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主催：千葉市中心市街地まちづくり協議会　後援：千葉市・千葉商工会議所    ◉お問い合わせ：千葉まちゼミ実行委員会事務局 TEL.043-227-4103（千葉商工会議所内 担当/笠井）

千葉

お申込みから受講までの流れ

3月1日
2023年

2023年

3月31日～

～

いろんな講座が開催されます！

受講料無料！

お店の方が講師となって、プロならではの専門知識や
コツを受講料無料で学べる少人数制のミニ講座
です。（一部材料費がかかる講座があります。）
60～90分程度のゼミで、お客様のお役に立つことで
『お店』と「まち」のファンづくりを目指して参ります。

チラシに記載されている講座内容を読
み、講座をお選びください。
お店からの販売・勧誘は一切ありませ
んのでご安心ください。

受講時間・お店の場所等、お間違えのないよ
うご注意ください。
キャンセルの場合は必ずお店に連絡をして
ください。遅刻された場合も定刻になり次第
講座を開始いたしますのでご了承ください。

行きたい講座が決まったら、お店に直接お電
話をし、「まちゼミの申込みです。」とご予約して
ください。
●定員になり次第締切になります。
●申込みは、各店の受付時間内にお願いします。
●申込み初日は電話回線の混雑が予想されます。
●申込みの際に、持ち物・材料費等を必ずご確認ください。

第3回

3年

ぶりの開催！！

水 金

2月22日 水

お店からの販売・勧誘は一切ありません。
一部材料費がかかる講座があります。

全22講座

Let's go!!

開講期間

申込み受付開始

皆さまのお越しを  お待ちしております。お気軽にお問い合わせください！

選ぶSTEP 1 申し込むSTEP 2 受講STEP 3

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」ってなぁに
？

◉新型コロナウイルス感染症対策については、各店舗の指示に従ってください。



■主ミュージック アミューズメント 詩音 ■師内山雅春 ■¥ 500円 ■持ギター
（貸し出しあり）■定5名 ■対どなたでも

弾き語りギター教室
ギターを弾いてみたい！触ってみたい！
など初心者向けの講習になります。

3月   5日（日）13：00～14:00
3月12日（日）13：00～14:00

◎予約受付時間/10：00～21：00
◎会場/千葉市中央区中央3-13-11 
　　　  第二TKビル1F

会場：ミュージック アミューズメント 詩音
TEL.080-5463-9018

■主Lili-en-factory（リリエンファクトリー） ■師なかがわさとみ ■¥ 100
円:講座レジュメ代 ■持充電済のスマートフォン、筆記用具 ■定5名 ■対ど
なたでも

ビジネスにも使っている方が多いSNS。
なんとなくやっていませんか？特にイン
スタグラムを中心に、SNSをビジネスに
繋げる方法を伝授します。
3月   7日（火）13：30～15:00
3月16日（木）13：30～15:00
3月28日（火）13：30～15:00

◎予約受付時間/10：00～18：00
◎会場/千葉市中央区中央1-10-10-310

会場：シナリー化粧品 桜香営業所
TEL.080-9708-2133

◎予約受付時間/10：00～18：00
◎会場/千葉市中央区中央1-10-10-310

会場：シナリー化粧品 桜香営業所
TEL.080-9708-2133

1 インスタグラムで売上アップ！SNS活用法2

■主日本会計コンサルティング㈱ ■師乘田一正 ■¥なし ■持筆記用具 
■定１講座あたり７名 ■対どなたでも

相続税の基本とエンディングノートの書
き方を学ぶ講座です。相続税について
学びたい方やエンディングノートの書き
方を知りたい方は是非ご参加ください。
3月23日（木）10：00～11：00
3月24日（金）10：00～11：00
3月30日（木）10：00～11：00
3月31日（金）10：00～11：00

◎予約受付時間/10：00～16：00
◎会場/千葉市中央区栄町42-11 日本企業会館1階

会場：日本会計コンサルティング㈱／税理士法人日本会計グループ
TEL.043-202-2002

相続税の基本とエンディングノートの書き方

映え写真のコツを伝授！スマホカメラ講座
スマホカメラだから綺麗な写真が撮れ
ないと諦めていませんか？ちょっとした
ことで写真はグンと見違える！プロ歴
15年のフォトグラファーが教えます。

■主Lili-en-factory（リリエンファクトリー） ■師なかがわさとみ ■¥ 100
円:講座レジュメ代 ■持充電済のスマートフォン、筆記用具 ■定5名 ■対ど
なたでも

