平成２４年１０月２日

記者配布資料
大阪経済記者クラブ会員各位
「商店街・賑わいプロジェクト」事業

大阪府内初の「まちゼミ」！
「粉浜『得する街のゼミナール』」の開催について
【お問合せ先】大阪商工会議所 流通・サービス産業部
流通担当（松澤・堤）
Tel：０６－６９４４－６４４０
２日のみ：０９０－５１５１－８００４

○ 大阪商工会議所流通活性化委員会（委員長：山本博史・㈱小倉屋山本社長）は、住之江
区の粉浜商業協同組合（構成：粉浜商店街振興組合、粉浜駅前商店街商業協同組合、
粉浜本通商店街振興組合、理事長＝富永高文・粉浜商店街振興組合理事長）と協動し、
１０月２１日（日）から１１月１５日（木）まで、大阪府内で初めてとなる｢得する街
のゼミナール｣を開催する。
○ 「得する街のゼミナール」は通称「まちゼミ」と呼ばれ、商店街の店主が講師となり、
各店の専門知識などを少人数ゼミの形式で来店者に無料で講義し、魅力を紹介する事業。
愛知県岡崎市で平成１４年に始まり、現在までに全国約３０カ所で実施され、個店のフ
ァンづくりに効果をあげている。その効果と人気の高さから、商店街の各店が選り抜き
の１００円商品を用意する「１００円商店街」、飲食店の飲み・食べ歩きイベント「バ
ル」とともに、「商店街活性化三種の神器」と呼ばれている。
○ 今回実施する「粉浜『得する街のゼミナール』」では、化粧品店によるレッスンや、子
供服店によるオリジナル上靴の製作など、商店街の８店舗が独自の講座を実施するほか、
住之江・住吉の両区役所も参加し、計１７講座をのべ５０回開催する。
○ 大阪商工会議所では、平成２４年３月に、冊子「商店街・賑わい読本第７号『バルとま
ちゼミ』」、ＤＶＤ「商店街・賑わい読本映像編第７号「『まちゼミ』って何！？」を作
成し、商店街での開催に向けた呼びかけを行っている。粉浜では、これまで計３回にわ
たり勉強会・説明会を開催するなどの準備を重ねてきた。
以上
添付資料：
「粉浜『得する街のゼミナール』」の実施概要について（資料１）
「粉浜『得する街のゼミナール』
」開催予定ゼミ一覧（資料２）
「商店街・賑わい読本第７号『バルとまちゼミ』
」(資料３)
★本資料のデータは、大阪商工会議所の「商店街・賑わいプロジェクト」ホームページ
（http://www.osaka.cci.or.jp/nigiwai/）の「報道発表資料」にも掲載

資料１
平成２４年１０月２日
「商店街・賑わいプロジェクト」事業

「粉浜『得する街のゼミナール』
」の実施概要について
大阪商工会議所
流通活性化委員会

１．趣

旨：

○本所では、
「商店街・賑わいプロジェクト」事業の一環として「得する街のゼミナール」
（通
称：
「まちゼミ」
）の推進・普及を目指しており、その第一弾事業として、粉浜商業協同組合
と協働し「粉浜『得する街のゼミナール』」を大阪府内では初めての「まちゼミ」として
１０月２１日（日）より１１月１５日（木）まで開催する。
○「粉浜『得する街のゼミナール』」では、粉浜商店街を中心とする８店舗および住之江・住
吉の両区役所が合計１７講座をのべ５０回にわたって開催する。
○「まちゼミ」は商店街の店主が講師となり、各店の専門知識などを少人数ゼミの形式で来店
者に無料で講義し、魅力を紹介する事業。愛知県岡崎市で平成１４年に始まり、現在までに
全国約３０カ所で実施され、個店のファンづくりに効果をあげている。その効果と人気の高
さから、商店街の各店が選り抜きの１００円商品を用意する「１００円商店街」飲食店の飲
み・食べ歩きイベント「バル」とともに「商店街活性化三種の神器」と呼ばれている。

