
得する街のゼミナール得する街のゼミナール得する街のゼミナール得する街のゼミナール
お店の人が教えてくれる！お店の人が教えてくれる！

お店の人が講師となって、専門店ならではの「専門的知識」「お役立ち情報」「プロのコツ」を、
無料で教えてもらえる街の中のゼミナールが、「日野まちゼミ」です！
お店の人が講師となって、専門店ならではの「専門的知識」「お役立ち情報」「プロのコツ」を、
無料で教えてもらえる街の中のゼミナールが、「日野まちゼミ」です！

●内容によっては材料費がかかるものもございます。
●材料費は講座当日に会場で徴収いたします。つり銭の無いようご用意ください。
●講座お申し込み後のキャンセルは、材料費を頂戴することがございます。
●お店からの販売、勧誘はございません。

●開催期間
2015年2015年2月7日（土）～3月6日（金）2月7日（土）～3月6日（金） 2月2日（月）申込受付開始

お申込みは各店へ！全61講座お申込みは各店へ！全61講座
「まちゼミの申し込みです」と各店にお電話ください。
●定員になり次第締め切らせていただきます。
●お申し込みは、各店の受付時間内にお願いいたします。
●お申し込み初日は、各店の電話回線の混雑が予想されます。
●受講対象者が限定されている講座もありますので、ご注意ください。
●各講座ともに、お申し込みの際に受講時の持ち物をご確認ください。

「まちゼミの申し込みです」と各店にお電話ください。
●定員になり次第締め切らせていただきます。
●お申し込みは、各店の受付時間内にお願いいたします。
●お申し込み初日は、各店の電話回線の混雑が予想されます。
●受講対象者が限定されている講座もありますので、ご注意ください。
●各講座ともに、お申し込みの際に受講時の持ち物をご確認ください。

主催：多摩平１丁目商店会、高幡不動参道会　　 後援：日野市、日野市商工会 （TEL：042－581－3666）、日野市観光協会、日野市教育委員会、日野市中央図書館

まち
ゼミ

日野日野第
２
回

受講料
無料

※講座によっては異なる場合がございます。

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

日野まちゼミホームページ　http://www.machizemi.hino-s.org　　　　　　　　　　　　　　　　　日野まちゼミフェイスブックhttps://www.facebook.com/hino.machizemi　　　　　　　　　日野まちゼミ 検  索

はじめての
ジェルネイル体験講座

2月9日（月）、16日（月）、23日（月）、
3月2日（月）

ネイルサロン ROSY DAY 日野市三沢3-22-12

受付時間/10：00〜18：00　定休日/不定休
☎090-6508-2160

10：00〜12：00/14：00〜16：00

人気の高いジェルネイル。マニキュアとの違いや特徴な
ど、正しい知識を身に付けながら実際に体験して楽しく
きれいになれます！　

会　場/ネイルサロン ROSY DAY
対　象/18歳以上、ジェルネイルが
 初めての方
定　員/各回１名
材料費/2,000円
持ち物/なし

受付

目指せ！美魔女。

2月12日（木）、20日（金）、23日（月）、
3月6日（金）

アンティム豊田店 日野市多摩平1-2パークビルB1

受付時間/月〜土 9：00〜19：00/日9：00〜18：00  定休日/火
☎042-583-1228

11：00〜12：00
前回大好評につき内容は同じくまた
行います！普段お使いのコスメを
使ってアイメイクを中心にメイクの
基本を学び直す講座。　
会　場/アンティム豊田店
対　象/メイクに悩むすべての女性
定　員/４名
材料費/なし
持ち物/普段お使いのコスメ

受付

毎日のケアタイムは
美への一歩

2月13日（金）、18（水）、25日（水）、
3月4日（水）

アンティム豊田店 日野市多摩平1-2パークビルB1

受付時間/9：00〜19：00　定休日/火
☎042-583-1228

11：00〜12：30
自宅でできるリフトアップ頭皮マッサージの実技講習を
します。現在の状態を把握して美への一歩を踏みだしま
しょう!　

