お店の人が教えてくれる！ 得する街のゼミナール
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ための講座です
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お問い合わせ先：日野市商工会 ☎042-581-3666
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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・日野市民間保育園連合会
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各講座はカテゴリー別に６つに分かれています。
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コンビニ

●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。

第７回

●

豊田駅前

プレゼント
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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。
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多摩信用金庫

受講申込
月 日（月）
受付開始
●定員になり次第締め切らせていただきます。

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。

多摩平の森
ふれあい館

三井住友
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●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。

お子さんが参加
できる講座です
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●時間、場所をお間違いないようご参加下さい。

主催：日野市商工会

摩

日野市役所

京王線
南平駅
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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。
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1 本物の熟成ヘナで目指せ！天使の輪！

2 色白ハンドケアと開運アロマスプレー作り

美容室COZY

Heavenly LOHAS Garden

日野市栄町1-3-18

エトワ−ル和田103

e-mail：cozy@saloncozy.jp

理・美容師も体験者も納得！佐賀の美容師さんが管理して
いる安心、安全な本物のヘナを体験してみませんか？

e-mail：info@heavenly-lohas-garden.com

肌が白くなるモッコモコ＆ふわふわの泡パックでハンドケアをした
後に、各自が望む方向の開運のアロマスプレーを作成します。

開催日時

10月1日（火）・15日（火）9：30〜12：00

開催日時

受

042-583-2026 受付時間/10:00〜15：00
定休日/毎週火曜日 第１・３水曜日

受

付

日野市多摩平2-6-1 多摩平の森3-10-501

●会場/美容室COZY ●対象/30歳以上の女性で本物のヘナ
を体験したい方 ●定員/各２名ずつ ●材料費/２千円（ヘ
ナ代） ●持ち物/無し ●駐車場/あり（２台） ●エレベー
ター/なし

付

10月4日（金）、9日（水）、13日（日）
（10:30〜12:00）、21
日（月）
（13:30〜15:00）、31日（木）
（19:00〜20:30）

080-3026-5522

受付時間/10:00〜16:00

定休日/不定休

●会場/アフタースクールカフェ ●対象/特になし ●定員/1講座6名
●材料費/500円（開運スプレー材料費、泡パック材料費）
●持ち物/筆記用具 ●駐車場/あり ●エレベーター/あり

3 ５才若く見える姿勢を！骨盤調整体験

4 初心者でも安心、きもの着付け講座

5 心も躰もキラキラ☆「天然アロマ」体験会♪

6 佐藤ヒサ子先生の整膚健康法体験会

美容カイロプラクティック

高幡まんじゅう＆ハクビきもの学院

トータルセラピーMyRRH・ミルラ

冨士屋洋品店

フェアリー

日野市万願寺4-5-13

姿勢が悪く老けてみられることありませんか？正しい姿勢
の作り方を学んで若々しく健康になりましょう。
開催日時

受

付

開催日時
受

080-5024-5129

受付時間/10：00〜19：00 定休日/不定休

7 音楽療法による脳の活性化
日野市高幡18

峯岸ビルB1

e-mail：jj3939jj@me.com

抒情歌を歌うことで若かりし日々の記憶をよみがえり、
若さを保つことができる。

付

10月26日（土）、10月27日（日）
10：30〜12：00、13：30〜15：00

042-522-0709

受付時間/9：00〜17：00 定休日/土・日・祝日

フォレストグリーンクラブ多摩平

阿川治療院

開催日時

受

070-3828-7936

受

定休日/日曜

●会場/はとぽっぽ ●対象/50歳以上 ●定員/20名
●材料費/300円（歌集・ソフトドリンク）
●持ち物/無し ●駐車場/なし ●エレベーター/なし

付

042-808-9681

受付時間/10：00〜18：00

アフタースクールカフェ

高幡不動参道会

Tomorrow PLAZA

e-mail：ohmugi5959@gmail.com

家庭でも簡単にできるコーヒー豆焙せん。コーヒーの楽し
み方が広がります。

受

付

夜のディープなまち歩き
日野市高幡1-1

e-mail：hiroyuki@minegishi21.com

高幡不動駅南口交番前に集合。参道周辺をまち歩きしなが
ら、とっておきのお店ではしご酒します。

10月10日（木）10：30〜11：30
10月26日（土）10：30〜11：30

開催日時

042-843-4776

受

受付時間/13：00〜17：00 定休日/不定休

付

042-591-0317（080-9804-8244）

ペルー料理の店 ラス パパス

ささら屋八王子店＆花工房

世界で注目されているペルー料理。いろいろな国の影響を受けて
いるペルーの食文化の話とテレビで放送されたメニューの試食

付

開催日時

Las.papas.jp@gmail.com

受

とお申し込みフォーム
受付時間/24時間OK 定休日/毎月曜日・第四日曜日

付

ライオンズマンション豊田101

e-mail：hrqu@0602gmail.com

e-mail：sasarayahachioji@hinodeya-seika.com

日野市高幡1-1

e-mail：hiroyuki@minegishi21.com

受

定休日/日曜・祝日

付

10月２日（水）、10月20日（日）
10：30〜12：00

042-591-0317（松盛堂内）受付時間/9：00〜16：00
（mailでも24時間受け付けます） 定休日/月曜日

●会場/高幡まんじゅう松盛堂京王店～参道周辺の商店街 ●対象/どなたで
も ●定員/５～10名 ●材料費/無料 ●持ち物/筆記用具 ●駐車場/なし ●
エレベーター/なし ●割引クーポン贈呈

