
            主催：三次商工会議所・三次広域商工会 

～第 6 回～   
     得する街のゼミナール  

   ‘‘まちゼミ’’参加店募集のご案内  

 

お店とお客様との交流を通し、お店のファンづくりを目指した第5回の「得する街のゼミナール（まちゼミ）」 

も大好評を受け、今年第6回目を開催することになりました。 

 昨年の“まちゼミ”は新型コロナウイルス感染症の影響でやむなく中止となりましたが、一昨年の“まちゼミ”で

は３１店舗・４１講座の参加があり、多数のお客様から受講後「とても満足」と言う評価をいただきました。 

 参加店・お客様の両方が満足し、お店のファンづくりの推進につながる“まちゼミ”に今回も皆さんと作り上げて

いきたいと思っております。また、第6回のまちゼミはコロナウイルス感染対策として、オンラインでの開催も可能

となっております。 

 つきましては、下記募集内容をご覧いただき、講師としてご参加いただける方は是非お申込みくださいますよう 

ご案内致します。 

 

■ 「まちゼミ」参加店 募集内容 ■ 

◆ 実施期間         令和３年１１月１日（月）～３０日（火）の１カ月間 

                 ※この期間で参加店の都合のよい日時を計画する。 

◆ 参 加 費    １講座６,０００円（２講座目からプラス３,０００円） 

◆ 参加資格       三次商工会議所または三次広域商工会の会員で、下記のいずれかに 

該当される方。 

① これまで「まちゼミ」に参加された事業所 

                  ② 9 月開催の事前説明会に参加できる事業所 

           （コロナウイルス感染対策等の新たなまちゼミのルールを説明します。） 

◆  まちゼミのルール    別紙 第６回 『得する街のゼミナール』  開催要項のとおりです。 

                 ＊販売・営業はしない。ファンづくりに徹する。 

◆ 参加申込           別紙、「申込書兼ちらし原稿」をご記入の上、三次商工会議所事務局に 

FAX 又は・郵送・メールにてお申込みください。 

 

  申込締切 令和３年8月20日（金） 
 

郵 送： 〒７２８－００２１ 三次市三次町１８４３－１ 

ＦＡＸ： （０８２４）６３－５２００ 

メール：  miyoshicci@gmail.com 

【お問い合わせ】 ＴＥＬ（０８２４）６２－３１２５（担当：天野・岩滝・竹本） 

初参加希望の方や本件に関するご質問等、お気軽にお問合わせください。 

 

                                                                                                                                 

 

              私たちと一緒に「まちゼミ」で三次を、商売を盛り上げませんか？ 

                             三次まちゼミの会 (Facebook) → 

mailto:miyoshicci@gmail.com


                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

三次は11月に開催！ 

 
お問い合わせ先 
 三次商工会議所 事務局 TEL(0824)62-3125 FAX(0824)63-5200 

 三次広域商工会 事務局 TEL(0824)44-3141 FAX(0824)44-3390 

参加店募集中！！ 



 第６回 『得する街のゼミナール』  開催要項  
三次商工会議所・三次広域商工会 

１．目 的 三次市内の各事業所が講師となり、プロならではの専門知識や特性、ネットワークを活か

して少人数のゼミナールを無料（あるいは材料費実費）で開催することで、各商店の存在

や特徴を知っていただくとともに、お店とお客様との交流を通し、商店街ならびに各商店

のファンづくりと三次市の活性化を推進する。 

２．ねらい ①まずお店（街）に来ていただくためのきっかけとし、 
②そのお店（街）にどんな商品やサービスがあり、どんな人達がいるかを知っていただき、 
③そしてお店での買い物の楽しさ（お店とのコミュニケーション）を体感していただく。 
④また、お店（街）はお客様から何（商品、サービス､情報など）を求められているのか

を知る機会とも捉え、今後の商店経営改善の参考とする。 

３．会 場 原則、講師のお店 
※店の場所・商品内容・雰囲気･店主をはじめスタッフの顔などを知って貰うため。 
※上記が無理な場合は、近隣の店舗内、若しくは中心市街地での有料施設にて開催をお願

いします。 

４．講 師 原則、店主もしくはお店のスタッフが講師になります。 

５．告知方法 
① 新聞折込チラシ（中国新聞折込 10 月 18 日（月）予定） 
② メディアでの発信〔テレビ、新聞各社等への依頼〕 
③ 会員事業所へのＤＭ 
④ 参加店によるチラシ配布 
⑤ 商店街各店 及び 公共施設（市役所・支所など）でのチラシ配布 
⑥ 広報みよしでの告知掲載 他 

６．講座内容 
      ① 期 間   11月 1 日(月) ～ 11 月 30 日(金)  ※ご都合のよい日程でご計画ください。   
      ② 会 場   (1)自店  (2)近隣の店舗  (3)その他 