■主株式会社 東屋（アズマヤ） ■師渡辺弘一 ■¥なし ■持なし ■定5名 ■対どな
たでも

ガスで炊けるご飯鍋は電気釜より早く、
おいしく炊け,さらにエコ非常時にもカ
セットコンロでご飯が炊けます。おにぎ
りにして試食も予定。
3月   4日（土）15：00～16:00
3月11日（土）15：00～16:00
3月18日（土）15：00～16:00

3月   4日（土）13：30～15:00
3月   7日（火）10：30～12:00
3月16日（木）10：30～12:00
3月28日（火）10：30～12:00

◎予約受付時間/平日10：00～18：00
◎会場/千葉市中央区富士見2-13-13

会場：株式会社 東屋（アズマヤ）
TEL.043-224-2501

3

エコで簡単！美味しくご飯を！4 運気爆アゲ！開運手相＆筆跡講座
手相や筆跡であなたの個性や運気が
分かる！誰でも気軽に参加できる、「福」
をよびこむ開運入門講座です。

◎予約受付時間/平日9：00～18：00
◎会場/千葉県千葉市中央区本千葉町1-11 
　　　  アクアタワー38（旧千葉中央ビル） 3F

会場：カフェ＆レンタルカフェ KKDuo
TEL.090-2302-1123

■主風水開運ラボ ■師開運ナビゲーター：楠木あさ美 ■¥ 500円：テキス
ト他 ■持筆記用具 ■定8名 ■対どなたでも

■主オーブ法律事務所 ■師弁護士 瀬川尚吾 ■¥なし ■持なし ■定1講座あた
り2名まで ■対どなたでも

賃料を払っているのに、賃貸物件から
退去を求められた…実はその時立退料
を請求できることがあります。詳しくは
弁護士に聞いてみましょう。

3月1日（水）13：30～14：30
　　　　　 14：30～15：30
　　　　　 15：30～16：30

3月   1日（水）10：00～12:00
3月   7日（火）10：00～12:00
3月14日（火）10：00～12:00

◎予約受付時間/10：00～18：00
◎会場/千葉市中央区中央3-14-8
　　　  千葉セントラルビル4階

会場:オーブ法律事務所
TEL.043-307-2563

5 賃貸物件からの退去に関する立退料って？6 無料で、旅行や買い物ができる秘密の方法
お金の専門家が教える、旅行やホテル
宿泊、そして買い物が無料で行える秘
密の方法を教えます。

◎予約受付時間/10：00～19：00
◎会場/千葉県千葉市中央区本千葉町1-11 
　　　  アクアタワー38（旧千葉中央ビル） 3F

会場:カフェ＆レンタルカフェ KKDuo
TEL.080-7411-4899

■主千葉ライフプラン研究会 ■師安藤徳光 ■¥なし ■持筆記用具■定15名 
■対どなたでも

■主クレドゥマリアージュ千葉サロン ■師藤田サトシ ■¥なし ■持筆記用具、
スマホ（必須） ■定1講座あたり14名 ■対どなたでも

小・中・高のPTAとカウンセラー向け。
不登校のリスクや、その他の悩みを
早期に見抜くノウハウを公開。

3月17日（金）13：00～14:30
3月17日（金）15：00～16:30
3月29日（水）13：00～14:30
3月29日（水）15：00～16:30

3月   7日（火）13：00～14:30
3月15日（水）10：30～12:00
3月24日（金）10：30～12:00

◎予約受付時間/9：00～20：00
◎会場/千葉市中央区栄町42-11　
　　　  日本企業会館1階

会場:日本会計コンサルティング㈱
TEL.080-5870-2103

7

■主ギャラリー龍 ■師釜津田俊美 ■¥ 1,200～1,500円:お花代 ■持ハサミ
と持ち帰るための袋 ■定6名 ■対どなたでも

■主ギャラリー龍 ■師龍惠理子 ■¥なし ■持筆記用具 ■定1講座あたり6名 
■対どなたでも

人生に花は欠かせません。祝う花。御見
舞いの花。愛を伝える花。悲しい時に捧
げる花。まずは自分に一輪の花を飾って
みましょう。

◎予約受付時間/10：00～17：00
◎会場/千葉市中央区中央3-18-3
　　　  加瀬ビル158   601

会場：ギャラリー龍　
TEL.080-2135-5308

暮らしの中に癒しの花を飾りましょう！12 龍の話と龍体文字体験（名前を書く）
易経の龍の成長の話などを聞いた後、龍
体文字で名前を書いてみましょう。終わっ
た後はゆっくり龍の絵をご覧ください。

