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2016年2月6日（土）～３月６日（日）

きれい 健 康 たべる

つくる まなぶ コラボ
女性起業家（グループ）

共同開催店
新しい発見が
あります

作品制作をおこなう
講座です

料理に挑戦して
みましょう

健康にすごす
ための講座です

美容・きれいを
追求する講座です

各講座はカテゴリー別に６つに分かれています。

ま
クーポン
プレゼント

まま
クク ポ
ちちちちゼ
ンンンン
ゼゼミ

自分の手が好きになる! セルフジェルネイル講座
自分でもジェルネイルにチャレンジしてみませんか？ジェルネイルについて学びながら
楽しくきれいになれます。ジェルオフ無料チケット付き♪

ネイルサロン Rosy Day

1

日野市三沢3丁目

●会場/13日：多摩平の森PlanTプロジェクトルーム1　23日：
高幡まんじゅう参道ビル3F　●対象/18歳以上　●定員/3名　
●材料費/1,500円（ジェル、アート材料他） ●持ち物/なし

2月13日（土）、23日（火）
10：00〜12：30/13：00〜15：30/16：00〜18：30

受付時間/10：00〜19：00　定休日/不定休
090-6508-2160

自分をもっとステキに! めざせ「ー5才」写真!
安心して下さい。「写り方」って、ちょっとした気持ちしだいで変われますよ♥ビフォー
アフターの写真プレゼント♥そしてメイクのワンポイントアドバイス付き。

ファミリー写真館スマイル高幡不動店

2

日野市高幡1004-3　2F

●会場/ファミリー写真館スマイル高幡不動店　●定員/4名
●材料費/無料　●持ち物/なし　●駐車場/あり

3月2日（水）
3月4日（金）

10：00〜11：30
14：00〜15：30

受付時間/9：00〜19：00
定休日/火（2月は月・火休み）

042-594-7676

眉の描き方教室
眉の描き方で女性の印象は変わります。貴方に眉をみつけましょう。

（有）ベッティ写真館 多摩平店

3

日野市多摩平1-4-13

●会場/（有）ベッティ写真館　多摩平店
●対象/全女性　●定員/5名　●材料費/無料
●持ち物/普段お使いのメイク用品

3月1日（火）
10：30〜11：30/13：30〜14：30

受付時間/9：00〜18：00　定休日/水
042-581-1245

美しく踊るよさこい体験！ ひのよさこい祭を
    盛り上げよう!!

子育てママ大歓迎!!  どなたでもよさこい体験してみませんか!!

よさこいチーム新選組REVO

4

日野市三沢200番地

●会場/日野市立第八小学校体育館
●対象/どなたでも（親子で参加OK）●定員/10名
●材料費/無料　●持ち物/室内用の靴　●駐車場/あり

2月13日（土）
2月19日（金）、21日（日）

10：00〜11：30 10：00〜11：30
18：30〜20：30

受付時間/17：00〜21：00　定休日/なし
0428-49-2827

自分でできる『骨盤調整』テニスボールで痛み解消!!
体の歪みをチェックして、テニスボール（硬）を使用して腰背筋を弛めることで、関節の
可動性を揚める、体重を利用してリラックスすることで効果を上げる。

阿川治療院

5

日野市多摩平1-4-9　ライオンズマンション豊田101

●会場/阿川治療院　●対象/　●定員/4〜5名
●材料費/400円　●持ち物/タオル

2月17日（水）
2月27日（土） 13：00〜14：30

受付時間/9：00〜17：00　定休日/日・祝
042-584-1388

親子で貼ろう♥キネシオテーピング入門編
スポーツテーピングとは違う、魅力をお伝えします　親子で貼りあい、ふれあいのツー
ルにしませんか!!

自然治癒力向上サロンかえで

6

日野市南平2-43-2

●会場/自然治癒力向上サロンかえで
●対象/小学校4年生〜高校3年生の親子　◉定員/4名（2組4名程度）
●材料費/1組500円　キネシオテックス（テープ代） ●持ち物/はさ
み、タンクトップ、短パン　●子連可　●駐車場/あり

2月13日（土）、27日（土）11：00〜12：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/不定休
080-5866-1133　SMS可

〜貼って体験 貼られて実感〜試してみよう! 不思議なキネシオテーピング
リンパ液の流れを良くして、冷え性やむくみに効果的に痛みをやわらげ、弱いところを
保護し、障害を防ぐテーピング法です。

自然治癒力向上サロンかえで

7

日野市南平2-43-2

●会場/自然治癒力向上サロンかえで
●対象/どなたでも参加できます　●定員/4名
●材料費/500円　キネシオテックス（テープ代）
●持ち物/はさみ、タンクトップ、短パン　●駐車場/あり

2月18日（木）、24日（水）10：30〜11：30

受付時間/10：00〜17：00　定休日/不定休
080-5866-1133　SMS可

極上エステ体験
植物成分100％のスキンケアを使ったエステです。タマスクローズ入りフェイスマスク
使用。お肌のカウンセリング付です。

シナリーフルリール営業所

8

日野市南平7-18-28 小林ビル302

●会場/シナリーフルリール営業所　●対象/女性
●定員/1名　●材料費/1,500円（エステ材料代）
●持ち物/なし

2月9日（火）、20日（土）、25日（木）、3月5日（土）
10：30〜12：00/14：00〜15：30/18：00〜19：30

受付時間/10：00〜17：00　定休日/不定休
080-1216-7137

折紙で頭と手の体操！

ノムラ薬局　高幡駅前店

9

日野市高幡3-16

●会場/ノムラ薬局　高幡店
●対象/自力で折り紙が折れる方※詳細はお問い合わせ下さい。　
●定員/3〜5名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

3月5日（土）
15：00〜16：00

受付時間/9：00〜17：00　定休日/なし
042-506-9910

骨密度測定会
骨がもろくなっているかを知る指標の「骨密度」を測定します。
※素足で測定しますのでストッキングでのご来店はご遠慮ください。

ノムラ薬局　多摩平店

10

日野市多摩平6-32-8

●会場/ノムラ薬局　多摩平店　●定員/16名
●材料費/無料　●持ち物/なし

2月10日（水）
10：00〜14：00

受付時間/9：00〜21：00　定休日/日・祝
042-584-9031

花粉症対策！生活習慣からお薬まで
花粉症にお悩みの方に！花粉の症状を軽くする為の対策やお薬についてのお勉強!!

ノムラ薬局　豊田店

11

日野市豊田3-42-10

●会場/ノムラ薬局　豊田店　●対象/大人の方
●定員/5名　●材料費/無料　●持ち物/なし

2月7日（日）、14日（日）
11：00〜12：00

受付時間/9：00〜19：00　定休日/なし
042-584-6362

「運動なし」でやせたい人のダイエット基礎知識
「運動なし」で５kg（半年）やせた店長が実体験をもとに語る「食生活見直し」ダイ
エット！ちょっとしたコツを伝授します！

ノムラ薬局　豊田北口店

12

日野市多摩平1-2-1

●会場/ノムラ薬局豊田北口店　●定員/5名
●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

2月9日（火）、12日（金）
10：00〜11：00

受付時間/9：00〜19：00　定休日/なし
042-583-6262

ストレス解消　カラオケで歌って健康に
歌を歌うことは健康にとてもいいです。2時間で少人数でカラオケを楽しんで下さい。

カラオケスナック はとぽっぽ

13

日野市高幡18

●会場/カラオケスナック はとぽっぽ  ●対象/どなたでも
●定員/10名　●材料費/無料
●持ち物/なし

2月8日（月）、11日（木）、12日（金）
10：00〜12：00

受付時間/13：00〜20：00　定休日/なし
042-591-5333

婦人科疾患と漢方
生理不順、生理痛、不妊、更年期、子宮筋腫、自律神経…様々な婦人科疾患には、漢方
が一番のオススメです。体質に合わせた漢方の奥義にふれてみませんか？

伝統漢方　薬局火の鳥

14

日野市高幡10-3　1F

●会場/伝統漢方　薬局火の鳥　●対象/どなたでも
●定員/5名位　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具、メモ

2月11日（木）、25日（木）
10：30〜11：30

受付時間/10：00〜18：00　定休日/なし
042-506-9312

お家でできる運動あそびブリッジ・逆立ちに挑戦！
お家でも練習できるブリッジ・逆立ちに挑戦してみましょう！（活動の様子は「OTO
と踊ろう♪」で検索）

ママが教えるスポーツ教室　OTO

15

日野市豊田

●会場/多摩平ふれあい館集会室5　●対象/3〜8歳（年少〜小
学2年） ●定員/5名　●材料費/無料　●持ち物/飲み物、タオ
ル、動きやすい服装でお越し下さい　●駐車場/あり

2月7日（日）
2月21日（日）

13：30〜14：10
9：30〜10：10

受付時間/10：00〜18：00　定休日/なし
090-2444-8325

健康は末端から!!セイフハンドマッサージ講座
手がいつも冷たい、朝起きた時手が強ばっている、最近人前で手を出すのが恥ずかしい
…諦めないで！末端を刺激すると血液が良くなります。　

まなべ整膚療院

16

日野市旭が丘1-13-6

●会場/まなべ整膚療院　●定員/3名　●材料費/無料
●持ち物/なし　 ●駐車場/あり

2月10日（水）
2月12日（金）

13：30〜14：30
11：00〜12：00

受付時間/13：00〜20：00　定休日/土・祝
042-586-2894

音楽療法による脳の活性化!!
抒情歌・唱歌・を歌って健康な身体。認知症にならない様、自分で感じましょう!!

みんなで歌う友の会

17

日野市旭ヶ丘3-1-25
トムスポーツビル2F

●会場/アフタースクールカフェ　●対象/どなたでも
●定員/15名　●材料費/1,000円（歌集and飲み物）
●持ち物/なし

2月15日（月）、22日（月）
18：00〜20：00

受付時間/9：00〜17：00　定休日/なし
080-4119-8962

旬の野菜を使って簡単に作れるナチュラルフレンチの入門講座
シンプルな調理法で、おいしく手軽に季節野菜の栄養をそのままいただきましょう。今
回は、発酵食品を使った腸内環境を整えるメニューです。プチ試食も付いてます!!

ナチュラルフレンチのケータリングkizagisu

18

日野市南平2-36-20

●会場/ペルー料理ラスパパス（高幡不動駅徒歩1分）
●対象/どなたでも（子供不可） ●定員/5名
●材料費/500円（料理の食材費用） ●持ち物/筆記用具

2月19日（金）、26日（金）
10：30〜11：30 10：00〜11：00/13：00〜14：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/なし
080-1132-8696

いざ台湾へ! 失敗しないお茶選びのコツ
今、台湾がブーム！お土産にどんな茶葉を選んだらいいの？他にどんなお土産がある
の？など、失敗しないためのコツをこっそり教えちゃいます。

中国茶・台湾茶 ぷちサロン Cha★Cha★La

19

日野市東豊田

●会場/日野市産業連携センター「PlanT」内こぷらす
 ●対象/中学生以上　●定員/4〜5名
●材料費/500円（茶葉・茶菓子）  ●持ち物/なし

2月18日（木）、2月20日（土）

受付時間/8：00〜21：00　定休日/日・祝
090-9384-0120

園庭開放、1〜3才児試食会
園児が食べる手作りの美味しい給食を一緒に食べてみませんか？簡単作り方、ポイントを、
教えます。栄養士による、栄養相談、看護師による、身体測定や発育相談も行います。

社会福祉法人菊美会むこうじま 保育園

20

日野市大字新井865-3

●会場/社会福祉法人菊美会 むこうじま保育園
●対象/1〜3才児　●定員/5組　●材料費/大人350円小人250円
●持ち物/エプロン、おしぼり（子ども用）  ●駐車場/あり