会　場/アンティム豊田店
対　象/女性
定　員/４名
材料費/なし
持ち物/なし

受付

眉の描き方教室

3月2日（月）

ベッティ写真館 多摩平店 日野市多摩平1-4-13

受付時間/9：00〜18：00　定休日/水
☎042-581-1245

10：00〜11：30
14：00〜15：30

眉の形だけで女性の印象はアップし
ますね。貴女に似合う眉のおけいこ
です。ご一緒に楽しみましょう。　
会　場/ベッティ写真館 多摩平店
対　象/全女性
定　員/５名
材料費/なし
持ち物/ふだんお使いのご自分の眉
 ペンシル、パウダーなど

受付

鍼灸師が教える
自分でできる美肌レッスン

2月10日（火）、20日（金）、28日（土）、
3月5日（木）

隠れ家エステサロン ブアルアン 日野市旭が丘
3-1-25

受付時間/13：30〜20：00　定休日/不定休
☎070-6527-0086

10：30〜11：30/14：00〜15：00
（2/10は、午前のみ、2/28は、午後のみ）

ツボとリンパケアでアンチエイジン
グ。アロマでお好みの保湿スプレー
とクリームを作ります。　
会　場/トムスポーツクラブ２F
  「アフタースクールカフェ」
定　員/各４名
材料費/1,000円
 （スプレー、クリーム、お茶、お菓子、資料代）
持ち物/タオル、筆記用具

受付

ステキな 写真 を残すための
『撮られ方』

2月12日（木）、13日（金）

ファミリー写真館スマイル 高幡不動店 日野市高幡
1004-3-2F

（エレベーター有）

受付時間/9：00〜19：00　定休日/火（2月は火・水休み予定)
☎042-594-7676

13：00〜14：30
いつも以上にステキな自分になり
ませんか。ちょっとした気持ちの
持ち方で変わります。ビフォーアフ
ターの写真をプレゼントします。
会　場/ファミリー写真館スマイル
  高幡不動店
対　象/50歳以上
定　員/６名
材料費/なし　　持ち物/なし

受付

家庭でできるまとめ髪を
おしえます

2月20日（金）

美容室　華美 日野市豊田4−32−9 サンパレス１F

受付時間/10：00〜18：00　定休日/火
☎042-586-8787

18：00〜19：00

いつもとちょっと違ったヘアスタイルをご自身で変えて
みたいときのコツを内緒で教えます。　

会　場/美容室　華美
対　象/セミロングおよびロングの方
定　員/５名
材料費/なし
持ち物/なし

受付

女性限定 初心者の為の
デジタルカメラ講座

2月19日（木）

ブティック クレール 日野市多摩平1-8-1

受付時間/10：30〜18：00　定休日/日
☎042-584-8428

11：00〜12：00

今さら人に聞けない、コンパクトデ
ジタルカメラの「基本のキ」を覚え
ましょう。　
会　場/ブティック クレール
定　員/３名
材料費/なし
持ち物/コンパクト デジタルカメラ

受付

やってみよう！骨盤の歪みを
正す簡単エクササイズ！

2月18日（水）

まなべ整膚療院 日野市旭が丘１−13−６

受付時間/9：00〜20：00　定休日/土・祝
☎042-586-2894

12：30〜13：30

腰痛、肩こり、下半身太りなどの症状が、骨盤の歪みか
らきているかも知れません。骨盤の歪みを正す体操を体
験しませんか！　

会　場/トムスポーツクラブ ２F
 第２スタジオ
定　員/６名
材料費/なし
持ち物/タオル１枚

受付

健康によい太極拳

2月18日（水）、25日（水）、
3月4日（水）

太極拳平山教室 日野市平山5−18−2

受付時間/9：00〜17：00　定休日/日
☎042-582-7330

10：00〜11：30
健康を保つには足腰の衰えを防ぐこ
とです。太極拳が一番。お仲間入り
をお待ちしています。　
会　場/平山季重ふれあい館
対　象/太極拳に興味ある方
定　員/３名
材料費/なし
持ち物/動ける服装でおいでください。

受付

折り紙で頭と手の体操！

2月18日（水）、3月4日（水）

ノムラ薬局 高幡駅前店 日野市高幡3-16

受付時間/9：00〜19：00　定休日/なし（1/1のみ休み)
☎042-506-9910

14：30〜16：00前後
認知症予防には、手先を動かす事が良いとされていま
す。ちょっと凝った折り紙で、脳を刺激しませんか？　

会　場/ノムラ薬局 高幡店
対　象/自力で折り紙が折れる方
定　員/４人
材料費/なし
持ち物/筆記用具

受付

「運動なし」でやせたい人の
ダイエット基礎知識

２月７日（土）、９日（月）、１３日（金）、
１７日（火）

ノムラ薬局 豊田北口店 日野市多摩平1-2-1

受付時間/10：00〜21：00　定休日/なし
☎042-583-6262

10：00〜11：00
「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！　
会　場/ノムラ薬局 豊田北口店
定　員/５名
材料費/なし
持ち物/筆記用具