14 珍しいペルーのお酒試飲とおつまみ会

羊の羽

ペルー料理の店 ラス パパス

付

日野市高幡150

e-mail：hitujinohane@icloud.com

受

付

受付時間/10：00〜16：00 定休日/なし

開催日時
受

042-506-9982

付

受付時間/11：00〜22：00 定休日/月曜

受付時間/10：00〜19：00

e-mail：Las.papas.jp@gmail.com

10月23日（水）、10月29日（火）
１９
：
００～２０
：
００

Las.papas.jp@gmail.com

とお申し込みフォーム 受付時間/24時間OK
定休日/毎月曜日・第四日曜日

●会場/自店 ●対象/男女を問わず20歳以上。お酒が好きな方
●定員/10名 ●材料費/¥1000（内容=試飲のお酒とおつまみ2
点）●持ち物/無し ●駐車場/なし ●エレベーター/あり

18 手作り美容洗顔ソープ&コスメ
日野市神明3-6-1

e-mail：なし

大人のお稽古サロンメルストニアン

日野市石田（万願寺２分）
melstoniansaron@gmail.com

肌に負担のかかる合成保存料や化学防腐剤などの添加物を一切加えず作ること
ができます、柔らかくてきめ細かい泡立ち、ツッパリ感のない洗い上がりです。

10月1日（火）13：00〜15：00
10月8日（火）13：00〜15：00

042-843-1577

日野市高幡17-4ミネギシビル5階

珍しいペルーのおつまみと希少なビールとブドウ蒸留酒の試飲を
しながらペルー人オーナーと楽しくおしゃべりしましょう。

10月2日（水）11：00〜12：00、10月4日（金）
12：00〜13：00、10月5日（土）13：00〜14：00

ミリー洋菓子店
開催日時

042-660-0618

高幡不動参道会
開催日時

家庭でも作れるフランス菓子を作ってみませんか？

10月1日（火）14：00〜15：00
10月2日（水）14：00〜15：00
10月3日（木）14：00〜15：00

定休日/火曜

高幡不動参道通り周辺の商店街を回り、とっておきのお店・
店主・商品をご紹介します。

17 おうちで作る洋菓子
八王子市高倉町34-3

受付時間/10：00〜17：00

10 高幡不動商店街ディープなまち歩き

日野市多摩平1-4-9

●会場/自店 ●対象/中学生以上 ●定員/4名 ●材料費
/2800円（うなぎ・持ち帰り容器） ●持ち物/エプロン・汚
れても良い服装 ●駐車場/なし ●エレベーター/なし

ハーバリウムを製作して、おせんべいの試食会

10月3日（木）、10月12日（土）、
10月20日（日） 11:30〜13:00

受付時間/10：00〜18：00

042-592-6053

●会場/自店 ●対象/どなたでも ●定員/1回2名45分 1日
10組20名 ●材料費/０円 ●持ち物/無し ●駐車場/なし
●エレベーター/なし

10月９日（水）10：00〜11：30
10月26日（土）13：00〜14：30

042-584-1388

付

10月12日（土）10：00〜17：00
10月13日（日）10：00〜17：00

13 うなぎの串打ち・蒲焼体験教室

受

定休日/月曜

16 おせんべいとハーバリウム

e-mail：Las.papas.jp@gmail.com

付

開催日時

15 ペルー食文化とテレビに出たメニューの試食
日野市高幡17-4ミネギシビル5階

受

専門店の鰻を優しい職人のもと、自分で串を打ち焼き上げ
持って帰れるゼミ（通常価格3500円相当）

10月3日（木）、10月13日（日）、
18：00〜20：00
受付時間/10：00〜19：00

開催日時

●会場/自店 ●対象/高校生以上・介助不要の方
●定員/６名 ●材料費/500円（資料代） ●持ち物/タオル
●駐車場/なし ●エレベーター/あり

●会場/高幡不動商店会 ●対象/20歳以上ならどなたでも ●定員/５名 ●
材料費/1500円（内容 商店会にあるお店で１ドリンク１おつまみ×３店舗）
●持ち物/筆記用具 ●駐車場/なし ●エレベーター/なし ●割引クーポン贈呈