 ③ カテゴリー きれい、健康、つくる、まなぶ、たべる 
      ④ 受講者数  少人数が原則です、理想は 3～5 人 何回か開催 
      ⑤ 受講料   無 料 ※材料・教材費が発生する場合は、受講生より実費徴収 
      ⑥ 開講時間  ６０～９０分程度で各店舗が設定 
      ⑦ ゼミの展開 (1) 開講挨拶と趣旨説明 

(2) 自店･自己紹介 
              (3) 講座スタート 

(4) 質疑応答 
(5) アンケート依頼・回収と終了の挨拶 
(6) 講師・受講者アンケートを集計後 提出 

７．申込・受付  各店にて電話受付での先着順 チラシ投入日 

８．参加費・条件  １講座あたり 6,000 円（※２講座目からは 3,000 円） 

参加資格者：9月開催の事前説明会参加者 

９．感染対策   9 月開催の事前説明会でコロナウイルス感染対策マニュアルをお渡しします。  

 



記入日：　　　月　　　日 参加申込み締切日（厳守）８/20(金)

▼お店の情報 今回初めて参加　・　過去に参加している

お店の名前

お店の所在地 〒　　　　　

担当者・連絡者のお名前

▼講座の内容
（お願い）チラシ作成用に写真・イラスト等も添えてご提出ください。用意できない場
合は、三次商工会議所までご相談ください。
写真がデータの場合は miyoshicci@gmail.com まで送信してください。

お話していただける方
のお名前
講座タイトル
必ず20文字以内　記号も含む

カテゴリー 　　きれい  　・　　健康  　・  　つくる  　・  　まなぶ  　・　　たべる

開催日時
(3講座以上の方は追記くださ
い）

　　　　月　　　日（　　）開始　　：　　　～　終了　　：
　　　　月　　　日（　　）開始　　：　　　～　終了　　：
　　　　月　　　日（　　）開始　　：　　　～　終了　　：
フリー記入

開催方法
　(1)自分のお店
　(2)オンライン
　(3)その他　（　　　　　　　　　　　　　　）

講座内容

（1行15文字4行以内）

対　象
（年齢・性別など）

※対象者を限定する場合はご記入ください

受講者の持ち物

材料・教材費
（受講者より徴収する）

　　　　　　　　円　←必ず教材の内容記入：

定　員 １講座あたり　　　　　名

受付時間＆受付電話番号
●受付時間　（　　）時（　　）分から（　　）時（　　）分まで
●申込み先の電話番号　（　　　　—　　　　　—　　　　　　　　）

チラシ希望枚数（５０枚ま
で）

掲載画像 店主又はスタッフの方の写真

画像提出方法
持ち込み　　・　　メール　　・　　郵送　　・　一昨年と同じ
※メールの場合ファイル名を明記してください。
※郵送・持ち込みの場合返却が必要な場合は明記してください。

その他

＊校正作業は三次商工会議所で行っています。納期遅れ、記入漏れの無いようにご協力お願いいたします。

◆電話　　　　　　　　　◆FAX　　　　　　　　　◆E-mail　

～第6回～　得する街のゼミナール
申込書　兼　ちらし原稿

◆営業時間　　　：　　　～　　　：　　　　　　　◆定休日　　　　　　　曜日

三次商工会議所　行　FAX：６３－５２００　Mail：miyoshicci@gmail.com　　　　

mailto:miyoshicci@gmail.com
mailto:miyoshicci@gmail.com


～三次まちゼミ実行委員会からのお知らせ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所名                 ご担当者 

所在地                   TEL  

まちゼミ体験会  相談会 

開催します 
＆ 

話だけでも 

聞いてみよう 

かな？ 

まちゼミ 

って何？ 

うちもやってみたい！ 

何ができるかな？ どんなこと 

するの？ 

あなたのお店・事業所も 

 まちゼミに参加してみませんか？ 

新規参加をご検討の事業所さま向けに 

“体験会＆相談会”を開催します。 

三次まちゼミの会 

 参加する  ・  参加できないが興味がある  

まちゼミ体験会＆相談会に  （ ○ 印を付けてください ） 

場所： 
 

内容： 

 

７月３０日（金） 

19：00 ～ 20：30 

やり方、講座内容について 

三次商工会議所 第３会議室 

「まちゼミ」とは？ 模擬ゼミ 

【事務局】 三次商工会議所 ℡ 62-3125 FAX 63-5200 三次広域商工会 ℡ 44-3141 FAX 44-3390 

＊後日ご連絡をさせていただきます。 



 

の 声 

新しいお客様

に出会えた 

楽しく役立つ内容で 

とても満足!! 

などなど、参加店も受講者さんも楽しく為になる

“まちゼミ”にあなたもぜひ参加してみませんか 