受付

今や日本人の４人に１人は花粉症！
花粉症対策トラノマキ！

2月10日（火）、17日（火）

ノムラ薬局 豊田店 日野市豊田3-42-10

受付時間/9：00〜21：00　定休日/なし
☎042-584-6362

11：00〜12：00
日常の生活面での花粉症対策や花粉
症のお薬などを楽しく学びましょ
う。
会　場/ノムラ薬局 豊田店
定　員/５名
材料費/なし
持ち物/筆記用具

受付

初心者のための血圧計講座

2月７日（土）、9日（月）

ノムラ薬局 多摩平店 日野市多摩平6-32-8

受付時間/9：00〜21：00　定休日/日・祝
☎042-584-9031

朝 7：00〜8：00
初めて血圧計を使われる方が、家庭で正しく測定できる
ように機器を用いて説明します。　

会　場/ノムラ薬局 多摩平店
定　員/２名
材料費/なし
持ち物/なし

受付

お子様の歯を
むし歯にしない方法

２月18日（水）、３月４日（水）

堀井歯科医院 日野市多摩平６−35−４

受付時間/9：30〜13：00、15：00〜19：00　定休日/水・日（午後）
☎042-589-1418

11：15〜12：00
虫歯にならない歯にする為に、フッ素、キシリトールな
どについてお話します♪実験も含め楽しく学びましょう

☆美味しい試食あり☆　
会　場/堀井歯科医院
対　象/お子様を持つ親子さん
定　員/６名（２〜３組）
材料費/なし
持ち物/なし

受付

乗馬と歌って幸せ健康講座

２月28日（土）

馬カフェ マリヤの風 日野市石田305−17

受付時間/14：00〜18：00　定休日/不定休
☎080-4445-4560

14：00〜15：30

マリヤの風から油面最寄りのまでの
往復を交代で乗馬に乗りながら行き
公園ではプロシンガー光野真理さん
とみんなでボイストレーニング。
会　場/マリヤの風〜油面公園
対　象/小学生以上男女
 （乗馬は体重68kg以下の方）
定　員/20名　　材料費/1,000円
持ち物/筆記用具（ペンなど）

受付

きれい
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歌を歌って健康になろう！

2月16日（月）

アフタースクールカフェ 日野市旭ヶ丘3-1-25
トムスポーツビル2F

受付時間/9：00〜17：00　定休日/日
☎080-4119-8962

18：00〜20：00

音楽療法を取り入れた、主に歌うこ
とによって健康維持をいたしましょ
う。歌集は用意いたします。珈琲か
紅茶を飲みながら歌います。　
会　場/アフタースクールカフェ
対　象/どなたでも
定　員/20名
材料費/1,000円
持ち物/なし

受付

正しい姿勢・正しい歩き方

2月8日（日）

高幡不動整骨院 日野市高幡1-16

受付時間/9：00〜20：00　定休日/日
☎042-506-5772

10：00〜11：00

皆様の姿勢、歩き方正しいですか？正しい姿勢、歩き方
を学び、毎日負担の少ない生活を送りましょう！　

会　場/高幡不動整骨院
定　員/10名
材料費/なし
持ち物/筆記用具

受付

寒さで縮んだ体を伸ばそう〜
グラヴィティヨガ〜

2月19日（木）、3月3日（火）

スクールソフィア お花の教室 日野市日野本町４

受付時間/10：00〜18：00　定休日/不定休
☎090-3409-9039

10：00〜、14：00〜（60分程度）
体が硬くても大丈夫。私は、これで
腰痛が楽になりました。寒さで縮こ
まった体を伸ばしましょう。デトック
ス効果のあるお茶付き。　
会　場/日野塾交流館他 JR日野駅付近
対　象/どなたでも
定　員/各回３名　　材料費/800円
持ち物/タオル２枚、運動ができる
 服装

受付

家庭に一人の施療人を…

2月17日（火）、26日（木）

まさつ施療院 日野市新町2-1-27

受付時間/9：00〜17：00　定休日/日
☎080-4119-8962

10：00〜12：00
肩こり腰痛 スポーツの筋肉疲労に家
庭に一人の施療人を養成する講座。
　
会　場/まさつ施療院日野坂
対　象/どなたでも
定　員/５名
材料費/500円
持ち物/タオル1枚