受

受

定休日/なし

●会場/自店 ●対象/どなたでも ●定員/５名
●材料費/500円（コーヒー豆） ●持ち物/気になる方はエプ
ロン・軍手 ●駐車場/あり ●エレベーター/あり

開催日時

開催日時

日野市南平7-17-51

「皮膚をひっぱる」ことにより血液循環を良くしリンパの流れを整え、本来人間
の持つ体内環境に作用し、身体や心の緊張を解き末病の状態から抜け出す。

ゆらぎ（体をゆらす）により全身に振動を与え、筋肉・関節を弛緩（ゆるめ）血
液・リンパ液の流れを活性させ、こりや痛み等の不調を整え健康体を取り戻す。

●会場/多摩平交流センター ●対象/どなたでも
●定員/５名 ●材料費/０円 ●持ち物/無し
●駐車場/あり ●エレベーター/あり

12 高幡不動商店街

開催日時

e-mail：kuratakazuo@icloud.com

10月3日（木）、10月4日（金）、10月5日（土）
13：30〜15：00

11 コーヒーの楽しみ方広げる焙せん講座
日野市多摩平3-1-1

PLANT内

小鹿俊郎博士が開発製造した「ありがとうボトル」で大量
の水素が発生する「還元水素茶」の作り方を伝授します。

10月10日（木）12：00〜13：00

e-mail：info@total-therapy-myrrh.com

●会場/自店 ●対象/どなたでも！ ●定員/８名（組）●材料費/300円（内容＝魔法の
クリームを作りたい方）●持ち物/無し ●駐車場/あり（５台）●エレベーター/なし

9 家庭でできる整体法

日野市多摩平2-5-1

日野市神明1-3-13-1F

天然アロマは芳香以外にも知られていない使い方がいっぱい。美と健康は勿
論、子育て・介護・食にも役立つ。殆どの人が知らない驚きの情報が満載です！
（①10:00〜/②
開催日時 10月3日（木）、17日（木）、31日（木）
13:00〜/③18:30〜）10月12日（土）、11月3日（日）
（①13:00〜②16:00〜）それぞれ1時間30分の講座
受
付 090-1053-7139
受付時間/10:00〜21:00 定休日/不定休

8 還元水素茶の作り方 開発者小鹿俊郎セミナー

開催日時

受付時間/10：00〜18：00

e-mail：tachikawa@hakubischool.or.jp

●会場/高幡まんじゅう松盛堂工場ビル２階 ●対象/女性
●定員/5名 ●材料費/０円 ●持ち物/着物・帯など一式あれ
ばご持参ください。 ●駐車場/なし ●エレベーター/あり

●会場/自店 ●対象/どなたでも ●定員/2名 ●材料費/０円
●持ち物/フェイスタオル ●駐車場/なし ●エレベーター/なし

付

菊屋ビル9階

初心者でも丁寧にお教えします。きものの着方・帯結び（半
巾帯かお太鼓結び）補正の仕方など。

10月8日（火）、11日（金）、13日（日）
10：00〜11：30、13：00〜14：30、
18：30〜20：00

まさつ施療院・カラオケはとぽっぽ

立川市曙町2-9-1

開催日時
受

定休日/火曜

付

10月7日（月）、19日（土）、29日（火）、
ＡＭ10:30〜、3時間

050-3556-1173

受付時間/9:00〜19:00

定休日/日曜日

●会場/自店 ●対象/どなたでも ●定員/10名 ●材料費/500円（内
容=試食代） ●持ち物/無し ●駐車場/なし ●エレベーター/あり

●会場/自店 ●対象/どなたでも ●定員/5名
●材料費/1000円（ハーバリウム材料代） ●持ち物/無し
●駐車場/あり（9台） ●エレベーター/なし

19 薬剤師と作るハンドクリームとリップバーム

20「日野と新選組」まことくん絵付体験

21 プリザーブドフラワー ミニミニアレンジ

22 切り絵の灯篭「夢灯り」を作ってみませんか？

もぐさ駅前薬局

新選組グッズ池田屋

Felicite（フェリシティーフラワーアレンジメント教室） e-mail：lefelicite.ffda@gmail.com

日野市観光協会

可愛くて人気のプリザーブドフラワーを小さな器にアレンジします。初心者でも
楽しめるフラワーアレンジメント体験です。ピンクかブルーをおえらび下さい。

宮古市で始められた切り絵灯篭。牛乳パックを切り抜いて作
ります。高幡もみじ灯路で飾っています。参加しませんか？

冬は乾燥の季節です。薬剤師と一緒に無添加の、自分だけ
のハンドクリームとリップバームを作りましょう。
開催日時
受

付

10月12日（土）、10月26日（土）
14：00〜15：00

042-506-9929

受付時間/月〜金（9：00〜19：00）
土・日（9：00〜13：00） 定休日/祝・祭日

●会場/もぐさ駅前薬局 ●対象/どなたでも ●定員/１講座８名 ●材
料費/無料 ●持ち物/なし ●駐車場/あり（５台）●エレベーター/なし

日野市百草204-１

日野市高幡1-8 3階

e-mail：ikedaya313@gmail.com

日野市と新選組の関わりを話しながら、自分だけのまこと
くんを作ります
開催日時
受

付

10月19日（土）、20日（日）
いずれも13：30〜

042-808-9252

受付時間/11:00〜17:00

定休日/月、火、水曜日

●会場/自店 ●対象/性別不問。年齢不問。親子歓迎 ●定員/4〜
5名 ●材料費/500円（素焼きの誠くんと絵の具代）●持ち物/絵
の具を使うのでエプロン ●駐車場/なし ●エレベーター/なし