◎予約受付時間/10：00～17：00
◎会場/千葉市中央区中央3-18-3
　　　  加瀬ビル158   601

会場：ギャラリー龍
TEL.070-3121-0600

3月   6日(月)11:00～11:45
3月   9日(木)11:00～11:45
3月20日(月)11:00～11：45
3月21日(火)11:00～11:45
　　　　　　14:00～14:45
3月27日(月)11:00～11:45

3月   6日（月）13：00～15:00
3月20日（月）13：00～15:00
3月27日（月）13：00～15:00

13

小・中・高校生のお子さまのお悩みを見抜く方法8

■主関口園 ■師関口宗之・芳子 ■¥ 300円:冊子『ほっとひといき 日本茶入
門』/各種茶葉 ■持なし ■定5名 ■対どなたでも

煎茶、玉露、ほうじ茶…急須一つで楽し
める色々な美味しさ。お茶の種類と魅
力を最大限味わう方法を日本茶インス
トラクターが説明します。

3月15日（水）13：30～14:30
3月29日（水）13:30～14:30

◎予約受付時間/10：00～18：00
◎会場/千葉市中央区中央4-7-15

会場：関口園
TEL.043-224-4006

急須でお茶をいれてみよう9 10

■主コスメティックハウス なかはら ■師なかはらスタッフ ■¥ 990円：使用
化粧品代 ■持なし ■定1名 ■対どなたでも

本当に似合う色はイエベ？ブルベ？判
定機器を用いて春夏秋冬を判定！似合
うアイカラー（990円）をプレゼント！

3月2日（木）～3月14日（火）の間開催
（水曜日定休）
各10：00～19：00（所要時間45分）

◎予約受付時間/10：00～20：00
◎会場/千葉市中央区中央 3-18-6

会場：コスメティックハウス なかはら
TEL.043-224-5500

パーソナル・カラー診断14

■主コスメティックハウス なかはら ■師なかはらスタッフ ■¥ 100円：使用
化粧品代 ■持なし ■定1名 ■対どなたでも

高級化粧品を用いた「ミストエステ」の
体験。目から下だけメイクを落とします。
お肌に合ったサンプルもプレゼント！

3月2日（木）～3月14日（火）の間開催
（水曜日定休）
各10：00～19：00（所要時間45分）

◎予約受付時間/10：00～20：00
◎会場/千葉市中央区中央 3-18-6

会場：コスメティックハウス なかはら
TEL.043-224-5500

人気のミストエステ体験！15

■主コスメティックハウス なかはら ■師なかはらスタッフ ■¥なし ■持なし
■定2名 ■対どなたでも

眉で印象は大きく変わります。似合う眉
の書き方などをお教えいたします。スキ
ンケアサンプルも差し上げます。

3月2日（木）～3月14日（火）の間開催
（水曜日定休）
各10：00～19：00（所要時間45分）

◎予約受付時間/10：00～20：00
◎会場/千葉市中央区中央 3-18-6

会場:コスメティックハウス なかはら
TEL.043-224-5500

眉で変わる！なりたいイメージの作り方！16

■主CHICAGO ■師日原健一 ■¥なし ■持筆記用具 ■定1講座あたり4名 ■対
女性の方

パンプスを履くと足が痛い。足に合う
パンプスがわからない。足と靴の専門
家、上級シューフィッターが悩みを軽く。
パンプス選びのコツを教えます。

3月17日(金)18:00～19:00
3月31日(金)18:00～19:00

◎予約受付時間/11：00～18：00
◎会場/千葉市中央区中央1-10-10-310

会場:シナリー化粧品 桜香営業所
TEL.043-261-2334

春コーデに役立つ痛くないパンプスの選び方17

■主日本カイロプラクティックセンター 千葉リヘルス ■師阿久津雅彦
■¥なし ■持なし ■定5名 ■対どなたでも

検査では特に悪いところがないのに、何
か体調がすぐれない。最新の波動測定
器でお悩み解決いたします。健康になる
秘訣も教えます。

3月  8日（水）10:00～11:30
3月17日（金）14:00～15:30

◎予約受付時間/9：00～20：00
◎会場/千葉市中央区中央1-10-10-310

会場:シナリー化粧品 桜香営業所
TEL.043-221-7200

波動測定器による健康チェック22

■主シナリー化粧品 桜香営業所 ■師千倉真里子 ■¥なし ■持なし
■定5名 ■対小学校3年生以上、中学生までのお嬢さまとお母さま

女の子はみんなメイクに興味津 ！々！お
子様のデリケートなお肌にも安心安全
な脱石油化粧品でお母さまと一緒にメ
イクに挑戦してみませんか?　
3月  5日(日)10:30～12:00
3月11日(土)13:30～15:00
3月19日(日)10:30～12:00
3月25日(土)10:30～12:00