受付

「風邪には漢方カッコントウ」
のウソホント

2月11日（水）、20日（金）

薬局 火の鳥 日野市高幡10−3

受付時間/10：00〜18：00　定休日/日・木
☎042-506-9312

10：30〜11：30
漢方の風邪薬は葛根湯だけではありません。症状や体質
に合わせることができるのです。あなたも漢方の奥義に
ふれてみませんか？　

会　場/薬局 火の鳥
定　員/５名
材料費/なし
持ち物/メモ・筆記用具

受付

目からウロコ…
健康に生きる養生の術とは

2月18日（水）、27日（金）

薬局 火の鳥 日野市高幡10−3

受付時間/10：00〜18：00　定休日/日・木
☎042-506-9312

10：30〜11：30
世の中に様々な健康法はあっても、なかなか続きません
よね。一番大切なのは、昔から伝わるあの健康法。それ
をこっそり教えます。　

会　場/薬局 火の鳥
定　員/５名
材料費/なし
持ち物/メモ・筆記用具

受付

今健康雑誌で話題の整膚
（皮膚をひっぱる！）を体験しよう！

2月14日（土）

まなべ整膚療院 日野市旭が丘1−13−6

受付時間/9：00〜20：00　定休日/土・祝
☎042-586-2894

11：00〜12：00

全身の血流を効率よく増やせる方法として、今日本、中
国、アメリカなどで急速に人気が出ている『整膚』を体
験してみませんか！　

会　場/まなべ整膚療院
定　員/５名
材料費/なし
持ち物/なし

受付

アロマで作る花粉症対策
マスクスプレー講座

２月１２日（木）、１９日（木）、２６日（木）

たづな整体院 日野市多摩平１−６−７ローゼンハイム101

受付時間/10：00〜19：00　定休日/不定休
☎080-3016-8085

10：30〜11：30
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。　
会　場/たづな整体院
対　象/どなたでも
定　員/６名（お子様連れＯＫ）
材料費/800円（精油・基材・容器）
持ち物/筆記用具・お手拭きタオル

受付

おうちCafeの開き方講座

2月20日（金）、21日（土）

菓子工房mimi 日野市西平山1−15−28

受付時間/11：00〜18：00　定休日/月・火・水
☎042-584-2233

14：00〜15：00
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。　

会　場/菓子工房mimi
定　員/６名
材料費/500円
持ち物/筆記用具

受付

おいしい手前みそを作ろう

2月28日（土）

自然甲斐 日野市豊田4−24−11

受付時間/9：00〜18：00　定休日/日
☎042-581-2830

9：00〜12：00

講師の指導により参加者で一緒に作ります。出来上がっ
たお味噌はお持ち帰りいただきます。　

会　場/多摩平の森ふれあい館
対　象/自然の味噌を楽しむ方
定　員/10名（2月13日まで要予約）
材料費/6,885円（実費）
持ち物/料理用まえかけ、三角巾

受付

手土産人気No.1商品“かりんとう
まんじゅう”を手作りしよう！

2月21日（土）

紀の國屋 日野市多摩平1-5-2

受付時間/9：00〜16：00　定休日/なし
☎042-581-1358

13：00〜13：45
14：00〜14：45
15：00〜15：45

紀の國屋で１番人気の“かりんとうまんじゅう”を皆さ
んと一緒に作りましょう！　

会　場/紀の國屋
対　象/小学生以上
定　員/５名
材料費/300円
持ち物/タオル、エプロン、
 三角巾（バンダナ）

受付

切り絵の灯篭「夢灯り」を
作ってみませんか

２月２６日（木）・３月５日（木）
連続講座

日野市観光協会 日野市日野本町２−15−９

受付時間/9：00〜17：00　定休日/月（祝日の場合は翌日）
☎042-586-8808

14：00〜16：00
宮古市で始められた切り絵灯篭。使
用済み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？　
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

受付

生花で作ろう　アンチエイジ
ングのためのアレンジメント

2月10日（火）または16日（月）

スクールソフィア お花の教室日野市日野本町４

受付時間/10：00〜18：00　定休日/不定休
☎090-3409-9039

10：00〜、14：00〜（60分程度）

いくつになっても、生き生きと魅力
的な毎日を過ごす効果のあるお花
で、アレンジメントを作り、お持ち帰
りいただきます。　
会　場/日野塾交流館他 JR日野駅付近
対　象/女性
定　員/各回４人　  材料費/2,000円
持ち物/お花用ハサミ（あれば）
 作品を持ち帰るための袋

受付

本格もめんとうふを造ろう

2月14日（土）

（有）とうふ処三河屋 日野市三沢4-5-20

受付時間/9：00〜20：30　定休日/日・祝
☎042-591-4694

16：30〜18：45

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。　
会　場/（有）とうふ処三河屋
対　象/お子様は小学生以上
定　員/６名
材料費/なし
持ち物/エプロン、三角きん、
 タオル、スリッパ

受付

おいしいスコーンを作ろう！

3月3日（火）、4日（水）

ベッティ写真館 多摩平店 日野市多摩平1-4-13

受付時間/9：00〜18：00　定休日/水
☎042-581-1245

10：00〜11：30/14：00〜15：30
本場イギリス仕込みのレシピをもと
に、おいしいかわいいスコーンを作
りましょう！　
会　場/ベッティ写真館
対　象/18歳以上
定　員/５名
材料費/500円
持ち物/エプロン