●会場/自店 ●対象/中学生以上 ●定員/5名 ●材料費
/1000円（材料、容器） ●持ち物/エプロン・三角巾（帽子）
●駐車場/あり（2台） ●エレベーター/なし

●会場/個人宅 ●対象/20歳以上 ●定員/4人まで ●材料費/4,000円（石
鹸5個分の料金、オイル等）●持ち物/エプロン、マスク、メガネ、手袋、持ち帰
りの保温袋、髪の毛を結わくゴム ●駐車場/なし ●エレベーター/なし

調布市入間町3-5-8

開催日時
受

付

10月9日（水）、15日（火）13：00〜14：
00、14：00〜15：00、15：30〜16：30

080-7724-9668

受付時間/9：00〜18：00 定休日/日曜

●会場/アフタースクールカフェ ●対象/どなたでも ●定員
/3名 ●材料費/1000円（プリザーブドフラワー器・ピック
等） ●持ち物/無し ●駐車場/あり ●エレベーター/あり

開催日時
受

付

10月3日（木）10：00〜12：00
10月8日（火）10：00〜12：00

042-586-8808

受付時間/9：00〜17：00 定休日/月曜・祭日の翌日

●会場/日野宿交流館 ●対象/どなたでも（2日間参加できる方）●定員
/10名 ●材料費/1000円 ●持ち物/使用済み牛乳パック・新聞紙・筆記
用具・はさみ・カッター ●駐車場/あり（10台）●エレベーター/あり

日野市日野本町2-15-9

23 はじめてでもよく分かる年金勉強会

24 トールペイント

公的保険アドバイザー

大人のお稽古サロンメルストニアン

日野市多摩平2-5-1

e-mail：kotake20121014@gmail.com

2000万円問題で何かと話題の年金制度ですが、みなさん内容はご存知ですか？？なかな
か理解し難い年金制度を知ると、将来の準備と現在の節約のポイントが見えてくる！！
開催日時
受

付

melstoniansaron@gmail.com

白木やブリキ等に絵具で塗り絵のように描いていきます最初は簡単なお花から描いていきます、絵が描けなくても図案があるのでど
なたでも楽しみながら描けるようになります、筆の動かし方など細かく指導させていただきますので安心してご受講くださいませ。

10月1日（火）10：00〜、19:00〜
10月9日（水）10:00〜、19:00〜
10月18日（金） 10:00〜

開催日時
受

090-2249-1969

受付時間/9:00〜20:00
定休日/日曜日

e-mailでも受付可

日野市石田（万願寺２分）

付

10月5日（土）、9日（水）、24日（木）
AM10:00〜12：00 PM13:00〜14：00

050-3556-1173

受付時間/9:00〜19:00

28 アンガーマネジメント体験！

高幡まんじゅう

オフィスさえき

京王SC店

e-mail：hiroyuki@minegishi21.com

和菓子に欠かせない小豆や寒天や砂糖。実は美容と健康に
も欠かせないスーパーフードでした！
開催日時
受

付

日野市多摩平

e-mail：anger481tama@gmail.com

今話題の、イライラ・怒りの感情のコントロール法〜アンガー
マネジメント〜の初歩が学べます。
（10/10はお子様連れ可）

10月5日（土）、10日（木）
14：00〜15：00 18：30〜19：30

開催日時

042-592-5123 受付時間/10：00〜19：00
（メールでも受け付けます） 定休日/年中無休

受

●会場/自店 ●対象/どなたでも ●定員/5名 ●材料費/無
料 ●持ち物/無し ●駐車場/なし ●エレベーター/なし
●割引クーポン贈呈

付

高幡まんじゅう

高幡15-11多宝ビル２階屯所ホール

e-mail：tomita@titc.co.jp

今話題のキャッシュレス決済（QRコード決済）の使い方をデモを交えな
がら講師が詳しく解説します。PayPay・LINE Pay・楽天Payなど。

付

10月2日（水）、10月12日（土）
それぞれ17：30〜18：30、19：00〜20：00

090-4023-7997

受付時間/10：00〜24：00
e-mailでも受付可

開催日時
受

定休日/なし

●会場/多摩平の森産業連携センターPlanT ●対象/どな
たでも ●定員/1講座10名 ●材料費/200円（資料代）
●持ち物/筆記用具 ●駐車場/なし ●エレベーター/なし