2月10日（水）10：00〜12：30

受付時間/9：00〜16：00　定休日/土・日
（土）保育園は開園していますが受付は平日のみ

042-599-5561

15分でできるペルー料理「C
セ   ビ   チェ

EBICHE」を作ろう！
「セビチェ」とはペルーの代表的な料理で海沿いの地域で食べるレモンと唐辛子で味付
けした白身魚のマリネです。一緒に作って試食しましょう！

ペルー料理の店　L
ラ ス

AS P
パ パ ス

APAS

21

日野市高幡17-4 ミネギシビル5F

●会場/ペルー料理の店　LAS PAPAS　●定員/10名
●材料費/無料　●持ち物/筆記用具　●駐車場/あり

2月9日（火）、18日（木）
10：30〜11：30

受付時間/10：00〜21：00　定休日/第4日
090-3087-4214

初心者の方のお菓子づくり
初めての方向け。楽しいおしゃべりをまじえながら、一緒に季節のお菓子をつくります。

御菓子処　紀の國屋

22

日野市多摩平1-5-2

●会場/御菓子処 紀の國屋　●対象/大人の方　●定員/5名
●材料費/500円　●持ち物/エプロン、三角布、タオル

2月17日（水）
11：00〜11：40/13：00〜13：40/14：00〜14：40

受付時間/9：00〜16：00　定休日/なし
042-581-1358

自分精油で作る目的に合ったアロマスプレー
アロマで空間コーディネート。マスク用・おやすみ用・お台所用など、好きな香りで目的
に合ったスプレーを作りましょう。

たづな整体院

23

日野市多摩平1-6-7　ローゼンハイム101

●会場/たづな整体院　●対象/どなたでも（お子さま連れ可）
●定員/10名　●材料費/500円（精油・容器・基材）
●持ち物/お手ふき用タオル

2月17日（水）
3月3日（木）

10：30〜12：00
13：30〜15：00

受付時間/10：00〜20：00　定休日/不定休
042-849-5223

まち
ゼミ

日日日野野
第３回

全71講座
得する街のゼミナール
お店の人が教えてくれる！

野野野野まま
全71講座

ままままちち
全71講座

ちちちちゼゼゼゼゼゼミミミミミミ 受講料
無料

開催期間  2016年２月６日（土）〜３月６日（日）

主催：日野市商工会　 後援：日野市・日野市商店会連合会・日野市観光協会・日野市教育委員会・日野市図書館・多摩都市モノレール・日野市民間保育園連合会

開催会場
のご案内
※詳細地図は各店へお問い合わせ下さい。

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、街の中の少人数ゼミナールです。
講座を聴いていただくのが目的です。講座中の販売や営業活動
は一切ありません。お気軽にお申し込み下さい。

まちゼミってなに ?

お申し込みの手順

受講料無料 各講座へお申込みください

●定員になり次第締め切らせていただきます。
1月25日（月）

1月25日（月）

●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。
●受講対象者、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します。
●お子様連れでのご参加希望の方は、各店舗にお気軽に
　お問合わせください。

❶選ぶ

❸選ぶ

受講申込
受付開始

受講申込
受付開始 ❷申込み

●このチラシの内容を見て講座をお選び下さい。

●時間、場所をお間違いないようご参加下さい。

ただし、内容によっては材料費
がかかるものがあります。
このチラシでご確認ください。
●材料費は原則として講座当日に会場で徴収します。
●お申込み後のキャンセルは、材料費を頂戴する場
　合がありますのでご了承ください。

●受けたい講座のお店へ直接電話でお申し込み下さい。
●「まちゼミ申込みです」とお声をかけて下さい。
●受講内容や持ち物、材料費、駐車場などの詳細もお気軽にお問い
　合わせ下さい。

まま
得する!
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2016年2月6日（土）～３月６日（日）

きれい 健 康 たべる

つくる まなぶ コラボ
女性起業家（グループ）

共同開催店
新しい発見が
あります

作品制作をおこなう
講座です

料理に挑戦して
みましょう

健康にすごす
ための講座です

美容・きれいを
追求する講座です

各講座はカテゴリー別に６つに分かれています。

ま
クーポン
プレゼント

ちゼミ

自分の手が好きになる! セルフジェルネイル講座
自分でもジェルネイルにチャレンジしてみませんか？ジェルネイルについて学びながら
楽しくきれいになれます。ジェルオフ無料チケット付き♪

ネイルサロン Rosy Day

1

日野市三沢3丁目

●会場/13日：多摩平の森PlanTプロジェクトルーム1　23日：
高幡まんじゅう参道ビル3F　●対象/18歳以上　●定員/3名　
●材料費/1,500円（ジェル、アート材料他） ●持ち物/なし

2月13日（土）、23日（火）
10：00〜12：30/13：00〜15：30/16：00〜18：30

受付時間/10：00〜19：00　定休日/不定休
090-6508-2160

自分をもっとステキに! めざせ「ー5才」写真!
安心して下さい。「写り方」って、ちょっとした気持ちしだいで変われますよ♥ビフォー
アフターの写真プレゼント♥そしてメイクのワンポイントアドバイス付き。

ファミリー写真館スマイル高幡不動店

2

日野市高幡1004-3　2F

●会場/ファミリー写真館スマイル高幡不動店　●定員/4名
●材料費/無料　●持ち物/なし　●駐車場/あり

3月2日（水）
3月4日（金）

10：00〜11：30
14：00〜15：30

受付時間/9：00〜19：00
定休日/火（2月は月・火休み）

042-594-7676

眉の描き方教室
眉の描き方で女性の印象は変わります。貴方に眉をみつけましょう。

（有）ベッティ写真館 多摩平店

3

日野市多摩平1-4-13

●会場/（有）ベッティ写真館　多摩平店
●対象/全女性　●定員/5名　●材料費/無料
●持ち物/普段お使いのメイク用品

3月1日（火）
10：30〜11：30/13：30〜14：30

受付時間/9：00〜18：00　定休日/水
042-581-1245

美しく踊るよさこい体験！ ひのよさこい祭を
    盛り上げよう!!

子育てママ大歓迎!!  どなたでもよさこい体験してみませんか!!

よさこいチーム新選組REVO

4

日野市三沢200番地

●会場/日野市立第八小学校体育館
●対象/どなたでも（親子で参加OK）●定員/10名
●材料費/無料　●持ち物/室内用の靴　●駐車場/あり

2月13日（土）
2月19日（金）、21日（日）

10：00〜11：30 10：00〜11：30
18：30〜20：30

受付時間/17：00〜21：00　定休日/なし
0428-49-2827

自分でできる『骨盤調整』テニスボールで痛み解消!!
体の歪みをチェックして、テニスボール（硬）を使用して腰背筋を弛めることで、関節の
可動性を揚める、体重を利用してリラックスすることで効果を上げる。

阿川治療院

5

日野市多摩平1-4-9　ライオンズマンション豊田101

●会場/阿川治療院　●対象/　●定員/4〜5名
●材料費/400円　●持ち物/タオル

2月17日（水）
2月27日（土） 13：00〜14：30

受付時間/9：00〜17：00　定休日/日・祝
042-584-1388

親子で貼ろう♥キネシオテーピング入門編
スポーツテーピングとは違う、魅力をお伝えします　親子で貼りあい、ふれあいのツー
ルにしませんか!!

自然治癒力向上サロンかえで

6

日野市南平2-43-2

●会場/自然治癒力向上サロンかえで
●対象/小学校4年生〜高校3年生の親子　◉定員/4名（2組4名程度）
●材料費/1組500円　キネシオテックス（テープ代） ●持ち物/はさ
み、タンクトップ、短パン　●子連可　●駐車場/あり

2月13日（土）、27日（土）11：00〜12：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/不定休
080-5866-1133　SMS可

〜貼って体験 貼られて実感〜試してみよう! 不思議なキネシオテーピング
リンパ液の流れを良くして、冷え性やむくみに効果的に痛みをやわらげ、弱いところを
保護し、障害を防ぐテーピング法です。

自然治癒力向上サロンかえで

7

日野市南平2-43-2

●会場/自然治癒力向上サロンかえで
●対象/どなたでも参加できます　●定員/4名
●材料費/500円　キネシオテックス（テープ代）
●持ち物/はさみ、タンクトップ、短パン　●駐車場/あり

2月18日（木）、24日（水）10：30〜11：30

受付時間/10：00〜17：00　定休日/不定休
080-5866-1133　SMS可

極上エステ体験
植物成分100％のスキンケアを使ったエステです。タマスクローズ入りフェイスマスク
使用。お肌のカウンセリング付です。

シナリーフルリール営業所

8

日野市南平7-18-28 小林ビル302

●会場/シナリーフルリール営業所　●対象/女性
●定員/1名　●材料費/1,500円（エステ材料代）
●持ち物/なし

2月9日（火）、20日（土）、25日（木）、3月5日（土）
10：30〜12：00/14：00〜15：30/18：00〜19：30

受付時間/10：00〜17：00　定休日/不定休
080-1216-7137

折紙で頭と手の体操！

ノムラ薬局　高幡駅前店

9

日野市高幡3-16

●会場/ノムラ薬局　高幡店
●対象/自力で折り紙が折れる方※詳細はお問い合わせ下さい。　
●定員/3〜5名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

3月5日（土）
15：00〜16：00

受付時間/9：00〜17：00　定休日/なし
042-506-9910

骨密度測定会
骨がもろくなっているかを知る指標の「骨密度」を測定します。
※素足で測定しますのでストッキングでのご来店はご遠慮ください。

ノムラ薬局　多摩平店

10

日野市多摩平6-32-8

●会場/ノムラ薬局　多摩平店　●定員/16名
●材料費/無料　●持ち物/なし

2月10日（水）
10：00〜14：00

受付時間/9：00〜21：00　定休日/日・祝
042-584-9031

花粉症対策！生活習慣からお薬まで
花粉症にお悩みの方に！花粉の症状を軽くする為の対策やお薬についてのお勉強!!

ノムラ薬局　豊田店

11

日野市豊田3-42-10

●会場/ノムラ薬局　豊田店　●対象/大人の方
●定員/5名　●材料費/無料　●持ち物/なし

2月7日（日）、14日（日）
11：00〜12：00

受付時間/9：00〜19：00　定休日/なし
042-584-6362

「運動なし」でやせたい人のダイエット基礎知識
「運動なし」で５kg（半年）やせた店長が実体験をもとに語る「食生活見直し」ダイ
エット！ちょっとしたコツを伝授します！

ノムラ薬局　豊田北口店

12

日野市多摩平1-2-1

●会場/ノムラ薬局豊田北口店　●定員/5名
●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

2月9日（火）、12日（金）
10：00〜11：00

受付時間/9：00〜19：00　定休日/なし
042-583-6262

ストレス解消　カラオケで歌って健康に
歌を歌うことは健康にとてもいいです。2時間で少人数でカラオケを楽しんで下さい。

カラオケスナック はとぽっぽ

13

日野市高幡18

●会場/カラオケスナック はとぽっぽ  ●対象/どなたでも
●定員/10名　●材料費/無料
●持ち物/なし

2月8日（月）、11日（木）、12日（金）
10：00〜12：00

受付時間/13：00〜20：00　定休日/なし
042-591-5333

婦人科疾患と漢方
生理不順、生理痛、不妊、更年期、子宮筋腫、自律神経…様々な婦人科疾患には、漢方
が一番のオススメです。体質に合わせた漢方の奥義にふれてみませんか？

伝統漢方　薬局火の鳥

14

日野市高幡10-3　1F

●会場/伝統漢方　薬局火の鳥　●対象/どなたでも
●定員/5名位　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具、メモ

2月11日（木）、25日（木）
10：30〜11：30

受付時間/10：00〜18：00　定休日/なし
042-506-9312

お家でできる運動あそびブリッジ・逆立ちに挑戦！
お家でも練習できるブリッジ・逆立ちに挑戦してみましょう！（活動の様子は「OTO
と踊ろう♪」で検索）

ママが教えるスポーツ教室　OTO

15

日野市豊田

●会場/多摩平ふれあい館集会室5　●対象/3〜8歳（年少〜小
学2年） ●定員/5名　●材料費/無料　●持ち物/飲み物、タオ
ル、動きやすい服装でお越し下さい　●駐車場/あり

2月7日（日）
2月21日（日）

13：30〜14：10
9：30〜10：10

受付時間/10：00〜18：00　定休日/なし
090-2444-8325

健康は末端から!!セイフハンドマッサージ講座
手がいつも冷たい、朝起きた時手が強ばっている、最近人前で手を出すのが恥ずかしい
…諦めないで！末端を刺激すると血液が良くなります。　

まなべ整膚療院

16

日野市旭が丘1-13-6

●会場/まなべ整膚療院　●定員/3名　●材料費/無料
●持ち物/なし　 ●駐車場/あり

2月10日（水）
2月12日（金）

13：30〜14：30
11：00〜12：00

受付時間/13：00〜20：00　定休日/土・祝
042-586-2894

音楽療法による脳の活性化!!
抒情歌・唱歌・を歌って健康な身体。認知症にならない様、自分で感じましょう!!