受付

フラワーアレンジメント講習

2月10日（火）、14日（土）

花工房 日野市東豊田3-7-5

受付時間/10：00〜19：00　定休日/水
☎042-582-5822

10：30〜11：30/14：00〜15：00
上手にアレンジするコツを，お教え
致します。どなたでも、簡単にでき
ます。生花の魅力を一度、おためし
下さい。
会　場/花工房
対　象/どなたでも
定　員/５名
材料費/1,000円（生花とかごの代金）
持ち物/ハサミと持ち帰りの袋

受付

だれでも簡単 プリザーブド＆
シルクフラワーリースを作りましょう

2月17日（火）、21日（土）

花工房 日野市東豊田3-7-5

受付時間/10：00〜19：00　定休日/水
☎042-582-5822

10：30〜11：30/14：00〜15：00
春らしい感じのちいさなリースを作
ります。どこに飾っても合う、グ
リーンが基調のリースです。一度お
ためし下さい。　
会　場/花工房
対　象/どなたでも
定　員/５名
材料費/1,500円（花材とリース代金）
持ち物/ハサミと持ち帰りの袋

受付

健康と美容の為の社交ダンス

2月7日（土）、2月24日（火）

松永ダンス教室 日野市多摩平1-2 パークビル7Ｆ

受付時間/13：00〜21：00　定休日/日・祭
☎042-583-1220

15：00〜16：00
ブルース、ジルバ、ルンバ、ワル
ツ、タンゴ、気楽に出来ます。　

会　場/松永ダンス教室
定　員/５名
材料費/なし
持ち物/運動靴　ダンス貸靴あり

受付

プロが教える和菓子のお話〜
男の子と女の子の節句

２月１６日（月）、１９日（水）

高幡まんじゅう京王ＳＣ店 日野市高幡128-5

受付時間/13：00〜16：00　定休日/なし
☎042-592-5123

14：00〜15：00/17：00〜18：00
日本人が生まれて亡くなるまでの間
に経験する様々な行事や祭事と和菓
子との関わりをわかりやすくお話し
ます。高幡まんじゅうとお茶の湯茶
サービスあり！　
会　場/高幡まんじゅう京王ＳＣ店
対　象/どなたでも
定　員/５名　　材料費/なし
持ち物/筆記用具

受付

教えます！高幡不動の
年中行事を楽しむ方法

２月10日（火）、22日（日）、27日（金）

高幡まんじゅう本店・不動店 日野市高幡1-1
高幡不動尊境内

受付時間/10：00〜16：00　定休日/なし
☎042-591-0317

11：00〜12：00/13：00〜14：00/16：00〜17：00
高幡不動尊および周辺商店街で開催されるイベントやお
まつりの由来についてお話します。高幡まんじゅうと湯
茶サービスあり！　

会　場/当社本店内（日野市高幡1-1）
対　象/どなたでも
定　員/５名
材料費/なし
持ち物/筆記用具

受付

プロが教える！
スグ使えるお掃除講座

2月13日（金）、23日（月）

ダスキン旭が丘支店 日野市旭が丘6-12-1

受付時間/10：00〜17：00　定休日/日・祝
☎042-582-6218

10：00〜11：00/14：00〜15：00
水回りの気になる汚れの落とし方を大公開！その他、ご
自宅で実際にお困りの汚れの落とし方も簡単アドバイス
♪プチお土産付き！　

会　場/ダスキン旭が丘支店
定　員/５名
材料費/なし
持ち物/なし

受付

シニアのおかたづけ

2月13日（金）、17日（火）

Life Design OASIS

受付時間/10：00〜17：00　定休日/土・日・祝
☎090-6025-0437

10：00〜11：00
無理に物を捨てなくてもいい、驚きのお片づけ方法をお
伝えします。体力のある今のうちから、少しずつ進めて
いきませんか？　

会　場/ふれあい館　集会室3-2
定　員/４名
材料費/なし
持ち物/筆記用具
 (お困りの箇所の画像など)