Life Design OASIS

タウンファクトリー一級建築士事務所

e-mail：info@ld-oasis.com

付

開催日時

https://ld-oasis.com

受

申込フォームより24時間OK

ENGSpace インスペース

公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ 八王子・日野地区

よさこいチーム新選組REVO

開催日時
受

e-mail：RXL02271@nifty.com

いわゆるエンディングノートを使って、終活として考えていただきたいことなど
をご説明させていただきます。もしもに備えて準備をはじめてみませんか？

10月2日（水）10:00〜11:00、5日（土）11:00〜
12:00 親子回、7日（月）10:00〜11:00

開催日時

付 受付時間/24時間OK 申込フォームQRコード→
または https://engspace.weebly.com/
free-seminar.html

受

付

090-1838-7763

受付時間/10：00〜18：00

開催日時
受

定休日/不定期

付

042-582-3955

受付時間/10：00〜18：00 定休日/日・祝日
www.townfactory.jp ホームページより24時間受付可能

34 家を買う前に知って欲しい
日野市三沢200

e-mail：hinodai@jupiter.plala.or.jp

どなたでもよさこい体験してみませんか？！
美しく踊って楽しく踊ろう。子育てママも大歓迎！！

10月6日（日）14：00〜15：30
10月9日（水）14：00〜15：30

付

10月19日（土）10：30〜12：00、
13：30〜15：00、15：30〜17：00

●会場/自店 ●対象/年齢・性別は問いません ●定員/１講座１組 ●材料
費/0円 ●持ち物/物件や敷地の資料 ●駐車場/なし ●エレベーター/なし

33 新しい自分発見! よさこい体験!!

e-mail：Eng.space.hino@gmail.com

ひのたま不動産

不動産屋の本音
日野市西平山３-27-17

e-mail：y.sakamoto@estate-tokyo.biz

家を買おうか検討中の方へ！【ネットで探す時の注意点】【不動産屋の狙いと
選び方】【住宅ローンいくら借りれる？】を不動産屋代表が本音で話します。

10月11日（金）
18：30〜20：30

開催日時

090-4168-4911

受

受付時間/17：00〜21：00 定休日/なし

付

10月6日（日）13：30〜15：00、13日（日）
13：30〜15：00、27日（日）13：30〜15：00

042-514-8796

受付時間/10：00〜19：00

定休日/水曜

●会場/6日多摩平交流センター、9日平山交流センター ●対象/
「終活」に関心のある方、など ●定員/１講座５名以内 ●材料費
/なし ●持ち物/筆記用具 ●駐車場/なし ●エレベーター/あり

●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（10台） ●エレベーター/なし

35 本当の自分がわかる「癒しの手相」セミナー

36 歌で再発見！日本の魅力〜東京編〜

37 家計に優しい健康住宅の造り方

38 老後の資金どう備える？

トータルセラピーMyRRH・ミルラ

オフィス愛子＆はとぽっぽ

株式会社守重建設

さわやか信用金庫

●会場/自店 ●対象/小学生のお子さんがいる方 ●定員/1講座4名、親子3組 ●材料費/
無料 ●持ち物/あればスマホなどの録音機能 ●駐車場/あり（2台）●エレベーター/なし