２．名

称：

「粉浜『得する街のゼミナール』」

３．構

成：

（主催）大阪商工会議所、粉浜商業協同組合（粉浜商店街振興組合、
粉浜駅前商店街商業協同組合、粉浜本通商店街振興組合）
（後援）住之江区役所、住吉区役所

４．日

時：

平成２４年１０月２１日（日）～１１月１５日（木）
※講座により開催日時、開催場所が異なる。

５．参加店舗等：

参加８店舗および住之江・住吉区役所。
全１７講座、のべ５０回開催（各講座の詳細は「資料２」参照。）

６．これまでの経緯：
（平成２４年）
３月

大阪商工会議所が冊子「商店街・賑わい読本第７号『バルとまちゼミ』」、および
ＤＶＤ「商店街・賑わい読本映像編第７号「『まちゼミ』って何！？」を作成。

３月２１日
５月１０日
８月１０日
１０月１日

７．参

大阪商工会議所が「商店街フォーラム」で「まちゼミ」を紹介
粉浜で「まちゼミ」勉強会（岡崎まちゼミの会 代表 松井洋一郎氏）
粉浜で「まちゼミ」勉強会
粉浜で「まちゼミ」出講者説明会

考：粉浜商業協同組合：粉浜商店街振興組合、粉浜駅前商店街商業協同組合、粉浜本

通商店街振興組合で構成。理事長：富永高文、住所：大阪市住之江区粉浜３－１０－４、電話：
０６－６６７１－５３２４。
以 上

資料２
平成２４年１０月２日
「商店街・賑わいプロジェクト」事業

「粉浜『得する街のゼミナール』
」開催予定ゼミ一覧
大阪商工会議所
流通活性化委員会

店舗別、開催日付順
○おしゃれ巧房マツモト（化粧品）
☆「貴女に合った眉かき＆アイメイクレッスン」
10 月 21 日（日）
・23 日（火）
・11 月 9 日（金） 各日 10 時 30 分、14 時、16 時の３回
☆「超音波エステ体験」
11 月 1 日（木）・11 日（日） 各日 10 時 30 分、13 時 30 分、15 時の３回
☆「プロが教えるメイクレクチャー」
11 月 7 日（水）
・12 日（月）各日 10 時 30 分、14 時、16 時の３回
○ちむら鍼灸整骨院
☆「体のバランスを整えて 元気で健康な毎日を」
10 月 25 日（木）・11 月 1 日（木）
・8 日（木）・15 日（木）いずれも 15 時から
○輝プランニング
☆「最新のガン治療について！！」 10 月 21 日（日）13 時から
☆「誰でも入れるってホント？ 医療保険」 10 月 24 日（水）15 時から
○婦人服ファーロ
☆「意外と目につく？ パンツスタイルの後ろ姿」
10 月 23 日（火）・24 日（水）
・26 日（金）19 時から、10 月 28 日（日）10 時から
☆「いつもと少し違う！ チャレンジコーディネート」
11 月 6 日（火）
・7 日（水）
・9 日（金）19 時から、11 月 11 日（日）10 時から
○呉服・和装小物 こころや
☆「七五三の着物の身揚げの仕方」10 月 27 日（土）15 時から
☆「男キモノの着付けと帯の結び方」11 月 3 日（土・祝）
・10 日（土）いずれも 15 時から
○こびとのクローゼット フジヤ（こども服）
☆「オリジナルの上靴を作ってみませんか？」
①10 月 24 日（水）19 時、②10 月 25 日（木）11 時、③10 月 27 日（土）19 時
☆「お子さんをもっと可愛く撮るコツ教えます。」
①10 月 31 日（水）19 時、②11 月 1 日（木）11 時、③11 月 3 日（土・祝）19 時
○井川とうふ店
☆「豆腐とはなんぞや？（試食あり）
」10 月 21 日（日）19 時から
○すし 聖月
☆「寿司のわかるゼミ～今日からあなたも寿司通に!!～」10 月 23 日（火）13 時 30 分から
○住吉区役所
☆「不登校・引きこもりについて語ろう」10 月 31 日（水）16 時から
☆「こどもを犯罪から守ろう！」11 月 1 日（木）16 時から
○住之江区長 高橋 英樹氏
☆「普段着ワインのわいわいゼミナール」11 月 2 日（金）・3 日、いずれも 18 時から
以 上