みんなで歌う友の会

17

日野市旭ヶ丘3-1-25
トムスポーツビル2F

●会場/アフタースクールカフェ　●対象/どなたでも
●定員/15名　●材料費/1,000円（歌集and飲み物）
●持ち物/なし

2月15日（月）、22日（月）
18：00〜20：00

受付時間/9：00〜17：00　定休日/なし
080-4119-8962

旬の野菜を使って簡単に作れるナチュラルフレンチの入門講座
シンプルな調理法で、おいしく手軽に季節野菜の栄養をそのままいただきましょう。今
回は、発酵食品を使った腸内環境を整えるメニューです。プチ試食も付いてます!!

ナチュラルフレンチのケータリングkizagisu

18

日野市南平2-36-20

●会場/ペルー料理ラスパパス（高幡不動駅徒歩1分）
●対象/どなたでも（子供不可） ●定員/5名
●材料費/500円（料理の食材費用） ●持ち物/筆記用具

2月19日（金）、26日（金）
10：30〜11：30 10：00〜11：00/13：00〜14：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/なし
080-1132-8696

いざ台湾へ! 失敗しないお茶選びのコツ
今、台湾がブーム！お土産にどんな茶葉を選んだらいいの？他にどんなお土産がある
の？など、失敗しないためのコツをこっそり教えちゃいます。

中国茶・台湾茶 ぷちサロン Cha★Cha★La

19

日野市東豊田

●会場/日野市産業連携センター「PlanT」内こぷらす
 ●対象/中学生以上　●定員/4〜5名
●材料費/500円（茶葉・茶菓子）  ●持ち物/なし

2月18日（木）、2月20日（土）

受付時間/8：00〜21：00　定休日/日・祝
090-9384-0120

園庭開放、1〜3才児試食会
園児が食べる手作りの美味しい給食を一緒に食べてみませんか？簡単作り方、ポイントを、
教えます。栄養士による、栄養相談、看護師による、身体測定や発育相談も行います。

社会福祉法人菊美会むこうじま 保育園

20

日野市大字新井865-3

●会場/社会福祉法人菊美会 むこうじま保育園
●対象/1〜3才児　●定員/5組　●材料費/大人350円小人250円
●持ち物/エプロン、おしぼり（子ども用）  ●駐車場/あり

2月10日（水）10：00〜12：30

受付時間/9：00〜16：00　定休日/土・日
（土）保育園は開園していますが受付は平日のみ

042-599-5561

15分でできるペルー料理「C
セ   ビ   チェ

EBICHE」を作ろう！
「セビチェ」とはペルーの代表的な料理で海沿いの地域で食べるレモンと唐辛子で味付
けした白身魚のマリネです。一緒に作って試食しましょう！

ペルー料理の店　L
ラ ス

AS P
パ パ ス

APAS
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日野市高幡17-4 ミネギシビル5F

●会場/ペルー料理の店　LAS PAPAS　●定員/10名
●材料費/無料　●持ち物/筆記用具　●駐車場/あり

2月9日（火）、18日（木）
10：30〜11：30

受付時間/10：00〜21：00　定休日/第4日
090-3087-4214

初心者の方のお菓子づくり
初めての方向け。楽しいおしゃべりをまじえながら、一緒に季節のお菓子をつくります。

御菓子処　紀の國屋

22

日野市多摩平1-5-2

●会場/御菓子処 紀の國屋　●対象/大人の方　●定員/5名
●材料費/500円　●持ち物/エプロン、三角布、タオル

2月17日（水）
11：00〜11：40/13：00〜13：40/14：00〜14：40

受付時間/9：00〜16：00　定休日/なし
042-581-1358

自分精油で作る目的に合ったアロマスプレー
アロマで空間コーディネート。マスク用・おやすみ用・お台所用など、好きな香りで目的
に合ったスプレーを作りましょう。

たづな整体院

23

日野市多摩平1-6-7　ローゼンハイム101

●会場/たづな整体院　●対象/どなたでも（お子さま連れ可）
●定員/10名　●材料費/500円（精油・容器・基材）
●持ち物/お手ふき用タオル

2月17日（水）
3月3日（木）

10：30〜12：00
13：30〜15：00

受付時間/10：00〜20：00　定休日/不定休
042-849-5223

まち
ゼミ

日日野野
第３回

全71講座
得する街のゼミナール
お店の人が教えてくれる！

ままちちゼゼミミ 受講料
無料

開催期間  2016年２月６日（土）〜３月６日（日）

主催：日野市商工会　 後援：日野市・日野市商店会連合会・日野市観光協会・日野市教育委員会・日野市図書館・多摩都市モノレール・日野市民間保育園連合会

開催会場
のご案内
※詳細地図は各店へお問い合わせ下さい。

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、街の中の少人数ゼミナールです。
講座を聴いていただくのが目的です。講座中の販売や営業活動
は一切ありません。お気軽にお申し込み下さい。

まちゼミってなに ?

お申し込みの手順

受講料無料 各講座へお申込みください

●定員になり次第締め切らせていただきます。
1月25日（月）

1月25日（月）

●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。
●受講対象者、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します。
●お子様連れでのご参加希望の方は、各店舗にお気軽に
　お問合わせください。

❶選ぶ

❸選ぶ

受講申込
受付開始

受講申込
受付開始 ❷申込み

●このチラシの内容を見て講座をお選び下さい。

●時間、場所をお間違いないようご参加下さい。

ただし、内容によっては材料費
がかかるものがあります。
このチラシでご確認ください。
●材料費は原則として講座当日に会場で徴収します。
●お申込み後のキャンセルは、材料費を頂戴する場
　合がありますのでご了承ください。

●受けたい講座のお店へ直接電話でお申し込み下さい。
●「まちゼミ申込みです」とお声をかけて下さい。
●受講内容や持ち物、材料費、駐車場などの詳細もお気軽にお問い
　合わせ下さい。

得する!



開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時
受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時
受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時
受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時
受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付
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産後クライシスをご存じですか？
出産後のママをとりまく環境はどんどん変わっていきます。周りに甘えて、手助けして
もらって子育てしましょう。10年後も家族仲良くすごす秘訣お教えします。

家事・育児さぽーと Happy

48

日野市日野台2-40-22

●会場/多摩平一丁目地区センター　●対象/妊婦さん、子育
て中のお母さん、妊活中の方、ご夫婦で参加も大歓迎！
●定員/5組　●材料費/無料　●持ち物/なし

2月6日（土）、3月6日（月）
2月19日（金）

2月6日（土）、19日（金）、3月6日（月）

13：00〜14：00
11：00〜12：00

13：00〜14：00、11：00〜12：00

受付時間/10：00〜19：00　定休日/なし
070-5592-9014

はじめてのフラワーアレンジメント
めずらしい花などを使って、簡単に上手にアレンジするテクニックをお教えます。

花工房

49

日野市東豊田3-7-5

●会場/花工房　●対象/どなたでも　●定員/6名
●材料費/2,000円（花器と花材等）　●持ち物/ハサミ、持ち帰りの袋　

2月16日（火）
2月18日（木）

10：30〜11：30
13：30〜14：30

受付時間/10：00〜19：00　定休日/水
042-582-5822

はじめてのTNR　地域猫について
野良猫が増えてしまったとか、可哀想な猫を増やさないためにどうしたらなど一緒に勉
強してみませんか？

保護ねこ広場　にゃん福

50

日野市三沢1-11-5

●会場/保護ねこ広場　にゃん福　●対象/どなたでも
●定員/10名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具
●駐車場/あり

3月3日（木）
14：00〜15：00

受付時間/11：00〜17：00　定休日/月・火
090-2677-2829

お茶のおいしい入れ方とお茶のお話し
小ざさのようかんと藤森園のおいしいお茶をいただきながらお茶のお話しを致します。

藤森園茶舗
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日野市豊田4-36-12

●会場/藤森園茶舗　●対象/お子様から大人まで
●定員/4名　●材料費/無料　●持ち物/なし

2月11日（木）
10：00〜11：00

受付時間/9：00〜19：00　定休日/日・祝
042-581-1236

子供をむし歯にしない方法
フッ素・キシリトールの効果や、歯みがきの方法を分かりやすく説明いたします。実験
や試食もあります。楽しく学びましょう。

堀井歯科医院

52

日野市多摩平6-35-4

●会場/堀井歯科医院　●対象/お子様をおもちの親御様
●定員/3組6名　●材料費/無料　●持ち物/なし
●駐車場/あり

2月17日（水）、3月2日（水）
10：00〜10：40

受付時間/9：30〜19：30　定休日/水
042-589-1418

初めての社交ダンス教室
ブルース、マンボ、ジルバ、ワルツ、タンゴ

松永ダンス教室

53

日野市多摩平1-2 パークビル7F

●会場/松永ダンス教室　●対象/年令制限なし
●定員/3名、3組9名　●材料費/無料
●持ち物/運動靴又はダンスシューズ

2月6日（土）
3月1日（火）

14：00〜16：00
18：00〜20：00

受付時間/13：00〜21：00　定休日/日・祝
042-583-1220

自分でチャレンジ愛犬ケア（小型犬）
お家ではなかなかブラッシングや耳掃除などをさせてくれないワンちゃん…プロの作業
を体験してもらい愛犬とのコミュニケーションの手助けになればと思います。

ペットサロン マトリカ

54

日野市南平7-6-53　さかえ家ビル101

●会場/ペットサロン マトリカ
●対象/16歳以上（飼い主様）＆健康なワンちゃん　●定員/3名
●材料費/無料　●持ち物/愛犬・スリッパ（上履き）　

2月12日（金）、23日（火）
2月17日（水）

10：00〜11：00
13：30〜14：30

受付時間/10：00〜19：00　定休日/不定休
042-506-9234

愛犬とのHappy Life講座
第1弾は、ワンちゃんの日頃のお手入れ法から老後に向けての健康講座。大切なワン
ちゃんが長生きできるように皆で楽しく話しましょう。

MACHIPETA（マチペッタ）
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日野市日野782

●会場/カフェ ワンチャ　●対象/ワンちゃんとオーナーさん
●定員/5名　●材料費/500円（レジュメ、材料費代）
●持ち物/マナーベルトorオムツ　●駐車場/あり

2月19日（金）、3月1日（火）13：00〜14：00

受付時間/10:00〜16：00　定休日/日・祝

080-5071-1201
katsukittychan@gmail.com

アニマルコミュニケーション体験講座
参加者の動物（犬、猫、小鳥など3匹くらい）とクリスティンが話をします。質問は皆様が
考えて下さい。本当に話せるの？なんでできるの？など目と耳で確かめに来て下さいね。

マリヤの風

56

日野市石田305-17

●会場/マリヤの風　●対象/どなたでも　●定員/12名
●材料費/2,000円（アニマルコミュニケータークリスティン講師料）
●持ち物/なし　●駐車場/あり

2月13日（土）
13：00〜14：30

受付時間/14：00〜20：00　定休日/なし
080-4445-4560

第２種免許を生かした仕事について
（１）業務車両の種類と仕事内容について
（２）日野市内観光名所について　説明します。

南観光交通（株）
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日野市程久保8-3-2

●会場/南観光株式会社　●対象/自動車免許有の方
●定員/5名　●材料費/無料　●持ち物/なし　

2月18日（木）、25日（木）
13：00〜17：00

受付時間/13：00〜17：00　定休日/なし
042-592-0012

親子できらきら☆英語リトミック
スカーフやマラカス、かわいい絵カードを使って、楽しく英語でリトミック! リズムに
のって英語に親しみ、日々の生活にきらきらプラスしませんか？

音楽空間☆みゅーりずむ

58

日野市南平9-13-20

●会場/多摩平の森ふれあい館 集会室4または5
●対象/6ヶ月位〜幼児親子　●定員/5組10名
●材料費/無料　●持ち物/なし　●駐車場/あり

2月19日（金）、22日（月）、25日（木）
10：00〜10：40

受付時間/9：00〜20：00　定休日/なし
090-8018-7474

家庭でできるフランス菓子
手軽にできる生菓子（ブッセ）、おいしいクッキーの作り方

ミリー洋菓子店

59

日野市神明3-6-1

●会場/ミリー洋菓子店　●対象/大人（中学生以上）
●定員/8名　●材料費/1,000円（食材費）
●持ち物/エプロン、三角巾（ぼうしでも可） 

2月23日（火）、3月1日（火）
10：00〜13：00

受付時間/10：00〜20：00　定休日/火
042-843-1577

35年の生保経験から…最新のがん治療とガン保険
●「あなたはガンです」と言われても、あわてない…。●罹患率の上昇と、死亡率減少の主な理由。
●がんの三大治療。専門医不在などによる医療格差。●Q＆Aの時間をたっぷりとったセミナーです。