日野市神明1-3-13-1F

e-mail：info@total-therapy-myrrh.com

手相を知ることで、本当のあなた自身の姿も知ることがで
きます。手相を学んであなたのトリセツを手に入れよう。
開催日時
受

付

受付時間/10:00〜21:00

開催日時
受

定休日/不定休

●会場/自店 ●対象/どなたでも ●定員/８名
●材料費/無し ●持ち物/筆記用具 ●駐車場/あり（５台）
●エレベーター/なし

39 知って得する

日野市日野629

e-mail：ashizawa@jcom.zaq.ne.jp

畳の値段の差は何故あるのでしょう。52年間日野市で営
業している畳店の作業場で気軽に学べます。
開催日時
受

付

042-581-3866

e-mail：info@ceremony-komine.jp

10月16日（水）10：00〜12：00
10月22日（火）10：00〜12：00
受付時間/9:00〜18：00

定休日/無し

●会場/自店 ●対象/どなたでも ●定員/6名
●材料費/０円 ●持ち物/無し ●駐車場/あり（10台）
●エレベーター/なし

付

10月5日（土）14：00〜15：00
10月13日（日）11：00〜12：00
10月18日（金）19：00〜20：00

0120-940-282

受付時間/9：00〜17：00 定休日/年中無休

株式会社

宮下吉輝税理士事務所

ペイントワークス

日野市旭が丘6-1-6

e-mail：paintworkstokyo@yahoo.co.jp

付

0120-922-796

受付時間/8:00〜18:00

開催日時
受

付

定休日/日曜日

相続税の基礎知識

042-514-9671

受付時間/9:00〜19:00

e-mail：b_aeontamadaira@ceremore.co.jp

e-mail：h.matsubara@eco-ntk.com

e-mail：haya44@office.email.ne.jp

事前に参加店を臨店し現状を把握してから、具体的な改善
方法を学び売場から買場へ！
開催日時
受

付

10月16日（水）14：00〜15：30
10月16日（水）18：00〜19：30

付

10月13日（日）10：30〜12：00
11月2日（土）13：30〜15：00

090-9853-9628
受付時間/9:00〜19:00

開催日時

090-2656-1936

受

受付時間/9：00〜17：00 定休日/なし

開催日時
受

QRコードからの申込を推奨
定休日/無し

付

受付時間/13：00〜17：00

日野 まちゼミ を楽しむ ❼ つの方法
●まちゼミのはしごをしてみよう。

まちゼミは原則的に参加費無料ですが、講座
で使用する材料費がかかる場合がありますので
参加申し込みの際に必ず確認しましょう。

まちゼミカレンダーをチェックして、同じ日に
開催のまちゼミを確認し、２つ～3つの講座を順番
に受講できるように開催場所に気を付けて申し込
みしてみよう。

●講座のタイトルをチェックしよう。

●人気講座を受講する裏技は？

最新カーナビ導入で地理に不安な方も大歓迎
車・バイク通勤可

面接随時

内装 ルームクリーニング

養成
制度有

空いてる時間 選べる勤務スタイル アルバイト時間相談
●日勤者/昼勤のみ23勤・21勤 夜勤のみ23勤 ●隔勤者/12勤

南観光交通株式会社

日野 市 程 久 保 8 ‑ 3 ‑ 2

毎回、人気講座はすぐに申し込みが定員に達し
てしまいますが、そんな時は「チラシに載ってい
ない日程で裏講座を開催していただける場合もあ
ります。

☎042‑592‑0012

お客様のご要望には迅速、丁寧に対応します。

ジーエイシージャパン

ジーエイシージャパン

日野市で生まれた、グローバルITサポートカンパニーです。
https://gac-japan.com/japanese/
工場や商店の、IT の「困った」にお応えします。お気軽にお問合せ
ください。日本全国、中国などアジア各国をサポートしています。

≪IT 個人事業主、同業のみなさま≫

ジーエイシージャパンは派遣事業（派13-313297）も行っています。
ぜひ登録をされて、貴社のビジネス拡大にお役立てください。

南平支店

豊田支店

豊田北口支店

平山支店

日野市高幡15-11

e-mail：hiroyuki@minegishi21.com

付

042-592-8584 受付時間/9：00〜17：00
（mailでも24時間申込を受け付けます） 定休日/年中無休

フェイスブック

ツイッター

インスタグラム

ブログ

ユーチューブ

まちゼミ開催期間中の10月1日から11月4日まで、市内の図書館に「まちゼミコーナー」が開設されます
ので、受講するまちゼミに関連する書籍を事前に図書館で借りて予習しておくと、まちゼミ当日の理解が深
まります。まちゼミ関連書籍について図書館の職員にいろいろ聞いてみよう。
（高幡図書館、多摩平図書館、百草図書館）

●まちゼミのチラシの受け取れる場所と方法は？

市役所・支所・交流センター・図書館・生活保健センター・東部会館・市内私立保育
園・京王線高幡不動駅・その他、まちゼミ参加店スタッフがお店の周辺をポスティング。
まちゼミ受講時に連絡先を記名していただいた方には次回のまちゼミチラシがそれぞ
れ２部、DMで真っ先に郵送します！

●まちゼミクーポンをもらっちゃおう！

まちゼミを受講すると、終了後にまちゼミクーポンをもらえます。使用する参加店のクーポンを切り取って
持参すると、様々な特典やサービスを受けられます！

日野市商工会会員

東京都知事許可

第2452号

水と生きる、水を守る!

株式会社

大塚設備

日野市百草2027 ☎042‑592‑6033（FAX592-6402）

日野市日野台２−37−14

東京都指定給水装置工事店／日野市指定下水道工事店
URL https://www.otsuka-setsubi.info/

新選組グッズ専門店

高幡不動支店

工場店

●図書館のまちゼミコーナーを利用しよう。

土方歳三没後150年

https://www.tamashin.jp

受付時間/9：00〜17：00 定休日/なし

●会場/自店 ●対象/小学3年生〜6年生と保護者 小1〜2の兄弟同伴OK
●定員/5組 10名 ●材料費/100円（まんじゅうの原材料代） ●持ち物/エ
プロン 三角巾 ●駐車場/なし ●エレベーター/なし ●割引クーポン贈呈

日野市三沢 1‑20‑14 TEL.050‑5216‑9751 FAX.042‑592‑8498

日野支店

090-2656-1936

高幡まんじゅう

受

定休日/なし

クロス貼替 床貼物工事 襖・障子・網戸張替 ルームクリーニング
エアコンクリーニング 光触媒施工 諸修繕工事
■■■ ご相談・お問い合わせはお気軽に ■■■

お客さまの幸せづくり

付

10月23日（水）14：00〜15：30
10月23日（水）18：00〜19：30

DVD鑑賞後に工場見学 その際にお子さんに少し饅頭づ
くりを体験していただきます。最後にまんじゅうを試食し
ながら楽しく和菓子のお話し。
開催日時 10月6日（日）、12日（日）10：00〜11：30

●会場/自店 ●対象/自動車免許所有の方 ●定員/3名
●材料費/０円 ●持ち物/無し ●駐車場/あり
●エレベーター/なし

第７回

e-mail：haya44@office.email.ne.jp

50 親子限定！ 初めての高幡まんじゅう工場見学
日野市程久保8-3-2

10月28日（月）13：00〜17：00
10月29日（火）13：00〜17：00

042-592-0012

日野市多摩平3-1-1 Tomorrow PLAZA

●会場/アフタースクールカフェ ●対象/どなたでも
●定員/10名 ●材料費/０円 ●持ち物/無し
●駐車場/あり ●エレベーター/なし

アイコン説明：

タクシー乗務員募集

受付時間/9：00〜17：00 定休日/土・日・祝祭日

レタリングに興味のある方。文字の下手な方。今すぐ売上
をUPさせたい方等に対応した「レタリング講座」です。

タクシーの仕事の内容と、市内の観光スポットについて説明致します。

●会場/（株）西東京建設 本社セミナー室 ●対象/絶対にお金
に困らない会社にしたい経営者 ●定員/６名 ●材料費/無し
●持ち物/筆記用具 ●駐車場/あり ●エレベーター/なし