受付

ウクレレ弾いて明るく歌って
輝いてみませんか！

2月16日（月）

リノ企画 日野市多摩平6-47-4

受付時間/9：00〜18：00　定休日/なし
☎090-5551-3000

①13：00〜14：00（初心者）

②16：00〜17：00（経験者）

音大卒バンド経験長い講師2人で、初心者は1曲弾けるよ
うに。経験者は右手の色々なリズムでレベルアップ。日
本語、英語、ハワイ語で歌えるように指導します。　

会　場/多摩平の森ふれあい館集会室4
定　員/各５名
材料費/なし
持ち物/ウクレレ（無い方は貸与します）

受付

会話に活かす
健康ボイストレーニング

2月16日（月）

リノ企画 日野市多摩平6-47-4

受付時間/9：00〜18：00　定休日/なし
☎090-5551-3000

14：30〜15：30

発声を中心にストレッチや言葉遊びなどを行い後半は有
名な曲を全員で歌います。声とは何かを知り、会話に活
かせるように指導します。　

会　場/多摩平の森ふれあい館集会室4
定　員/10名
材料費/なし
持ち物/なし

受付
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フラメンコに触れてみよう

2月11日（水）、25日（水）
2月12日（木）、26日（木）

フラメンコスタジオ エル ソニケテ 日野市多摩平2-12-2
山崎ビル1Ｆ

受付時間/10：00〜21：00　定休日/なし
☎090-1650-6170

19：00〜20：40
10：30〜11：40

フラメンコって？情熱的なイメージは
あるけれどよくわからないという方に
実際にフラメンコのステップやカスタ
ネットを体験していただきます。　
会　場/フラメンコスタジオ
 エル ソニケテ
定　員/５名　　材料費/なし
持ち物/動きやすい服装、あればヒー
 ルのある靴、または運動靴

受付

美しい姿勢を保つためのスト
レッチ＆筋トレ講座

2月15日（日）

フラメンコスタジオ エル ソニケテ 日野市多摩平2-12-2
山崎ビル1Ｆ

受付時間/10：00〜21：00　定休日/なし
☎090-1650-6170

13：00〜14：00

フラメンコに限らず、ダンサーは姿勢が良い！その秘密
を教えます。ダンサーのストレッチ＆筋トレで貴女も美
しい姿勢を保つコツをつかんで下さい。　

会　場/フラメンコスタジオ
 エル ソニケテ
定　員/５名　材料費/なし
持ち物/動きやすい服装（ジャージ、レ
ギンス等）、くつ下、ストレッチ用マット
あるいは大判タオル

受付

プロが教えるシミ抜き講座

2月9日（月）、16日（月）、20日（金）、23日（月）、
27日（金）、3月2日（月）、6日（金）

はとやクリーニング 日野市高幡656-4

受付時間/8：00〜20：00　定休日/日
☎042-591-5041

10：00〜11：00

素材別にあったクリーニングのコ
ツ、ファッションケアのやり方教え
ます。　
会　場/はとやクリーニング
対　象/どなたでも
定　員/４名
材料費/なし
持ち物/なし

受付

ホースセラピー体験講座

2月20日（金）

馬カフェ マリヤの風 日野市石田305−17

受付時間/14：00〜18：00　定休日/不定休
☎080-4445-4560

14：00〜15：30

馬に触れたり騎乗したりしながら、
幸せ感をたくさんもって帰っていた
だきます。　
会　場/馬カフェ マリヤの風
対　象/小学生以上男女
 （体重６８kg以下の方）
定　員/８名
材料費/500円馬のエサ代他
持ち物/クレヨン・色鉛筆など

受付

日常の神・仏事について

2月16日（月）

神具・仏具　かどや 日野市高幡152

受付時間/10：00〜19：00　定休日/不定休
☎042-591-0608

10：30〜11：30

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。　　
会　場/神具・仏具　かどや
定　員/２〜３名
材料費/なし
持ち物/なし

受付

らくらく節電の仕方おしえます

2月28日（土）

電化ショップ タカノ 日野市豊田4-35-2

受付時間/10：00〜17：00　定休日/日
☎090-3472-3548

11：00〜12：30

東電契約電気の節電方法、家電品の
節電方法、省エネ家電の見分け方を
やさしく解説します。　
会　場/電化ショップ タカノ
定　員/４名
材料費/なし
持ち物/なし