メットライフ生命代理店　プレミ

60

日野市旭が丘4-7-5-6-1003

●会場/プラント（PulanT/多摩平の森産業連携センター（日野市多摩平2-5-1）)　
●対象/25歳〜80歳　性別問わず　●定員/8名
●材料費/無料　●持ち物/なし

2月9日（火）、21日（日）

2月13日（土） 、2月18日（木）
3月2日（水）

13：00〜14：30
18：00〜19：30 14：00〜15：30

15：00〜16：30
受付時間/9：00〜20：00　定休日/なし090-2223-7137

捨てるからはじめないお片づけ
「物を捨てないと片づかない」と思い込んでいませんか？アメリカ発ライフオーガナイ
ズの手法でスッキリ生活始めましょう！

Life Design OASIS
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●会場/プラント（PulanT)　プロジェクトルーム1
●定員/4名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具
●2月16日10：30〜11：30のみ未就園児同伴OK

2月16日（火）
2月18日（木） ､ 3月4日（金）

10：30〜11：30/13：30〜14：30
10：30〜11：30 18：30〜19：30

受付時間/10：00〜15：00　定休日/土・日・祝
090-6025-0437

ウクレレ弾いて歌って輝きましょう！
ハワイアンバンド経験長い２人の講師が、わかり易く丁寧に日本語、ハワイ語、英語で
指導します。色々なリズムで楽しく歌ってストレス発散しましょう！

リノ企画 ハワイアンバンドE
イー

-m
ミュー

usic
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日野市多摩平6-47-4

●会場/多摩平の森ふれあい館3F集会室4
●対象/ウクレレ初めての方　●定員/3名　●材料費/無料　
●持ち物/ウクレレ（無い方は貸与します）  ●駐車場/あり

2月8日（月）、22日（月）
13：00〜14：00

受付時間/9：00〜18：00　定休日/なし
090-5551-3000

えいごでクラフト
形の英語で遊ぼう！絵本やクラフトタイム。
詳しくはHPを→「RYO ウクレレ えいご」で検索

RYOのウクレレえいごリトミック

63

日野市程久保2-15-27

●会場/多摩平の森ふれあい館
●対象/小学校低学年くらいまでの親子　●定員/6組
●材料費/500円（クラフト材料）●持ち物/なし　

2月11日（木）、28日（日）
11：00〜11：45

受付時間/8：00〜14：00　定休日/なし
090-6521-7142

こだわりのネイル! 新選組ネイルチップを作ってみよう
ご存知、新選組のだんだら模様とさくらのモチーフアートのネイルチップを作ります。
池田屋さんの「新選組豆知識」も聞けますよ！

新選組グッズ専門店池田屋＆ネイルサロンRosy Day

64

日野市高幡15-11 2F

●会場/新選組グッズ専門店池田屋　●対象/どなたでも、親子
参加もOK（小学生以上） ●定員/3名　●材料費/700円、1,500
円（親子）（ネイルチップ、アート材料他） ●持ち物/なし

2月21日（日）
10：00〜11：30/12：30〜14：00/14：30〜16：00

受付時間/10：00〜19：00　定休日/不定休
090-6508-2160

アロマで作る花粉症対策 新選組デザイン マスクスプレー講座
アロマセラピーで風邪や花粉症対策。薬理効果のある精油をブレンドしてオリジナルな
香りのマスクスプレーを作ります。容器は新選組デザインも。

たづな整体院＆新選組グッズ専門店池田屋

65

日野市多摩平1-6-7 ローゼンハイム101

●会場/新選組グッズ専門店池田屋　●対象/どなたでも
●定員/6名（子連れOK）  ●材料費/800円（精油・基材・容器） 
●持ち物/なし

2月21日（日）
10：30〜11：30

受付時間/10：00〜19：00　定休日/不定休
042-849-5223

新選組局長・近藤勇の首塚の真実
全国の近藤勇記念塚を紹介し、最も有力な首塚が認められた経緯を検証します。新事実
の台座にまつわる新たな幕末秘話も公開！オーガニック台湾茶プレゼントします。

（株）高幡まんじゅう松盛堂＆台湾茶の茶楽
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●会場/日野市高幡1-8 参道ビル3F　●対象/どなたでも
●定員/30名　●材料費/500円（資料代）　●持ち物/なし

2月21日（日）
18：00〜19：30

受付時間/9：00〜17：00　定休日/なし
042-591-0317

初めての手話講座〜おもてなしの国際手話
2020年の東京オリンピック・パラリンピックには外国から多くの観光客が来られま
す。困っている聴覚障がい者を見かけたら手話で話しましょう。

高幡不動参道会＆聴覚障害者協会
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日野市高幡1-1

●会場/日野市高幡1-8 参道ビル3F　●対象/どなたでも　
●定員/10名（5組10名）　●材料費/500円（中学生以下無料）（テキスト代、
手話通訳礼金）  ●持ち物/筆記用具

2月6日（土）
10：00〜11：30

受付時間/10：00〜18：00　定休日/なし
080-9804-8244

初めてのLINEを楽しむ方法
LINEを安心して楽しく使うために知っておきたいことを、わかりやすくお教えします。

高幡不動参道会&時計のヤマモト

68

日野市高幡1-8  参道ビル3Ｆ

●会場/日野市高幡1-8 参道ビル3F　
●対象/どなたでも（小学生以上）　●定員/5名　●材料費/無料　
●持ち物/筆記用具

2月13日（土） 13：30〜15：00

受付時間/10：00〜16：00（16：00以降 080-9804-8244峯岸）
定休日/なし

042-591-0317（松盛堂内）

はじめての動画・映像制作セミナー
写真や動画、映像の撮影のコツを教えます。日野市内でのロケ情報も.

高幡不動参道会＆日野映像支援隊
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日野市高幡1-8 参道ビル3Ｆ

●会場/日野市高幡1-8 参道ビル3F　●対象/どなたでも
●定員/10名　　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

2月13日（土）
18：00〜19：30

受付時間/10：00〜18：00　定休日/なし
042-591-0317（松盛堂内）

手作りパン DE ほっこり茶会♪
パン教室と中国茶教室のコラボ企画♪いま話題の「ちぎりパン」を、香り高い中国茶と
共にご試食頂きます。お土産付き♪

たまだいらパン教室&中国茶Cha★Cha★La

70

多摩平/東豊田

●会場/PlanT（多摩平の森産業関連センター） ●対象/女性限定♪
●定員/5名　●材料費/1,000円　●持ち物/なし

2月10日（水）、28日（日）、3月3日（木）
10：30〜11：30

受付時間/10：00〜19：00　定休日/日
042-843-3750

新選組隊士になって馬に乗ろう！
新選組の羽織を着用し、土方歳三資料館見学後、乗馬で高幡不動尊前へ。

マリアの風＆日野新選組同好会

71

日野市高幡15-11

●会場/土方歳三資料館前　●対象/小学1年〜大人まで
●定員/10名　●材料費/1,500円（馬のえさ代・資料代・土方歳三資料館入館料等）　
●持ち物/くつは運動ぐつ、筆記用具

2月7日（日）13：00〜15：00

受付時間/10：00〜16：00（16：00以降080-9804-8244）
定休日/なし

042-591-0317

自分精油で作る世界にひとつだけのコロン
好きな香りの精油をブレンドして、マイフレグランスを作りましょう。お気に入りの香
りといつも一緒です。

たづな整体院

24

日野市多摩平1-6-7　ローゼンハイム101

●会場/たづな整体院　●対象/どなたでも（お子さま連れ可） 
●定員/10名　●材料費/500円（精油・容器・基材） 
●持ち物/お手ふき用タオル

2月17日（水）
3月3日（木）

13：30〜15：00
10：30〜12：00

受付時間/10：00〜20：00　定休日/不定休
042-849-5223

切り絵の灯篭「夢灯り」を作ってみませんか
宮古市で始められた切り絵灯篭。使用済牛乳パックを切り抜いて作ります。たかはたも
みじ灯路で飾っています。参加しませんか？

特定非営利活動法人　日野市観光協会

25

日野市日野本町2-15-9

●会場/日野宿交流館　●対象/どなたでも　●定員/10名
●材料費/1,000円　●持ち物/使用済牛乳パック、新聞紙、
はさみ、カッター、筆記用具

2月23日（火）、3月1日（火）14：00〜16：00

受付時間/8：30〜17：00
定休日/月（月曜日が祝日の場合は翌日）

042-586-8808

おいしいスコーンを作ろう
ご家庭で手軽に楽しく作れるスコーンご一緒に作りましょう！

（有）ベッティ写真館

26

日野市多摩平1-4-13

●会場/（有）ベティー写真館　●定員/5名
●材料費/500円　●持ち物/エプロン

2月7日（日）
10：00〜11：30/14：00〜15：30

受付時間/9：00〜18：00　定休日/水
042-581-1245

本格もめんとうふを造ろう
本格もめんとうふを大豆から造ります。おひとりでも、又は親子でもOKです。

（有）とうふ処 三河屋

27

日野市三沢4-5-20

●会場/（有）とうふ処 三河屋　●対象/お子様は小学生以上、
子供のみの参加は不可　●定員/6名　●材料費/無料
●持ち物/エプロン、三角きん、タオル、スリッパ　●駐車場/あり

2月15日（月）
16：30〜18：45

受付時間/7：30〜19：00　定休日/日・祝
042-591-4694

おうちcafeの開き方
ミミ自慢のシフォンケーキの作り方のデモンストレーションを見て頂いたあとに、
おしゃれなケーキの盛り付け方をご紹介します。

菓子工房mimi

28

日野市西平山1-15-28

●会場/菓子工房mimi　●対象/どなたでも（18歳以上の方）
●定員/6名　●材料費/500円（おかしとお茶）
●持ち物/筆記用具　●駐車場/あり

2月18日（木）、19日（金）
14：00〜15：00

受付時間/11：00〜18：00　定休日/月・火
042-584-2233

古い豆も煎りたてに! 誰でも気軽にできる焙煎講座
台所の片隅に、古いコーヒーがありませんか？古い豆を生き返らせおいしいコーヒーを
楽しむ方法を伝えます。そのコーヒーをみんなで楽しみます。

アフタースクールカフェ

29

日野市旭が丘3-1-25 トゥモロープラザビル2F

●会場/アフタースクールカフェ　●対象/なし
●定員/5名　●材料費/無料
●持ち物/古いコーヒー豆（家の中にうもれている）

2月12日（金）、24日（水）
14：00〜15：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/日
042-843-4776

子育て＋
プラス

α
アルファ

のすすめ! より素敵な毎日を目指して
仕事がしたい、資格が取りたい、趣味を深めたい、子育て以外の時間が欲しいママを応援
します。迷っている方も、どんな方法があるか、自分に合うやり方を見つけに来ませんか。

ENG.Space イン. スペース

30

日野市平山4-3-7

●会場/ENG.Space イン. スペース
●対象/乳幼児のいるママ　●定員/3名　●材料費/無料
●持ち物/なし　●駐車場/あり

2月15日（月）、25日（木）
10：00〜11：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/土・日・祝
050-5889-5360

どんなことやってる？小学校の英語の授業
小学校でATLをやっていた経験と、近隣の小学校を見て回った体験などからお伝えしま
す。また、オリンピックイヤーに向けての、学校教育の変化についても。

ENG.Space イン. スペース

31

日野市平山4-3-7

●会場/ENG.Space イン. スペース
●対象/ご興味のある方　●定員/4名　●材料費/無料
●持ち物/なし　●駐車場/あり

2月18日（木）、29日（月）
10：00〜11：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/土・日・祝
050-5889-5360