「初めての…」は初心者限定
「女性のための…」は女性限定
「どなたでも」…誰でも参加可能
「親子で楽しむ…」親子で参加

042-591-8911

付

クレアーレ総研

受

●参加申し込みの際に参加費を
チェックしよう。

10月23日（水）13：30〜14：30

受

クレアーレ総研

開催日時

●会場/（株）西東京建設 本社セミナー室 ●対象/2,000万円
を節約したと考えている全ての方 ●定員/6名 ●材料費/無し
●持ち物/筆記用具 ●駐車場/あり ●エレベーター/なし

開催日時

仏壇ギャラリーセレモア イオンモール多摩平の森店

日本一の財務のプロから学んだ資金繰り方法をお伝えします。「売り上げがあるのに
資金繰りが楽にならない」とお悩みの経営者は是非ご参加ください。

QRコードからの申込を推奨
定休日/無し

日野市高幡1008-3

e-mail：ten075@tamashin.net

46 売上に直結する「POP広告の描き方」講座

日野市多摩平3-1-1 Tomorrow PLAZA

南観光交通㈱

090-9853-9628

高幡不動支店

45 「思わず買ってしまう...？」店づくり実践講座

日野市多摩平2-4-1

日本財務力支援協会

付

多摩信用金庫

相続のいろは

44 お葬儀の事前準備とエンディングノートの書き方

（JFESA）日本ファイナンシャル教育普及協会

受

受付時間/9：00〜17：00 定休日/土・日・祝日

●会場/自店 ●対象/どなたでも ●定員/20名
●材料費/０円 ●持ち物/筆記用具 ●駐車場/あり
●エレベーター/あり

49 タクシーのお仕事

10月5日（土）10：30〜12：00
10月19日（土）10：30〜12：00

042-592-7111

付

●会場/自店 ●対象/どなたでも ●定員/３名
●材料費/０円 ●持ち物/無し ●駐車場/あり（１台）
●エレベーター/なし

48 決算書と銀行との付き合い方講座

開催日時

受

受付時間/9：30〜16：00 定休日/日曜

47 家計改善見直しマネーセミナー
2,000万円を運用で殖やすより、2,000万円の出費を減らす方が簡単なんで
す。『節約出来る家計管理の方法』を本当のプロがお伝えします。

10月16日（水）14：00〜15：00

相続手続きの問題点を分かりやすく説明いたします。

10月19日（土）14：00〜15：00

●会場/アフタースクールカフェ ●対象/どなたでも
●定員/5店10名 ●材料費/０円 ●持ち物/無し
●駐車場/あり ●エレベーター/なし

e-mail：h.matsubara@eco-ntk.com

開催日時

42 知ってあんしん
日野市東豊田1-46-9

●会場/イオンモール多摩平の森イオンホールB ●対象/どなたでも
●定員/20名 ●材料費/無し（エンディングノートプレゼント）
●持ち物/無し ●駐車場/あり（3時間無料）●エレベーター/あり

東京都日野市豊田4-37-12

日野市高幡17-7

●会場/自店 ●対象/無し ●定員/10名 ●材料費/０円
●持ち物/無し ●駐車場/なし ●エレベーター/なし

申告義務はあるのかどうか。事情は人によって様々。こん
な時に、相続税の仕組みを知っておくと安心。

10月12日（土）、26日（土）10:00〜11:00
17日（木）13:00〜14:00

高幡不動支店

安心して暮らせる老後の資金作り。少額投資非課税制度に
ついて、分かりやすく説明します。

●会場/自店 ●対象/無し ●定員/無し ●材料費/無料
●持ち物/無し ●駐車場/あり（10台） ●エレベーター/なし

今話題の終活についての講座です。お葬儀の事前準備のポイントやエンディングノー
トの活用方法をわかりやすく解説いたします。また、ご先祖様にお線香をお供えする
意味や選び方についてもお話しさせて頂きます。
開催日時 10月10日（木）14：00〜15：30
受
付 042-585-1121
受付時間/10：00〜21：00 定休日/無し

終活考えてみませんか。

042-591-1234

受

●会場/自店 ●対象/どなたでも ●定員/６名
●材料費/無料 ●持ち物/無し ●駐車場/あり（3台）
●エレベーター/なし

日野市程久保8-2-9

e-mail：morisige@bj.wakwak.com

41 ゼミナール

受

受付時間/8：00〜18：00 定休日/日曜

㈱セレモニー小峰

付

受付時間/10：00〜17：00
定休日/年末年始のみ（はとぽっぽ）

東京都日野市南平8-5-17

40 一級塗装技能士による失敗しない外壁塗装講座

開催日時

10月21日（月）9：30〜11：00

43 終活考えてみませんか。

受

042-513-6155

●会場/PlanT 多摩平の森産業連携センター ●対象/家を買
おうかな？と考えている方 ●定員/４組12名様 ●材料費/
０円 ●持ち物/無し ●駐車場/なし ●エレベーター/なし