受付

カッコいい！
英語えほんの読み方

2月9日（月）、19日（木）、26日（木）

ENG. Space イン. スペース 日野市平山
4-3-7

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

10：30〜11：30
英語の絵本をお子さんに読んであげたいけれど、発音に
自信がない方、”英語っぽい”読み方のコツを一緒に楽
しく学びませんか。　

会　場/ENG. Space イン. スペース
定　員/４名
材料費/なし
持ち物/筆記用具

受付

女性でもできる車の点検と
その必要性

2月7日（土）

平モータース商会 日野市豊田1-28-12

受付時間/9：00〜18：00　定休日/不定休
☎042-583-4917

10：00〜11：30

車の点検は自己責任で行うものですがやり方がわからな
い、必要性がわからないという方にやさしく解説しま
す。　

会　場/平モータース商会
対　象/車点検の初心者に必須
定　員/８名
材料費/なし
持ち物/なし

受付

はじめてのTNRと
地域猫について

3月6日（金）

保護ねこ広場にゃん福 日野市三沢1-11-5

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

14：00〜15：00

野良猫が増えて困っ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？

　
会　場/保護ねこ広場にゃん福
定　員/10名
材料費/なし
持ち物/なし

受付

剣道からやさしく学べる
子供のしつけ

2月14日（土）、21日（土）

至誠館道場 日野市程久保8-3-2

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日
☎042-592-1505

16：30〜18：00
ちびっこ剣士と一緒になって竹刀の持ち方から基礎知識
を学び楽しい雰囲気のなかで挨拶、礼儀、思いやりを自
然体験します。　

会　場/至誠館道場
対　象/小中学生、初心者歓迎
定　員/10名
材料費/なし
持ち物/スポーツウェア
 （道具は貸します）

受付

中高年のスマホ入門

3月6日（金）

豊田パソコン教室 日野市豊田4-36-5

受付時間/10：00〜17：00　定休日/土・日
☎042-582-7330

10：00〜11：30

今はスマホを持っていないがそろそろ持ちたいという
方。まず操作してみて自分にも出来そうだと体験してい
ただきます。　

会　場/豊田パソコン教室
対　象/スマホ持ってない方
定　員/６名
材料費/なし
持ち物/なし

受付

20〜30代から、小さな『会社』
を始めたい！ワークショップ

2月10日（火）

多摩つなぐ知財事務所 日野市平山2-19-12

受付時間/9：00-22：00　定休日/日・祝
☎070-5027-9927

18：30〜20：30

『起業』に興味あるけど難しいでしょ？うまくいかない
と思う…そんな『起業の入口』にいる20-30代向けワー
クショップ。　

会　場/日野市商工会　会議室
 （多摩平７丁目23−23）
対　象/『起業』に興味の
 ある方
定　員/５名　　持ち物/筆記具
材料費/1,000円（教材の印刷代）