日常の神・仏事について
生まれた時から葬具店をしてましたので、日常の仏事、神棚について。お気軽においで
下さい。

神具・仏具 かどや

32

日野市高幡152

●会場/神具・仏具 かどや　●定員/2〜3名　●材料費/無料　
●持ち物/なし　●駐車場/あり

2月20日（土）
13：30〜

受付時間/10：30〜15：00　定休日/不定休
042-591-0608

フラダンスで心も体も元気に!!
フラダンスのステップレッスンします。

カウラレイ　フラスタジオ

33

日野市多摩平6-47-4

●会場/多摩平の森ふれあい館 集会室6
●対象/女性3〜80歳　親子で参加歓迎　●定員/10名
●材料費/無料　●持ち物/Tシャツ、スカート　●駐車場/あり

2月11日（木）
13：00〜14：00

受付時間/9：00〜19：00　定休日/なし
042-663-9928

空き部屋・空き家で小さく稼ぐ
個人個人が充実していれば地域活性化などことさら意識しなくても元気な地域になるの
では？高齢の父母が元気でいてほしい！で実践した経験をお話しします。

こぷらす

34

日野市多摩平2-5-1 クレヴィア豊田多摩平の森1階

●会場/こぷらす　●対象/空き部屋や空き家があり異文化・
異世代交流を目指す方　●定員/4〜5名　●材料費/無料
●持ち物/なし

2月9日（火）、27日（土）
19：00〜20：00/13：30〜14：30

受付時間/10：30〜18：30　定休日/木
050-5880-9955

知識ゼロからの起業とワードプロセス
知識経験ゼロから海外で会社や日本でお店を始めたり、インターネットを使ってビジネ
スを始めてみたらどうなったかをお話できればと思います。

こぷらす

35

日野市多摩平2-5-1 クレヴィア豊田多摩平の森1階

●会場/こぷらす
●対象/パソコンを利用する方ならどなたでも
●定員/4〜5名　●材料費/無料　●持ち物/なし

2月18日（木）
2月23日（火）

11：00〜12：00
13：30〜14：30

受付時間/10：30〜18：30　定休日/木
050-5880-9955

知っておきたい相続の基礎知識
少子高齢化が進み、家族構成が多様化する社会で、ここだけは押さえておきたい相続の
ポイントを分かりやすく説明します。

さわやか信用金庫高幡不動支店

36

日野市高幡17-7

●会場/さわやか信用金庫高幡不動支店　●対象/相続に関心
のある方　●定員/20名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具　

2月17日（水）
14：00〜15：00

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日・祝
042-592-7111

歯みがき講座
天然成分100％での歯みがき指導、口腔ケアの方法、普段なかなか聞けないお口の中の
トラブル解消法をお伝えします。

シナリーフルリール営業所

37

　日野市南平7-18-28 小林ビル302

●会場/シナリーフルリール営業所　●定員/10名
●材料費/500円（歯ブラシ、歯みがき粉代） 
●持ち物/タオル

2月6日（土）、11日（木）、16日（火）、27（土）、3月1日（火）
10：30〜12：00/14：00〜15：30

受付時間/10：00〜17：00　定休日/不定休
080-1216-7137

刀剣エクササイズ＆殺陣教室
模擬刀を使った初級の型のエクササイズ　斬り方・斬られ方のチャンバラ教室

新選組グッズ池田屋

38

日野市程久保8-2-2

●会場/至誠館道場　●対象/13：00〜14：00（中学生以上どなた
でも）/14：30〜15：30（女性のみ） ●定員/10名
●材料費/無料　●持ち物/タオル

2月6日（土）13：00〜14：00（中学生以上どなたでも）
14：30〜15：30（女性のみ）

受付時間/10：00〜20：00　定休日/なし
090-3138-4348

「終活」考えてみませんか？
葬儀・お墓　豆知識

（株）セレモニー小峰

39

日野市程久保8-2-9

●会場/（株）セレモニー小峰　●対象/どなたでも
●定員/20名　●材料費/無料　●持ち物/なし　●駐車場/あり

2月15日（月）、27日（土）、3月4日（金）
10：00〜12：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/なし
042-591-1234

日本の行事に寄りそう和菓子
高幡まんじゅうとお茶をお召し上がりいただきながらお聞きください。

（株）高幡まんじゅう 京王高幡SC店

40

日野市高幡116-10

●会場/(株)高幡まんじゅう 京王高幡SC店　●対象/どなたでも　
●定員/5名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

2月11日（木）、17日（水）
14：00〜15：00

受付時間/10：30〜17：30　定休日/なし
042-592-5123

高幡まんじゅう工場見学と和菓子の話
創業99年の高幡まんじゅうの製造ラインの見学と和菓子の話、できたての高幡まん
じゅうが食べられます。

（株）高幡まんじゅう松盛堂 工場店 日野市高幡15-11多宝ビル1F

41

●会場/（株）高幡まんじゅう松盛堂 工場店
●対象/小学校1年生〜中学3年生（小1〜3は保護者1名同伴可）
●定員/10名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

2月13日（土）、3月6日（日） 10：30〜11：30

受付時間/10：00〜16：00（16：00以降080-9804-8244）
定休日/なし

042-592-8584

高幡不動商店街ディープなまち歩き
高幡まんじゅう松盛堂 不動売店前に集合していただき、高幡不動尊境内から高幡不動
駅周辺商店街をめぐります。

（株）高幡まんじゅう松盛堂 不動売店

42

日野市高幡1-1

●会場/高幡不動尊境内　●対象/どなたでも　●定員/10名　
●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

2月21日（日）、23日（火） 11：00〜12：00

受付時間/10：00〜16：00
　　　　　 （16：00以降 080-9804-8244峯岸）
定休日/なし

042-591-0317

教えます! 高幡の年中行事を楽しむ法
高幡不動尊及び周辺商店街で開催されるイベントやお祭りについてお話します。
高幡まんじゅうと湯茶サービス有

（株）高幡まんじゅう松盛堂 本店

43

日野市高幡1-1

●会場/（株）高幡まんじゅう松盛堂 本店　●対象/小学校高学
年〜大人　●定員/6名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

2月9日（火）、14日（日）
11：00〜12：00/13：30〜14：30

受付時間/9：00〜16：00（16：00以降080-9804-8244）
定休日/なし

042-591-0317

これからのお金のため方・ふやし方〜資産運用基礎講座〜
お金は自然体では出にくいばかりですよね！そんな皆さまのライフステージに応じて
「今やるべきこと」をお教えします。

多摩信用金庫高幡不動支店

44

日野市高幡1008-3

●会場/多摩信用金庫高幡不動支店　●対象/どなたでも　
●定員/15名　●材料費/無料　●持ち物/なし
●駐車場/あり

2月18日（木）
13：30〜14：30

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日・祝
042-591-8911

これからのお金ののこし方〜保険を活用した相続対策〜

多摩信用金庫高幡不動支店

45

日野市高幡1008-3

●会場/多摩信用金庫高幡不動支店　●対象/どなたでも　
●定員/15名　●材料費/無料　●持ち物/なし
●駐車場/あり

2月24日（水）
13：30〜14：30

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日・祝
042-591-8911

少年剣道体験教室
剣道体験教室

東京至誠館道場

46

日野市程久保8-3-2

●会場/東京至誠館道場　●対象/小学1年生〜小学6年生
●定員/5名　●材料費/無料　●持ち物/なし
●駐車場/あり

2月13日（土）、20日（土）
16：00〜18：00

受付時間/10：00〜19：00　定休日/なし
042-593-5100

ぶらりTOYODA BEER散歩
TOYODA BEER発祥の地を訪れて、明治からのビールの歴史を探ります。
駅から徒歩10分圏を散歩します。

豊田駅前郵便局

47

日野市豊田4-24-11

●会場/豊田駅前郵便局　●対象/30分程度の散歩が可能
な方　●定員/6名　●材料費/無料　●持ち物/歩きやすい
靴、屋外でも寒くない上着

2月7日（日）
2月13日（土）

10：00〜11：00
13：00〜14：00

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日・祝
042-583-0093



開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時
受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時
受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時
受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時
受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

産後クライシスをご存じですか？
出産後のママをとりまく環境はどんどん変わっていきます。周りに甘えて、手助けして
もらって子育てしましょう。10年後も家族仲良くすごす秘訣お教えします。

家事・育児さぽーと Happy

48

日野市日野台2-40-22

●会場/多摩平一丁目地区センター　●対象/妊婦さん、子育
て中のお母さん、妊活中の方、ご夫婦で参加も大歓迎！
●定員/5組　●材料費/無料　●持ち物/なし

2月6日（土）、3月6日（月）
2月19日（金）

2月6日（土）、19日（金）、3月6日（月）

13：00〜14：00
11：00〜12：00

13：00〜14：00、11：00〜12：00

受付時間/10：00〜19：00　定休日/なし
070-5592-9014

はじめてのフラワーアレンジメント
めずらしい花などを使って、簡単に上手にアレンジするテクニックをお教えます。

花工房

49

日野市東豊田3-7-5

●会場/花工房　●対象/どなたでも　●定員/6名
●材料費/2,000円（花器と花材等）　●持ち物/ハサミ、持ち帰りの袋　

2月16日（火）
2月18日（木）

10：30〜11：30
13：30〜14：30

受付時間/10：00〜19：00　定休日/水
042-582-5822

はじめてのTNR　地域猫について
野良猫が増えてしまったとか、可哀想な猫を増やさないためにどうしたらなど一緒に勉
強してみませんか？

保護ねこ広場　にゃん福

50

日野市三沢1-11-5

●会場/保護ねこ広場　にゃん福　●対象/どなたでも
●定員/10名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具
●駐車場/あり

3月3日（木）
14：00〜15：00

受付時間/11：00〜17：00　定休日/月・火
090-2677-2829

お茶のおいしい入れ方とお茶のお話し
小ざさのようかんと藤森園のおいしいお茶をいただきながらお茶のお話しを致します。

藤森園茶舗

51

日野市豊田4-36-12

●会場/藤森園茶舗　●対象/お子様から大人まで
●定員/4名　●材料費/無料　●持ち物/なし

2月11日（木）
10：00〜11：00

受付時間/9：00〜19：00　定休日/日・祝
042-581-1236

子供をむし歯にしない方法
フッ素・キシリトールの効果や、歯みがきの方法を分かりやすく説明いたします。実験
や試食もあります。楽しく学びましょう。

堀井歯科医院

52

日野市多摩平6-35-4

●会場/堀井歯科医院　●対象/お子様をおもちの親御様
●定員/3組6名　●材料費/無料　●持ち物/なし
●駐車場/あり

2月17日（水）、3月2日（水）
10：00〜10：40

受付時間/9：30〜19：30　定休日/水
042-589-1418

初めての社交ダンス教室
ブルース、マンボ、ジルバ、ワルツ、タンゴ

松永ダンス教室

53

日野市多摩平1-2 パークビル7F

●会場/松永ダンス教室　●対象/年令制限なし
●定員/3名、3組9名　●材料費/無料
●持ち物/運動靴又はダンスシューズ

2月6日（土）
3月1日（火）

14：00〜16：00
18：00〜20：00

受付時間/13：00〜21：00　定休日/日・祝
042-583-1220

自分でチャレンジ愛犬ケア（小型犬）
お家ではなかなかブラッシングや耳掃除などをさせてくれないワンちゃん…プロの作業
を体験してもらい愛犬とのコミュニケーションの手助けになればと思います。

ペットサロン マトリカ

54

日野市南平7-6-53　さかえ家ビル101

●会場/ペットサロン マトリカ
●対象/16歳以上（飼い主様）＆健康なワンちゃん　●定員/3名
●材料費/無料　●持ち物/愛犬・スリッパ（上履き）　

2月12日（金）、23日（火）
2月17日（水）

10：00〜11：00
13：30〜14：30

受付時間/10：00〜19：00　定休日/不定休
042-506-9234

愛犬とのHappy Life講座
第1弾は、ワンちゃんの日頃のお手入れ法から老後に向けての健康講座。大切なワン
ちゃんが長生きできるように皆で楽しく話しましょう。

MACHIPETA（マチペッタ）

55

日野市日野782

●会場/カフェ ワンチャ　●対象/ワンちゃんとオーナーさん
●定員/5名　●材料費/500円（レジュメ、材料費代）
●持ち物/マナーベルトorオムツ　●駐車場/あり

2月19日（金）、3月1日（火）13：00〜14：00

受付時間/10:00〜16：00　定休日/日・祝

080-5071-1201
katsukittychan@gmail.com

アニマルコミュニケーション体験講座
参加者の動物（犬、猫、小鳥など3匹くらい）とクリスティンが話をします。質問は皆様が
考えて下さい。本当に話せるの？なんでできるの？など目と耳で確かめに来て下さいね。