耐震・断熱・省エネ・高耐久の正しい住宅の造り方を学べる講
座です。家族のためになる健康住宅を一緒に考えましょう。
開催日時

一級塗装技能士の現役職人が塗装のノウハウを説明します。
塗装に関する疑問点を解決して大事なお家を守りましょう。

●会場/自店 ●対象/どなたでも ●定員/５名
●材料費/０円 ●持ち物/無し ●駐車場/なし
●エレベーター/なし

開催日時

付

10月15日（火）11：00〜12：00＆10月
26日（土）13：00〜14：00

●会場/はとぽっぽ ●対象/どなたでもご参加いただけます
●定員/１講座10名 ●材料費/０円 ●持ち物/なし
●駐車場/なし ●エレベーター/あり

上手なタタミの選び方

たたみ芦沢製疊：アシザワセイジョウ

e-mail：info@office-aiko.com

ご当地ソングの歌詞を教材に作詞についてのコツやエピソードを楽しく解説。普段は聞けない歌手・作
詞家への質問があればお答えいたします。日野の魅力を感じるお土産の品もプレゼントいたします。

10月9日（水）、16日（水）、19日（土）、23日
（水）、30日（水） 11時00〜12時30分

090-4178-5799

日野市百草979-18＆日野市高幡18

日野市大坂上1-29-1-2階

e-mail：qyk15242@nifty.com

新築や改修をどのように進めればよいのか…、建築士に相談したいけど…、迷っている
方、是非この機会を活用下さい。あなたのモヤモヤを解決します。

10月8日（火）、10月11日（金）
10：30〜11：30

32 終活 〜元気なうちに「想い」をのこす〜

なんで私の英語は日本語っぽいんだろう、と思っているあなたへ。日本人のバイリン
ガルコーチが秘密をお教えします。お子様と一緒に参加できる回もご用意しました。

受付時間/9：00〜16：30

30 一級建築士に建物相談

●会場/PlanT プロジェクトルーム3 ●対象/どなたでも・お子
さま連れOK ●定員/4名 ●材料費/なし ●持ち物/筆記用具
●駐車場/なし ●エレベーター/なし

日野市栄町2-7-13

042-591-0035

（メールでも申し込みを受付けます） 定休日/月曜日

29 捨てるからはじめないお片づけ

31 きれいな英語の発音になりたい人は他にいませんか？
平山4-3-7

付

10月1日（火）、10月27日（日）
11：00〜12：00、13：00〜14：00

●会場/当社本店 ●対象/どなたでも ●定員/1講座 5名
●材料費/無料 ●持ち物/無し ●駐車場/なし ●エレベー
ター/なし ●割引クーポン贈呈

受

定休日/なし

日野市高幡1-1

e-mail：hiroyuki@minegishi21.com

●会場/自店 ●対象/なし ●定員/1講座６名 ●材料費/0
円 ●持ち物/スマホ ●駐車場/なし ●エレベーター/なし

開催日時

https://ws.formzu.net/dist/S88337473/

不動売店

高幡不動尊及び周辺商店街で開催されるイベントやおまつり、またおすすめ
のお店やお得な情報をお伝えします。高幡まんじゅうとお茶のサービス付き

捨てられないから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！

10月10日（木）10：30〜11：30
10月19日（土）10：30〜11：30
受付時間/24時間ＯＫ

高幡不動参道会＋富田IT経営コンサルティング合同会社

受

定休日/日曜日

27 美容と健康に役立つ和菓子の話
日野市高幡128-5

26 教えます！高幡不動尊と商店街の年中行事を楽しむ方法

開催日時

●会場/個人宅 ●対象/20歳以上 ●定員/4名 ●材料費
/2,000円（白木、絵具） ●持ち物/エプロン、持ち帰りの袋
●駐車場/なし ●エレベーター/なし

●会場/planT プロジェクタールーム ●対象/30代〜50代 ●定員/1講座6名まで
●材料費/0円 ●持ち物/筆記用具・電卓 ●駐車場/なし ●エレベーター/なし

25 話題のキャッシュレス決済を使ってみよう！

池田屋

東京都日野市高幡1‑8 高幡まんじゅう参道ビル3Ｆ
TEL：042‑808‑9252 FAX：042‑592‑3629

ご注文はWEBへ

今、世界で注目のペルー料理
ワールドトラベルアワード７年連続優勝
■ランチセット980円〜 ■各種パーティー・ご宴会承ります
■ランチ弁当・料理のテイクアウト ■毎月第２火曜日サルサナイト

ペルー料理の店

ラスパパス

ランチ11:30〜14:30/ディナー18:00〜22:30/第4日曜日・毎月曜日 休み
日野 市 高 幡 17‑4ミネギシビル５F ☎042‑511‑1840

