日・土曜日午後定休
TEL 23-6590

●対象 どなたでも　●定員 各6名
●会場 MADOショップ鳥取中央店

働きながら、親御さんを介護するには？
【講師】 福祉住環境コーディネーター 店主 山根幸子

93歳の両親の初盆を終えました。国の介護制度
やいろんな方のサポートで、働きながら実家に通
い介護、10余年。実体験が何かお役に立てれば
幸いです。

11/6（金） 14:00～15:00

●申込

28

shop
info

山田真実写真事務所
受付/10:00～17:00TEL 090-5017-7694

●対象 どなたでも　●定員 各5名
●会場 アートスペースからふる
●持ち物 スマートフォンまたは一眼レフカ
メラ

料理撮影のコツ講座
【講師】 山田真実

インスタグラム、ブログに掲載する料理を上
手に撮る「コツ」をお教えします。是非参加し
て楽しんでください。

11/25（水） 11:00～12:00、14:00～15:00

●申込

20

shop
info

アニマル・ヒーリング・エキスパート

受付/平日18:00～21:00、土日9:00～18:00
TEL 090-9415-4062

●対象 どなたでも　●定員 各5名
●会場 田村ビル　●持ち物 筆記用具

愛犬を元気にする簡単手作りごはん
【講師】 動物看護士・愛玩動物飼養管理士 近藤真須美

アレルギーや肥満、病気の予防に良い「愛犬の手作り食」。興味はあるけど大変そうって
思っていませんか？ 簡単に作れて一緒に食べれる嬉しいレシピ（薬膳も）の講座です。 

11/1（日）・13（金）・28（土）・29（日）
各10:30～11:00、14:30～15:00
11/7（土）・8（日）・14（土）・15（日） 各14:30～15:00

●申込
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スタジオ・ジョーマン

受付/13:00～18:00　不定休
TEL 080-6336-4950

●対象 中学生以上　●定員 各3名
●会場 アトリエサロン Rose Avanty
●持ち物 タオル1枚

カイロプラクティック体験勉強会
【講師】 上萬雅洋

カイロプラクティックについて体験しながら学んで
みましょう。お家でできる簡単な技術も学べます。

11/5（木） ・12（木） ・19（木）
各14:00～15:00

●申込
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ビストロ フライパン
受付/10:00～22:00　日曜・祝日定休
TEL 29-1324

●対象 どなたでも ●定員 各5名 ●会場 ビストロフライパン ●材料費 
1,500円 ●持ち物 筆記用具・エプロン・三角巾・マスク

旬の食材を使って作る
かんたんフランス家庭料理
【講師】 奥平常男

・赤かれいと白菜のボンファン　・柿とリンゴのフランベ
アイスクリーム添え　・よもぎとはいがのパン
・大島さん家のコーヒー付

11/3（火・祝）・8（日）・15（日） 各10:00～11:00

●申込
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今年で25周年。地産
地消で鳥取フレンチ
をもっと身近に!!

art.kura
受付/11:00～17:00TEL 090-7509-6104

Mail art.kura.t720@gmail.com

●対象 どなたでも　●定員 各4名
●会場 田村ビル　●材料費 700円

ちょっとおしゃれにペーパークラフト
【講師】 stampin'up公認デモンストレーター くらうちときこ

紙を使って立体的な花を作ります。今回は、クリスマ
スにもぴったりなポインセチア。花の色は選べます。 
11/4（水） 10:30～11:30
11/8（日） 15:00～16:00
11/16（月）・25（水） 各13:30～14:30

●申込
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art.kura
受付/11:00～17:00TEL 090-7509-6104

Mail art.kura.t720@gmail.com

●対象 どなたでも　●定員 各4名
●会場 田村ビル
●材料費 500円

飾れるカードとタグ作り
【講師】 stampin'up公認デモンストレーター くらうちときこ

振るとシャカシャカと音がする楽しいカードです。
スタンプ（はんこ）で作るタグもお楽しみ下さい。 

11/4（水）・8（日） 各13:30～14:30
11/16（月）・25（水） 各10:30～11:30

●申込
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ミシンアート 紡
受付/10:00～17:00　日曜・祝日定休
TEL 29-0005

●対象 どなたでも　●定員 各3名
●会場 ミシンアート 紡
●材料費 500円

エコバッグを作ろう!!
【講師】 加藤洋子

折りたためるエコバッグを
短時間で作ってみましょう。
11/4（水）・11（水）・18（水）・25（水）
各10:00～11:00、13:00～14:00

●申込
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洋裁教室をしており、オー
ダー・直し・型紙・ボタンホール
承ります

日本料理 ジャパンズ
受付/12:30～17:00
TEL 24-3939

●対象 どなたでも　●定員 6名
●会場 日本料理 ジャパンズ　●材料費 500円

おだし基礎編
【講師】 宮本孟尚

日本料理のだし汁（一番だし）の引き方と注意点
について。
引いただし汁でお椀物を作ります。

11/11（水） 14:00～15:00

●申込
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今年35年を迎えま
した。季節の会席を
お楽しみください。日曜または連休最終日定休

不定休あり

Musica Magica （ムジカ マジカ）
受付/10:00～17:00　不定休
TEL 080-5623-3401

●対象 どなたでも ●定員 各4名 ●会場 Musica 
Magica（ムジカ マジカ）●材料費  1,200円

ワイヤーで作る小さな簡単ブローチ
【講師】 Brilliant*Brilliant

初めてさんでも簡単に作れるワイヤーのブローチ。
襟元、胸元、バッグにつけて楽しんでください。
11/12（木） ・17（火） ・21（土） 各10:30～11:30
※その他の日程もご相談に応じます。
　お気軽にご相談ください。

●申込
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