マリヤの風

56

日野市石田305-17

●会場/マリヤの風　●対象/どなたでも　●定員/12名
●材料費/2,000円（アニマルコミュニケータークリスティン講師料）
●持ち物/なし　●駐車場/あり

2月13日（土）
13：00〜14：30

受付時間/14：00〜20：00　定休日/なし
080-4445-4560

第２種免許を生かした仕事について
（１）業務車両の種類と仕事内容について
（２）日野市内観光名所について　説明します。

南観光交通（株）

57

日野市程久保8-3-2

●会場/南観光株式会社　●対象/自動車免許有の方
●定員/5名　●材料費/無料　●持ち物/なし　

2月18日（木）、25日（木）
13：00〜17：00

受付時間/13：00〜17：00　定休日/なし
042-592-0012

親子できらきら☆英語リトミック
スカーフやマラカス、かわいい絵カードを使って、楽しく英語でリトミック! リズムに
のって英語に親しみ、日々の生活にきらきらプラスしませんか？

音楽空間☆みゅーりずむ

58

日野市南平9-13-20

●会場/多摩平の森ふれあい館 集会室4または5
●対象/6ヶ月位〜幼児親子　●定員/5組10名
●材料費/無料　●持ち物/なし　●駐車場/あり

2月19日（金）、22日（月）、25日（木）
10：00〜10：40

受付時間/9：00〜20：00　定休日/なし
090-8018-7474

家庭でできるフランス菓子
手軽にできる生菓子（ブッセ）、おいしいクッキーの作り方

ミリー洋菓子店

59

日野市神明3-6-1

●会場/ミリー洋菓子店　●対象/大人（中学生以上）
●定員/8名　●材料費/1,000円（食材費）
●持ち物/エプロン、三角巾（ぼうしでも可） 

2月23日（火）、3月1日（火）
10：00〜13：00

受付時間/10：00〜20：00　定休日/火
042-843-1577

35年の生保経験から…最新のがん治療とガン保険
●「あなたはガンです」と言われても、あわてない…。●罹患率の上昇と、死亡率減少の主な理由。
●がんの三大治療。専門医不在などによる医療格差。●Q＆Aの時間をたっぷりとったセミナーです。

メットライフ生命代理店　プレミ

60

日野市旭が丘4-7-5-6-1003

●会場/プラント（PulanT/多摩平の森産業連携センター（日野市多摩平2-5-1）)　
●対象/25歳〜80歳　性別問わず　●定員/8名
●材料費/無料　●持ち物/なし

2月9日（火）、21日（日）

2月13日（土） 、2月18日（木）
3月2日（水）

13：00〜14：30
18：00〜19：30 14：00〜15：30

15：00〜16：30
受付時間/9：00〜20：00　定休日/なし090-2223-7137

捨てるからはじめないお片づけ
「物を捨てないと片づかない」と思い込んでいませんか？アメリカ発ライフオーガナイ
ズの手法でスッキリ生活始めましょう！

Life Design OASIS

61

●会場/プラント（PulanT)　プロジェクトルーム1
●定員/4名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具
●2月16日10：30〜11：30のみ未就園児同伴OK

2月16日（火）
2月18日（木） ､ 3月4日（金）

10：30〜11：30/13：30〜14：30
10：30〜11：30 18：30〜19：30

受付時間/10：00〜15：00　定休日/土・日・祝
090-6025-0437

ウクレレ弾いて歌って輝きましょう！
ハワイアンバンド経験長い２人の講師が、わかり易く丁寧に日本語、ハワイ語、英語で
指導します。色々なリズムで楽しく歌ってストレス発散しましょう！

リノ企画 ハワイアンバンドE
イー

-m
ミュー

usic

62

日野市多摩平6-47-4

●会場/多摩平の森ふれあい館3F集会室4
●対象/ウクレレ初めての方　●定員/3名　●材料費/無料　
●持ち物/ウクレレ（無い方は貸与します）  ●駐車場/あり

2月8日（月）、22日（月）
13：00〜14：00

受付時間/9：00〜18：00　定休日/なし
090-5551-3000

えいごでクラフト
形の英語で遊ぼう！絵本やクラフトタイム。
詳しくはHPを→「RYO ウクレレ えいご」で検索

RYOのウクレレえいごリトミック

63

日野市程久保2-15-27

●会場/多摩平の森ふれあい館
●対象/小学校低学年くらいまでの親子　●定員/6組
●材料費/500円（クラフト材料）●持ち物/なし　

2月11日（木）、28日（日）
11：00〜11：45

受付時間/8：00〜14：00　定休日/なし
090-6521-7142

こだわりのネイル! 新選組ネイルチップを作ってみよう
ご存知、新選組のだんだら模様とさくらのモチーフアートのネイルチップを作ります。
池田屋さんの「新選組豆知識」も聞けますよ！

新選組グッズ専門店池田屋＆ネイルサロンRosy Day

64

日野市高幡15-11 2F

●会場/新選組グッズ専門店池田屋　●対象/どなたでも、親子
参加もOK（小学生以上） ●定員/3名　●材料費/700円、1,500
円（親子）（ネイルチップ、アート材料他） ●持ち物/なし

2月21日（日）
10：00〜11：30/12：30〜14：00/14：30〜16：00

受付時間/10：00〜19：00　定休日/不定休
090-6508-2160

アロマで作る花粉症対策 新選組デザイン マスクスプレー講座
アロマセラピーで風邪や花粉症対策。薬理効果のある精油をブレンドしてオリジナルな
香りのマスクスプレーを作ります。容器は新選組デザインも。

たづな整体院＆新選組グッズ専門店池田屋

65

日野市多摩平1-6-7 ローゼンハイム101

●会場/新選組グッズ専門店池田屋　●対象/どなたでも
●定員/6名（子連れOK）  ●材料費/800円（精油・基材・容器） 
●持ち物/なし

2月21日（日）
10：30〜11：30

受付時間/10：00〜19：00　定休日/不定休
042-849-5223

新選組局長・近藤勇の首塚の真実
全国の近藤勇記念塚を紹介し、最も有力な首塚が認められた経緯を検証します。新事実
の台座にまつわる新たな幕末秘話も公開！オーガニック台湾茶プレゼントします。

（株）高幡まんじゅう松盛堂＆台湾茶の茶楽

66

●会場/日野市高幡1-8 参道ビル3F　●対象/どなたでも
●定員/30名　●材料費/500円（資料代）　●持ち物/なし

2月21日（日）
18：00〜19：30

受付時間/9：00〜17：00　定休日/なし
042-591-0317

初めての手話講座〜おもてなしの国際手話
2020年の東京オリンピック・パラリンピックには外国から多くの観光客が来られま
す。困っている聴覚障がい者を見かけたら手話で話しましょう。

高幡不動参道会＆聴覚障害者協会

67

日野市高幡1-1

●会場/日野市高幡1-8 参道ビル3F　●対象/どなたでも　
●定員/10名（5組10名）　●材料費/500円（中学生以下無料）（テキスト代、
手話通訳礼金）  ●持ち物/筆記用具

2月6日（土）
10：00〜11：30

受付時間/10：00〜18：00　定休日/なし
080-9804-8244

初めてのLINEを楽しむ方法
LINEを安心して楽しく使うために知っておきたいことを、わかりやすくお教えします。

高幡不動参道会&時計のヤマモト

68

日野市高幡1-8  参道ビル3Ｆ

●会場/日野市高幡1-8 参道ビル3F　
●対象/どなたでも（小学生以上）　●定員/5名　●材料費/無料　
●持ち物/筆記用具

2月13日（土） 13：30〜15：00

受付時間/10：00〜16：00（16：00以降 080-9804-8244峯岸）
定休日/なし

042-591-0317（松盛堂内）

はじめての動画・映像制作セミナー
写真や動画、映像の撮影のコツを教えます。日野市内でのロケ情報も.

高幡不動参道会＆日野映像支援隊

69

日野市高幡1-8 参道ビル3Ｆ

●会場/日野市高幡1-8 参道ビル3F　●対象/どなたでも
●定員/10名　　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

2月13日（土）
18：00〜19：30

受付時間/10：00〜18：00　定休日/なし
042-591-0317（松盛堂内）

手作りパン DE ほっこり茶会♪
パン教室と中国茶教室のコラボ企画♪いま話題の「ちぎりパン」を、香り高い中国茶と
共にご試食頂きます。お土産付き♪

たまだいらパン教室&中国茶Cha★Cha★La

70

多摩平/東豊田

●会場/PlanT（多摩平の森産業関連センター） ●対象/女性限定♪
●定員/5名　●材料費/1,000円　●持ち物/なし

2月10日（水）、28日（日）、3月3日（木）
10：30〜11：30

受付時間/10：00〜19：00　定休日/日
042-843-3750

新選組隊士になって馬に乗ろう！
新選組の羽織を着用し、土方歳三資料館見学後、乗馬で高幡不動尊前へ。

マリアの風＆日野新選組同好会

71

日野市高幡15-11

●会場/土方歳三資料館前　●対象/小学1年〜大人まで
●定員/10名　●材料費/1,500円（馬のえさ代・資料代・土方歳三資料館入館料等）　
●持ち物/くつは運動ぐつ、筆記用具

2月7日（日）13：00〜15：00

受付時間/10：00〜16：00（16：00以降080-9804-8244）
定休日/なし

042-591-0317

自分精油で作る世界にひとつだけのコロン
好きな香りの精油をブレンドして、マイフレグランスを作りましょう。お気に入りの香
りといつも一緒です。

たづな整体院

24

日野市多摩平1-6-7　ローゼンハイム101

●会場/たづな整体院　●対象/どなたでも（お子さま連れ可） 
●定員/10名　●材料費/500円（精油・容器・基材） 
●持ち物/お手ふき用タオル

2月17日（水）
3月3日（木）

13：30〜15：00
10：30〜12：00

受付時間/10：00〜20：00　定休日/不定休
042-849-5223

切り絵の灯篭「夢灯り」を作ってみませんか
宮古市で始められた切り絵灯篭。使用済牛乳パックを切り抜いて作ります。たかはたも
みじ灯路で飾っています。参加しませんか？

特定非営利活動法人　日野市観光協会

25

日野市日野本町2-15-9

●会場/日野宿交流館　●対象/どなたでも　●定員/10名
●材料費/1,000円　●持ち物/使用済牛乳パック、新聞紙、
はさみ、カッター、筆記用具

2月23日（火）、3月1日（火）14：00〜16：00

受付時間/8：30〜17：00
定休日/月（月曜日が祝日の場合は翌日）

042-586-8808

おいしいスコーンを作ろう
ご家庭で手軽に楽しく作れるスコーンご一緒に作りましょう！

（有）ベッティ写真館

26

日野市多摩平1-4-13

●会場/（有）ベティー写真館　●定員/5名
●材料費/500円　●持ち物/エプロン

2月7日（日）
10：00〜11：30/14：00〜15：30

受付時間/9：00〜18：00　定休日/水
042-581-1245

本格もめんとうふを造ろう
本格もめんとうふを大豆から造ります。おひとりでも、又は親子でもOKです。

（有）とうふ処 三河屋

27

日野市三沢4-5-20

●会場/（有）とうふ処 三河屋　●対象/お子様は小学生以上、
子供のみの参加は不可　●定員/6名　●材料費/無料
●持ち物/エプロン、三角きん、タオル、スリッパ　●駐車場/あり

2月15日（月）
16：30〜18：45

受付時間/7：30〜19：00　定休日/日・祝
042-591-4694

おうちcafeの開き方
ミミ自慢のシフォンケーキの作り方のデモンストレーションを見て頂いたあとに、
おしゃれなケーキの盛り付け方をご紹介します。

菓子工房mimi

28

日野市西平山1-15-28

●会場/菓子工房mimi　●対象/どなたでも（18歳以上の方）
●定員/6名　●材料費/500円（おかしとお茶）
●持ち物/筆記用具　●駐車場/あり

2月18日（木）、19日（金）
14：00〜15：00

受付時間/11：00〜18：00　定休日/月・火
042-584-2233

古い豆も煎りたてに! 誰でも気軽にできる焙煎講座
台所の片隅に、古いコーヒーがありませんか？古い豆を生き返らせおいしいコーヒーを
楽しむ方法を伝えます。そのコーヒーをみんなで楽しみます。