◎予約受付時間/10：00～18：00
◎会場/千葉市中央区中央1-10-10-310

会場:シナリー化粧品 桜香営業所
TEL.090-2645-4237

Let's try 親子でメイク18

■主ネイルサロン iu ■師吉永由 ■¥ 500円：材料・教材費 ■持ご自身でお持
ちの使いたいマニキュアがあればご持参ください。 ■定1名 親子に限
り2名 ■対どなたでも

セルフで綺麗にマニキュアを塗るコツ
をお教えします！学生、OL、主婦、親子連
れや、男性の方のネイル体験も大歓迎
です♪

◎予約受付時間/10：00～20：00
◎会場/千葉県千葉市中央区中央3-4-13CI16ビル4F  
　　　  セルフエステサロンCHERO内

会場：ネイルサロン iu
TEL.050-3196-9914

コツを掴んで自宅で楽しくセルフネイル講習19

■主D'ciel urban hair design ■師伊藤翼 ■¥ 500円：材料費・光熱費 
■持なし ■定1講座1名 ■対どなたでも

髪質の悩みを解決します★当サロン大
人気の髪質改善コース体験と、ご自宅で
のケア方法等しっかりとお伝えさせてい
ただきます♪

◎予約受付時間/10：00～20：00
◎会場/千葉県千葉市中央区中央3-4-13
　　　  CI16ビル3F

会場：D'ciel urban hair design
TEL.043-222-2888

髪質改善でいつまでも綺麗な髪を♪20

■主セルフエステサロンCHERO Be Platform ■師CHEROスタッフ
一同 ■¥①500円②500円：材料費 ■持親権者同意書（未成年の場
合） ■定1講座あたり1名 （親子のみペア利用可） ■対ご新規様のみ

①脱毛10分、②ホワイトニング10分体
験★セルフサロンなのでハイパフォー
マンスのマシンを個室で♪その効果実
感してください。
3月1日（水）～3月31日（金）の間、常時開催
（火曜日・第3月曜日定休日）
各10：00～18：00（所要時間60分）

◎予約受付時間/10：00～19：00
◎会場/千葉県千葉市中央区中央3-4-13CI16ビル4F

会場:セルフエステサロンCHERO Be Platform
TEL.043-216-5023

個室でセルフ脱毛・ホワイトニング体験♪21

3月10日(金)17:30～18:30、19:00～20:00
3月14日(火)10:00～11:00、11:30～12:30
3月24日(金)17:30～18:30、19:00～20:00
3月28日(火)10:00～11:00、11:30～12:30

3月10日(金)18:00～19:00、19:30～20:30
3月14日(火)   9:30～10:30、11:00～12:00
3月24日(金)18:00～19:00、19:30～20:30
3月28日(火)   9:30～10:30、11:00～12:00

お申込みはお店に直接お電話を！お申込みはお店に直接お電話を！
楽しいゼミが盛りだくさん！楽しいゼミが盛りだくさん！

為になるゼミや、楽しい体験講座、
美しくなれる癒しの時間など、
さまざまなゼミをご用意して、
みなさまのお越しをお待ちしております！

受講料無料！

きれい

美容・キレイに
関する講座

■主催者  ■講師  ■材料費  ■持ち物  ■定員  ■対象主 師 ¥ 持 定 対夜間開催 要材料費 親子連れ

ジャンルは4つ！ 
アイコン説明

まなぶ

知識・知恵を
学べる講座

つくる

制作・体験する
講座

健康

健やかな毎日に
関する講座

■主有限会社樫浦商店 ■師樫浦敏彰 ■¥なし ■持なし ■定1講座あたり4名
■対どなたでも

我がまち千葉市の歴史や地理などにつ
いて語ります。地元のことを知って、千葉
のまちを一緒に楽しみましょう。

3月   1日（水）16:00～17:00
3月15日（水）16:00～17:00
3月29日（水）16:00～17:00

◎予約受付時間/9:30～17:00（平日のみ）
◎会場/千葉市中央区中央3-12-12

会場：有限会社樫浦商店
TEL.043-227-4117

千葉市の成り立ちに興味ありませんか？11

※一部材料費がかかる
　講座があります。