受付

第２種免許を生かした
仕事について

フラダンスのステップで
シェイプアップ

2月14日（土）、21日（土）

2月12日（木）

南観光交通株式会社

カウラレイ フラスタジオ

日野市程久保8-3-2

日野市多摩平647-4

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日

受付時間/17：00〜20：00　定休日/なし

☎042-592-0012

☎042-663-9928

13：30〜14：30

14：30〜15：30

（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。

フランダンス・レッスンを通じて、心
と体が元気で、日々の生活を楽しく
過ごせるようにを目指しています。

会　場/南観光交通株式会社
対　象/転職組みおよび未経
 験者、１種免許も可
定　員/12名
材料費/なし
持ち物/なし

会　場/多摩平の森ふれあい館
対　象/女性
定　員/10名
材料費/なし
持ち物/Tシャツ、スカート

受付

受付

定年後、夫婦で楽しく暮らす
アンガーマネジメント

2月10日（火）

あいぼーでんワークスタイルイノベーション 日野市豊田
3-27-6

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日・祝
☎042-843-4933

10：30〜11：30

定年後、自宅でごろごろ夫にイラッ！をなくそう。「怒り」
の対処法「アンガーマネジメント」を学び、その他老後を
幸せに暮らす知恵を伝授いたします。　

会　場/あいぼーでんワークスタイル
 イノベーション
定　員/６名
材料費/なし
持ち物/筆記用具

受付

やさしくシンプルな子育術

2月16日（月）、21日（土）
2月20日（金）

 家事・育児さぽーと Happy 日野市日野台2-40-22

受付時間/10：00〜18：00　定休日/なし
☎070-5592-9014

14：00〜15：00
11：00〜12：00

「大切な宝もの」だけど、時々イラッ！っとしたり厳しく
しかり過ぎたり…。お母さんも子供も家族みんなが笑顔
ですごせる方法、伝授します。　

会　場/家事・育児さぽーと Happy
対　象/お父さん又はお母さん
 ※お子さんもご一緒にどうぞ
定　員/３名
材料費/なし
持ち物/なし

受付

花粉などアレルギーの元を
舞い上がらせないお掃除術

2月17日（火）、23日（月）、
28日（土）

 家事・育児さぽーと Happy 日野市日野台2-40-22

受付時間/10：00〜18：00　定休日/なし
☎070-5592-9014

14：00〜15：00
家事・育児・お仕事と日々追われている主婦（夫）のみ
なさま。今年は花粉もこわくない！週一おそうじですっ
きりしましょう。　

会　場/家事・育児さぽーと Happy
対　象/なし
定　員/３名
 ※お子さんもご一緒にどうぞ
材料費/なし
持ち物/なし

受付

オリジナル　飲茶体験♪

2月21日（土）、24日（火）

たまだいらパン教室 ＆ 中国茶cha★cha★la
多摩平/東豊田

受付時間/10：00〜19：00　定休日/日・祝
☎042-843-3750

10：30〜12：00
パン教室と中国茶教室のコラボ企画！肉まんを包むとこ
ろを体験して頂き、香り高い中国茶と共にご試食頂きま
す。お土産付き♪　

会　場/多摩平の森ふれあい館 調理室
対　象/女性限定♪
定　員/５名
材料費/1,000円
持ち物/エプロン・タオル

受付

にほんごえほんでえいご＆
スタンプアート おやさい大好き!

2月13日（金）、14日（土）、23日（月）、
3月5日（木）

RYOのウクレレえいごリトミック コラボwithキョテン107 日野市日野本町3-12-8
サニーハイツ80 107号室

※電話番号ご明記ください。メールが無理な方は050-3636-7142
受付時間/9：00〜20：00　定休日/なし
☎kkehino@gmail.com 

11：00〜11：30
絵本「やさいさん」を英語で。野菜スタンプ遊び。
詳細→http://kkehino.wix.com/ryoukulele　

会　場/コミュニティ/レンタル
 スペース キョテン107
対　象/小学校低学年位までの親子
定　員/５組
材料費/500円(1歳以上子ども追加は人数分)
持ち物/絵の具で汚れてもいい服装

受付

新選組隊士になって
馬に乗ろう！

3月1日（日）

新選組グッズ池田屋＆馬カフェマリヤの風 日野市高幡
15-11

受付時間/10：00〜16：00　定休日/なし
☎042-591-0317

13：00〜15：00

本格的な新選組隊士衣装をレンタルして土方資料館見学後、乗
馬で高幡不動尊へ。最後は土方歳三銅像前で記念写真が撮れる。

会　場/池田屋〜土方歳三資料館〜
 高幡不動尊
対　象/女性または親子
定　員/10名　　持ち物/筆記用具
材料費/1,500円（入館料＋馬のエサ＋資料代＋
はっぴクリーニング代）但し隊服・刀一式レンタルの場合
は＋3,000円　資料館を見学しない場合は−500円　お
子さんは入館料免除（参加費１０００円）です。

受付

講演会「新史実発見！
新選組 斉藤一の謎について」

2月28日（土）

新選組グッズ池田屋＆日野新選組同好会 日野市高幡15-11
多宝ビル

受付時間/10：00〜16：00　定休日/なし
☎042-591-0317

17：00〜18：30

新選組３番隊隊長の斉藤一の明治時代の動行について、
最近、発見された新資料に基づき、幕末史研究家のあさ
くらゆう氏の講演を聞いていただきます。　

会　場/日野市高幡15-11
 多宝ビル３階和室
対　象/どなたでも
定　員/20名
材料費/500円（資料代）
持ち物/筆記用具

受付

新選組隊士! 日野新選組同好会＆
よこさい体験！新選組REVO

2月28日（土）

日野新選組同好会＆新選組ＲＥＶＯ 日野市高幡1-1

受付時間/10：00〜20：00　定休日/なし
☎090-3138-4348（峯岸）

12：30〜14：30

本格的な新選組隊士の衣装体験と、よさこい踊りの体験が
一緒にできます。新選組隊士の衣装が不要であれば、参加
費無料です。新選組とよさこいを楽しんで下さい！　

会　場/高幡不動尊参道
 （雨天時は参道ビル３階会議室）
対　象/どなたでも
定　員/20名　　持ち物/筆記用具
材料費/なし（新選組隊士衣装レンタル
の場合は3,000円）・よさこい体験は無料

受付

●お申し込みの手順

●受講料無料

❶ 選　ぶ	 ●このチラシの内容を見て講座をお選びください。

❷ 申込み	 ●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。

❸ 当　日	 ●時間、場所をお間違いないようにご参加下さい。

ただし、内容によっては材料費がかかるものが20講座
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。
●お申し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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開催日カレンダー開催日カレンダー
日 月 火 水 木 金 土

2月1日
2015年 2日 3日 4日 5日 6日 7日

8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日

15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日

22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日

3月1日 2日 3日 4日 5日 6日 7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
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豊田駅周辺
拡大図
豊田駅周辺
拡大図

※詳細地図は各店へお問い合わせ下さい。※詳細地図は各店へお問い合わせ下さい。
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拡大図
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