アフタースクールカフェ

29

日野市旭が丘3-1-25 トゥモロープラザビル2F

●会場/アフタースクールカフェ　●対象/なし
●定員/5名　●材料費/無料
●持ち物/古いコーヒー豆（家の中にうもれている）

2月12日（金）、24日（水）
14：00〜15：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/日
042-843-4776

子育て＋
プラス

α
アルファ

のすすめ! より素敵な毎日を目指して
仕事がしたい、資格が取りたい、趣味を深めたい、子育て以外の時間が欲しいママを応援
します。迷っている方も、どんな方法があるか、自分に合うやり方を見つけに来ませんか。

ENG.Space イン. スペース

30

日野市平山4-3-7

●会場/ENG.Space イン. スペース
●対象/乳幼児のいるママ　●定員/3名　●材料費/無料
●持ち物/なし　●駐車場/あり

2月15日（月）、25日（木）
10：00〜11：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/土・日・祝
050-5889-5360

どんなことやってる？小学校の英語の授業
小学校でATLをやっていた経験と、近隣の小学校を見て回った体験などからお伝えしま
す。また、オリンピックイヤーに向けての、学校教育の変化についても。

ENG.Space イン. スペース

31

日野市平山4-3-7

●会場/ENG.Space イン. スペース
●対象/ご興味のある方　●定員/4名　●材料費/無料
●持ち物/なし　●駐車場/あり

2月18日（木）、29日（月）
10：00〜11：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/土・日・祝
050-5889-5360

日常の神・仏事について
生まれた時から葬具店をしてましたので、日常の仏事、神棚について。お気軽においで
下さい。

神具・仏具 かどや

32

日野市高幡152

●会場/神具・仏具 かどや　●定員/2〜3名　●材料費/無料　
●持ち物/なし　●駐車場/あり

2月20日（土）
13：30〜

受付時間/10：30〜15：00　定休日/不定休
042-591-0608

フラダンスで心も体も元気に!!
フラダンスのステップレッスンします。

カウラレイ　フラスタジオ

33

日野市多摩平6-47-4

●会場/多摩平の森ふれあい館 集会室6
●対象/女性3〜80歳　親子で参加歓迎　●定員/10名
●材料費/無料　●持ち物/Tシャツ、スカート　●駐車場/あり

2月11日（木）
13：00〜14：00

受付時間/9：00〜19：00　定休日/なし
042-663-9928

空き部屋・空き家で小さく稼ぐ
個人個人が充実していれば地域活性化などことさら意識しなくても元気な地域になるの
では？高齢の父母が元気でいてほしい！で実践した経験をお話しします。

こぷらす

34

日野市多摩平2-5-1 クレヴィア豊田多摩平の森1階

●会場/こぷらす　●対象/空き部屋や空き家があり異文化・
異世代交流を目指す方　●定員/4〜5名　●材料費/無料
●持ち物/なし

2月9日（火）、27日（土）
19：00〜20：00/13：30〜14：30

受付時間/10：30〜18：30　定休日/木
050-5880-9955

知識ゼロからの起業とワードプロセス
知識経験ゼロから海外で会社や日本でお店を始めたり、インターネットを使ってビジネ
スを始めてみたらどうなったかをお話できればと思います。

こぷらす

35

日野市多摩平2-5-1 クレヴィア豊田多摩平の森1階

●会場/こぷらす
●対象/パソコンを利用する方ならどなたでも
●定員/4〜5名　●材料費/無料　●持ち物/なし

2月18日（木）
2月23日（火）

11：00〜12：00
13：30〜14：30

受付時間/10：30〜18：30　定休日/木
050-5880-9955

知っておきたい相続の基礎知識
少子高齢化が進み、家族構成が多様化する社会で、ここだけは押さえておきたい相続の
ポイントを分かりやすく説明します。

さわやか信用金庫高幡不動支店

36

日野市高幡17-7

●会場/さわやか信用金庫高幡不動支店　●対象/相続に関心
のある方　●定員/20名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具　

2月17日（水）
14：00〜15：00

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日・祝
042-592-7111

歯みがき講座
天然成分100％での歯みがき指導、口腔ケアの方法、普段なかなか聞けないお口の中の
トラブル解消法をお伝えします。

シナリーフルリール営業所

37

　日野市南平7-18-28 小林ビル302

●会場/シナリーフルリール営業所　●定員/10名
●材料費/500円（歯ブラシ、歯みがき粉代） 
●持ち物/タオル

2月6日（土）、11日（木）、16日（火）、27（土）、3月1日（火）
10：30〜12：00/14：00〜15：30

受付時間/10：00〜17：00　定休日/不定休
080-1216-7137

刀剣エクササイズ＆殺陣教室
模擬刀を使った初級の型のエクササイズ　斬り方・斬られ方のチャンバラ教室

新選組グッズ池田屋

38

日野市程久保8-2-2

●会場/至誠館道場　●対象/13：00〜14：00（中学生以上どなた
でも）/14：30〜15：30（女性のみ） ●定員/10名
●材料費/無料　●持ち物/タオル

2月6日（土）13：00〜14：00（中学生以上どなたでも）
14：30〜15：30（女性のみ）

受付時間/10：00〜20：00　定休日/なし
090-3138-4348

「終活」考えてみませんか？
葬儀・お墓　豆知識

（株）セレモニー小峰

39

日野市程久保8-2-9

●会場/（株）セレモニー小峰　●対象/どなたでも
●定員/20名　●材料費/無料　●持ち物/なし　●駐車場/あり

2月15日（月）、27日（土）、3月4日（金）
10：00〜12：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/なし
042-591-1234

日本の行事に寄りそう和菓子
高幡まんじゅうとお茶をお召し上がりいただきながらお聞きください。

（株）高幡まんじゅう 京王高幡SC店

40

日野市高幡116-10

●会場/(株)高幡まんじゅう 京王高幡SC店　●対象/どなたでも　
●定員/5名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

2月11日（木）、17日（水）
14：00〜15：00

受付時間/10：30〜17：30　定休日/なし
042-592-5123

高幡まんじゅう工場見学と和菓子の話
創業99年の高幡まんじゅうの製造ラインの見学と和菓子の話、できたての高幡まん
じゅうが食べられます。

（株）高幡まんじゅう松盛堂 工場店 日野市高幡15-11多宝ビル1F

41

●会場/（株）高幡まんじゅう松盛堂 工場店
●対象/小学校1年生〜中学3年生（小1〜3は保護者1名同伴可）
●定員/10名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

2月13日（土）、3月6日（日） 10：30〜11：30

受付時間/10：00〜16：00（16：00以降080-9804-8244）
定休日/なし

042-592-8584

高幡不動商店街ディープなまち歩き
高幡まんじゅう松盛堂 不動売店前に集合していただき、高幡不動尊境内から高幡不動
駅周辺商店街をめぐります。

（株）高幡まんじゅう松盛堂 不動売店

42

日野市高幡1-1

●会場/高幡不動尊境内　●対象/どなたでも　●定員/10名　
●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

2月21日（日）、23日（火） 11：00〜12：00

受付時間/10：00〜16：00
　　　　　 （16：00以降 080-9804-8244峯岸）
定休日/なし

042-591-0317

教えます! 高幡の年中行事を楽しむ法
高幡不動尊及び周辺商店街で開催されるイベントやお祭りについてお話します。
高幡まんじゅうと湯茶サービス有

（株）高幡まんじゅう松盛堂 本店

43

日野市高幡1-1

●会場/（株）高幡まんじゅう松盛堂 本店　●対象/小学校高学
年〜大人　●定員/6名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

2月9日（火）、14日（日）
11：00〜12：00/13：30〜14：30

受付時間/9：00〜16：00（16：00以降080-9804-8244）
定休日/なし

042-591-0317

これからのお金のため方・ふやし方〜資産運用基礎講座〜
お金は自然体では出にくいばかりですよね！そんな皆さまのライフステージに応じて
「今やるべきこと」をお教えします。

多摩信用金庫高幡不動支店

44

日野市高幡1008-3

●会場/多摩信用金庫高幡不動支店　●対象/どなたでも　
●定員/15名　●材料費/無料　●持ち物/なし
●駐車場/あり

2月18日（木）
13：30〜14：30

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日・祝
042-591-8911

これからのお金ののこし方〜保険を活用した相続対策〜

多摩信用金庫高幡不動支店

45

日野市高幡1008-3

●会場/多摩信用金庫高幡不動支店　●対象/どなたでも　
●定員/15名　●材料費/無料　●持ち物/なし
●駐車場/あり

2月24日（水）
13：30〜14：30

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日・祝
042-591-8911

少年剣道体験教室
剣道体験教室

東京至誠館道場

46

日野市程久保8-3-2

●会場/東京至誠館道場　●対象/小学1年生〜小学6年生
●定員/5名　●材料費/無料　●持ち物/なし
●駐車場/あり

2月13日（土）、20日（土）
16：00〜18：00

受付時間/10：00〜19：00　定休日/なし
042-593-5100

ぶらりTOYODA BEER散歩
TOYODA BEER発祥の地を訪れて、明治からのビールの歴史を探ります。
駅から徒歩10分圏を散歩します。

豊田駅前郵便局

47

日野市豊田4-24-11

●会場/豊田駅前郵便局　●対象/30分程度の散歩が可能
な方　●定員/6名　●材料費/無料　●持ち物/歩きやすい
靴、屋外でも寒くない上着

2月7日（日）
2月13日（土）

10：00〜11：00
13：00〜14：00

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日・祝
042-583-0093
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2016年2月6日（土）～３月６日（日）

きれい 健 康 たべる

つくる まなぶ コラボ
女性起業家（グループ）

共同開催店
新しい発見が
あります

作品制作をおこなう
講座です

料理に挑戦して
みましょう

健康にすごす
ための講座です

美容・きれいを
追求する講座です

各講座はカテゴリー別に６つに分かれています。

ま
クーポン
プレゼント

ちゼミ

自分の手が好きになる! セルフジェルネイル講座
自分でもジェルネイルにチャレンジしてみませんか？ジェルネイルについて学びながら
楽しくきれいになれます。ジェルオフ無料チケット付き♪

ネイルサロン Rosy Day

1

日野市三沢3丁目

●会場/13日：多摩平の森PlanTプロジェクトルーム1　23日：
高幡まんじゅう参道ビル3F　●対象/18歳以上　●定員/3名　
●材料費/1,500円（ジェル、アート材料他） ●持ち物/なし

2月13日（土）、23日（火）
10：00〜12：30/13：00〜15：30/16：00〜18：30

受付時間/10：00〜19：00　定休日/不定休
090-6508-2160

自分をもっとステキに! めざせ「ー5才」写真!
安心して下さい。「写り方」って、ちょっとした気持ちしだいで変われますよ♥ビフォー
アフターの写真プレゼント♥そしてメイクのワンポイントアドバイス付き。

ファミリー写真館スマイル高幡不動店

2

日野市高幡1004-3　2F

●会場/ファミリー写真館スマイル高幡不動店　●定員/4名
●材料費/無料　●持ち物/なし　●駐車場/あり

3月2日（水）
3月4日（金）

10：00〜11：30
14：00〜15：30

受付時間/9：00〜19：00
定休日/火（2月は月・火休み）

042-594-7676

眉の描き方教室
眉の描き方で女性の印象は変わります。貴方に眉をみつけましょう。

（有）ベッティ写真館 多摩平店

3

日野市多摩平1-4-13

●会場/（有）ベッティ写真館　多摩平店
●対象/全女性　●定員/5名　●材料費/無料
●持ち物/普段お使いのメイク用品

3月1日（火）
10：30〜11：30/13：30〜14：30

受付時間/9：00〜18：00　定休日/水
042-581-1245

美しく踊るよさこい体験！ ひのよさこい祭を
    盛り上げよう!!

子育てママ大歓迎!!  どなたでもよさこい体験してみませんか!!

よさこいチーム新選組REVO

4

日野市三沢200番地

●会場/日野市立第八小学校体育館
●対象/どなたでも（親子で参加OK）●定員/10名
●材料費/無料　●持ち物/室内用の靴　●駐車場/あり

2月13日（土）
2月19日（金）、21日（日）

10：00〜11：30 10：00〜11：30
18：30〜20：30

受付時間/17：00〜21：00　定休日/なし
0428-49-2827

自分でできる『骨盤調整』テニスボールで痛み解消!!
体の歪みをチェックして、テニスボール（硬）を使用して腰背筋を弛めることで、関節の
可動性を揚める、体重を利用してリラックスすることで効果を上げる。

阿川治療院

5

日野市多摩平1-4-9　ライオンズマンション豊田101

●会場/阿川治療院　●対象/　●定員/4〜5名
●材料費/400円　●持ち物/タオル

2月17日（水）
2月27日（土） 13：00〜14：30

受付時間/9：00〜17：00　定休日/日・祝
042-584-1388

親子で貼ろう♥キネシオテーピング入門編
スポーツテーピングとは違う、魅力をお伝えします　親子で貼りあい、ふれあいのツー
ルにしませんか!!

自然治癒力向上サロンかえで

6

日野市南平2-43-2

●会場/自然治癒力向上サロンかえで
●対象/小学校4年生〜高校3年生の親子　◉定員/4名（2組4名程度）
●材料費/1組500円　キネシオテックス（テープ代） ●持ち物/はさ
み、タンクトップ、短パン　●子連可　●駐車場/あり

2月13日（土）、27日（土）11：00〜12：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/不定休
080-5866-1133　SMS可

〜貼って体験 貼られて実感〜試してみよう! 不思議なキネシオテーピング
リンパ液の流れを良くして、冷え性やむくみに効果的に痛みをやわらげ、弱いところを
保護し、障害を防ぐテーピング法です。

自然治癒力向上サロンかえで

7

日野市南平2-43-2

●会場/自然治癒力向上サロンかえで
●対象/どなたでも参加できます　●定員/4名
●材料費/500円　キネシオテックス（テープ代）
●持ち物/はさみ、タンクトップ、短パン　●駐車場/あり

2月18日（木）、24日（水）10：30〜11：30

受付時間/10：00〜17：00　定休日/不定休
080-5866-1133　SMS可

極上エステ体験
植物成分100％のスキンケアを使ったエステです。タマスクローズ入りフェイスマスク
使用。お肌のカウンセリング付です。

シナリーフルリール営業所

8

日野市南平7-18-28 小林ビル302

●会場/シナリーフルリール営業所　●対象/女性
●定員/1名　●材料費/1,500円（エステ材料代）
●持ち物/なし

2月9日（火）、20日（土）、25日（木）、3月5日（土）
10：30〜12：00/14：00〜15：30/18：00〜19：30

受付時間/10：00〜17：00　定休日/不定休
080-1216-7137

折紙で頭と手の体操！

ノムラ薬局　高幡駅前店

9

日野市高幡3-16

●会場/ノムラ薬局　高幡店
●対象/自力で折り紙が折れる方※詳細はお問い合わせ下さい。　
●定員/3〜5名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

3月5日（土）
15：00〜16：00

受付時間/9：00〜17：00　定休日/なし
042-506-9910

骨密度測定会
骨がもろくなっているかを知る指標の「骨密度」を測定します。
※素足で測定しますのでストッキングでのご来店はご遠慮ください。

ノムラ薬局　多摩平店

10

日野市多摩平6-32-8

●会場/ノムラ薬局　多摩平店　●定員/16名
●材料費/無料　●持ち物/なし

2月10日（水）
10：00〜14：00

受付時間/9：00〜21：00　定休日/日・祝
042-584-9031

花粉症対策！生活習慣からお薬まで
花粉症にお悩みの方に！花粉の症状を軽くする為の対策やお薬についてのお勉強!!

ノムラ薬局　豊田店

11

日野市豊田3-42-10

●会場/ノムラ薬局　豊田店　●対象/大人の方
●定員/5名　●材料費/無料　●持ち物/なし

2月7日（日）、14日（日）
11：00〜12：00

受付時間/9：00〜19：00　定休日/なし
042-584-6362

「運動なし」でやせたい人のダイエット基礎知識
「運動なし」で５kg（半年）やせた店長が実体験をもとに語る「食生活見直し」ダイ
エット！ちょっとしたコツを伝授します！

ノムラ薬局　豊田北口店

12

日野市多摩平1-2-1

●会場/ノムラ薬局豊田北口店　●定員/5名
●材料費/無料　●持ち物/筆記用具

2月9日（火）、12日（金）
10：00〜11：00

受付時間/9：00〜19：00　定休日/なし
042-583-6262

ストレス解消　カラオケで歌って健康に
歌を歌うことは健康にとてもいいです。2時間で少人数でカラオケを楽しんで下さい。

カラオケスナック はとぽっぽ

13

日野市高幡18

●会場/カラオケスナック はとぽっぽ  ●対象/どなたでも
●定員/10名　●材料費/無料
●持ち物/なし

2月8日（月）、11日（木）、12日（金）
10：00〜12：00

受付時間/13：00〜20：00　定休日/なし
042-591-5333

婦人科疾患と漢方
生理不順、生理痛、不妊、更年期、子宮筋腫、自律神経…様々な婦人科疾患には、漢方
が一番のオススメです。体質に合わせた漢方の奥義にふれてみませんか？

伝統漢方　薬局火の鳥

14

日野市高幡10-3　1F

●会場/伝統漢方　薬局火の鳥　●対象/どなたでも
●定員/5名位　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具、メモ

2月11日（木）、25日（木）
10：30〜11：30

受付時間/10：00〜18：00　定休日/なし
042-506-9312

お家でできる運動あそびブリッジ・逆立ちに挑戦！
お家でも練習できるブリッジ・逆立ちに挑戦してみましょう！（活動の様子は「OTO
と踊ろう♪」で検索）

ママが教えるスポーツ教室　OTO

15

日野市豊田

●会場/多摩平ふれあい館集会室5　●対象/3〜8歳（年少〜小
学2年） ●定員/5名　●材料費/無料　●持ち物/飲み物、タオ
ル、動きやすい服装でお越し下さい　●駐車場/あり

2月7日（日）
2月21日（日）

13：30〜14：10
9：30〜10：10

受付時間/10：00〜18：00　定休日/なし
090-2444-8325

健康は末端から!!セイフハンドマッサージ講座
手がいつも冷たい、朝起きた時手が強ばっている、最近人前で手を出すのが恥ずかしい
…諦めないで！末端を刺激すると血液が良くなります。　

まなべ整膚療院

16

日野市旭が丘1-13-6

●会場/まなべ整膚療院　●定員/3名　●材料費/無料
●持ち物/なし　 ●駐車場/あり

2月10日（水）
2月12日（金）

13：30〜14：30
11：00〜12：00

受付時間/13：00〜20：00　定休日/土・祝
042-586-2894

音楽療法による脳の活性化!!
抒情歌・唱歌・を歌って健康な身体。認知症にならない様、自分で感じましょう!!

みんなで歌う友の会

17

日野市旭ヶ丘3-1-25
トムスポーツビル2F

●会場/アフタースクールカフェ　●対象/どなたでも
●定員/15名　●材料費/1,000円（歌集and飲み物）
●持ち物/なし

2月15日（月）、22日（月）
18：00〜20：00

受付時間/9：00〜17：00　定休日/なし
080-4119-8962

旬の野菜を使って簡単に作れるナチュラルフレンチの入門講座
シンプルな調理法で、おいしく手軽に季節野菜の栄養をそのままいただきましょう。今
回は、発酵食品を使った腸内環境を整えるメニューです。プチ試食も付いてます!!

ナチュラルフレンチのケータリングkizagisu

18

日野市南平2-36-20

●会場/ペルー料理ラスパパス（高幡不動駅徒歩1分）
●対象/どなたでも（子供不可） ●定員/5名
●材料費/500円（料理の食材費用） ●持ち物/筆記用具

2月19日（金）、26日（金）
10：30〜11：30 10：00〜11：00/13：00〜14：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/なし
080-1132-8696

いざ台湾へ! 失敗しないお茶選びのコツ
今、台湾がブーム！お土産にどんな茶葉を選んだらいいの？他にどんなお土産がある
の？など、失敗しないためのコツをこっそり教えちゃいます。

中国茶・台湾茶 ぷちサロン Cha★Cha★La

19

日野市東豊田

●会場/日野市産業連携センター「PlanT」内こぷらす
 ●対象/中学生以上　●定員/4〜5名
●材料費/500円（茶葉・茶菓子）  ●持ち物/なし

2月18日（木）、2月20日（土）

受付時間/8：00〜21：00　定休日/日・祝
090-9384-0120

園庭開放、1〜3才児試食会
園児が食べる手作りの美味しい給食を一緒に食べてみませんか？簡単作り方、ポイントを、
教えます。栄養士による、栄養相談、看護師による、身体測定や発育相談も行います。

社会福祉法人菊美会むこうじま 保育園

20

日野市大字新井865-3

●会場/社会福祉法人菊美会 むこうじま保育園
●対象/1〜3才児　●定員/5組　●材料費/大人350円小人250円
●持ち物/エプロン、おしぼり（子ども用）  ●駐車場/あり

2月10日（水）10：00〜12：30

受付時間/9：00〜16：00　定休日/土・日
（土）保育園は開園していますが受付は平日のみ

042-599-5561

15分でできるペルー料理「C
セ   ビ   チェ

EBICHE」を作ろう！
「セビチェ」とはペルーの代表的な料理で海沿いの地域で食べるレモンと唐辛子で味付
けした白身魚のマリネです。一緒に作って試食しましょう！

ペルー料理の店　L
ラ ス

AS P
パ パ ス

APAS

21

日野市高幡17-4 ミネギシビル5F

●会場/ペルー料理の店　LAS PAPAS　●定員/10名
●材料費/無料　●持ち物/筆記用具　●駐車場/あり

2月9日（火）、18日（木）
10：30〜11：30

受付時間/10：00〜21：00　定休日/第4日
090-3087-4214

初心者の方のお菓子づくり
初めての方向け。楽しいおしゃべりをまじえながら、一緒に季節のお菓子をつくります。

御菓子処　紀の國屋

22

日野市多摩平1-5-2

●会場/御菓子処 紀の國屋　●対象/大人の方　●定員/5名
●材料費/500円　●持ち物/エプロン、三角布、タオル

2月17日（水）
11：00〜11：40/13：00〜13：40/14：00〜14：40

受付時間/9：00〜16：00　定休日/なし
042-581-1358

自分精油で作る目的に合ったアロマスプレー
アロマで空間コーディネート。マスク用・おやすみ用・お台所用など、好きな香りで目的
に合ったスプレーを作りましょう。

たづな整体院

23

日野市多摩平1-6-7　ローゼンハイム101

●会場/たづな整体院　●対象/どなたでも（お子さま連れ可）
●定員/10名　●材料費/500円（精油・容器・基材）
●持ち物/お手ふき用タオル

2月17日（水）
3月3日（木）

10：30〜12：00
13：30〜15：00

受付時間/10：00〜20：00　定休日/不定休
042-849-5223

まち
ゼミ

日日野野
第３回

全71講座
得する街のゼミナール
お店の人が教えてくれる！

ままちちゼゼミミ 受講料
無料

開催期間  2016年２月６日（土）〜３月６日（日）

主催：日野市商工会　 後援：日野市・日野市商店会連合会・日野市観光協会・日野市教育委員会・日野市図書館・多摩都市モノレール・日野市民間保育園連合会

開催会場
のご案内
※詳細地図は各店へお問い合わせ下さい。

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、街の中の少人数ゼミナールです。
講座を聴いていただくのが目的です。講座中の販売や営業活動
は一切ありません。お気軽にお申し込み下さい。

まちゼミってなに ?

お申し込みの手順

受講料無料 各講座へお申込みください

●定員になり次第締め切らせていただきます。
1月25日（月）

1月25日（月）

●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。
●受講対象者、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します。
●お子様連れでのご参加希望の方は、各店舗にお気軽に
　お問合わせください。

❶選ぶ

❸選ぶ

受講申込
受付開始

受講申込
受付開始 ❷申込み

●このチラシの内容を見て講座をお選び下さい。

●時間、場所をお間違いないようご参加下さい。

ただし、内容によっては材料費
がかかるものがあります。
このチラシでご確認ください。
●材料費は原則として講座当日に会場で徴収します。
●お申込み後のキャンセルは、材料費を頂戴する場
　合がありますのでご了承ください。

●受けたい講座のお店へ直接電話でお申し込み下さい。
●「まちゼミ申込みです」とお声をかけて下さい。
●受講内容や持ち物、材料費、駐車場などの詳細もお気軽にお問い
　合わせ下さい。

得する!




