
まち
ゼミ

お店の人が教えてくれる！
得する街のゼミナール

in あきしま

あ　き　し　ま

まちゼミ受講までの　3ステップ

1 選  ぶ

STEP

各講座の内容をよくご覧頂
き、講座をお選びください。

2 申込む

STEP

お店に直接電話でお申込み。
「まちゼミ申込みです」とお
伝えください。各店の受付時
間内にお願いします。

3 当  日

STEP

時間、場所をお間違えのない
ようご参加ください。変更はお
電話でお願いします。

●受講料は無料ですが、講座により材料費が必要になる場合があります。材料費は原則として講座当日に会場で徴収いたします。お
申込後のキャンセルは、材料費をいただく場合がありますのでご了承ください。●店舗と講座会場が別の場合があります。●持ち物が
必要な場合があります。●対象者が限定されている講座があります。●定員になり次第締め切らせていただきます。

第2回

申込み
受付開始

開講期間

お店の人が講師となって専門店ならではの知識や情報、
コツを無料で教える少人数制のミニ講座です。

まちゼミ
とは？

2019年

1月22日㊋より
2019年

2月1日㊎～
2月28日㊍

後援：昭島市
西武信用金庫

調律士から学ぶ集中
力を身につける方法

何をするにも、集中力が無いよりあ
った方が成果を上げることができ
ます。1日5分で集中力が高まりま
す。

 2月 9日土  10:00～11:00
 2月 16日土  10:00～11:00
 2月 23日土 10:00～11:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／小学生・中学生
■定　員／各回3名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-543-9917

講師：日惠野裕之

35 マツダミュージックアカデミー

会場：マツダ・ミュージックアカデミー 昭島駅前教室
昭島市昭和町2-3-12鈴木ビル3階エレベーターあり

家族から「いいね」が
もらえるツボ入門

プロのマッサージ師による、目からう
ろこの得するツボの話しやオーナ
ーがこっそり教えるあんまの話しで
お茶しませんか！

 2月 2日土  13:30～14:30
 2月 23日土  13:30～14:30

受付時間 09:00～18:00
定休日 日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／健康が
気になる大人

■定　員／各回5名
■材料費／なし　■持ち物／なし

TEL.042-519-5482

講師：アミュー治療院
スタッフとオーナー

41 アミューライフ株式会社

会場：アミュー治療院昭島本店
昭島市美堀町4-25-8有賀ビル

ギターで指先体操、脳
を活性化し記憶力UP

脳を活性化するには指への刺激
が大切です。右手と左手を同時に
使う脳トレで、記憶力UP！！ギターが
弾けなくてもご安心下さい。

 2月 6日水  13:00～14:00
 2月 14日木  11:00～12:00
 2月 22日金 11:00～12:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／40代～
60代のギターが
弾けない方

■定　員／各回3名　■材料費／なし　■持ち物／なし

TEL.042-543-9917

36 マツダミュージックアカデミー

会場：マツダ・ミュージックアカデミー 昭島駅前教室
昭島市昭和町2-3-12鈴木ビル3階エレベーターあり

プロの歌手に学ぶ、
カラオケ得点アップ法

これから歓送迎会などで歌うことが
多くなる時期、歌が苦手で気が重
い方、是非参加してください。上手
になるヒントを伝授します！！

 2月 5日火  15:00～16:00
 2月 19日火  15:00～16:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／各回3名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-543-9917

講師：門田けんじ

37 マツダミュージックアカデミー

会場：マツダ・ミュージックアカデミー 昭島駅前教室
昭島市昭和町2-3-12鈴木ビル3階エレベーターあり

もっと気軽におしゃべ
りしませんか！！

他愛の無いおしゃべりが、きっと何
かに繋がります。わいわいがやが
や、おしゃべりしましょう。

 2月 5日火  10:00～11:30
 2月 13日水  10:00～11:00
 2月 21日木 10:00～11:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／不登校の
お子様を持つ保護者

■定　員／各回3名
■材料費／なし　■持ち物／なし

TEL.042-543-9917

講師：日惠野明美

38 (一社)マツダ音楽学院（フリースクール ポコ・ア・ポコ）

会場：マツダ・ミュージックアカデミー　昭島駅前教室
昭島市昭和町2-3-12鈴木ビル3階エレベーターあり

ご家族に感謝される
相続10の事例

大切なご家族に笑顔をお届けしま
せんか？預貯金口座の凍結、不動
産の名義変更、相続税、役所の手
続き等々、今こそしっかり確認しまし
ょう。

 2月 13日水  10:00～11:00
 2月 19日火 10:00～11:00

受付時間 09:00～18:00
定休日 土･日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／40代以上の女性
■定　員／各回6名
■材料費／なし
■持ち物／筆記用具

TEL.042-519-5617

講師：橋立信啓

42 行政書士　橋立事務所

会場：スタジオエンジェルズ昭島校
昭島市昭和町2-7-4石野ビル1F

お葬式って？お悩みは
いろいろあります！

ご自分の家紋･宗派ご存知ですか？
今更聞けないけど、聞きたい事沢
山あるんです。知って安心しません
か？！

 2月 13日水  11:10～12:10
 2月 21日木 11:10～12:10

受付時間 09:00～18:00
定休日 無休

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／各回6名
■材料費／なし
■持ち物／筆記用具

TEL.090-5530-8883

講師：高松由美子

43 ㈱セレモア

会場：スタジオエンジェルズ昭島校
昭島市昭和町2-7-4石野ビル1F

放課後等デイサービ
スってなに？

茶話会形式の相談会です。放課後等
デイサービスの仕組みを分かりやすく
ご説明いたします。

 2月 15日金  10:00～11:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／未就学～
高校3年生までの
発達障害等がある児童・生徒の保護者

■定　員／7名　■材料費／なし　■持ち物／なし

TEL.042-519-7930

40 ㈱RESULT（放課後デイサービス　neiro）

会場：放課後デイサービスｎｅｉｒｏ
昭島市大神町1-2-22T・Eビル201

放課後デイサービス
プレ体験

何かを作ったり、遊んだり、放課後
等デイサービスをプレ体験してみま
せんか！！

 2月 12日火  10:00～11:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／未就学の
発達障がい児

■定　員／7名　■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-519-7930

39 ㈱RESULT（放課後デイサービス　neiro）

会場：放課後デイサービスｎｅｉｒｏ
昭島市大神町1-2-22T・Eビル201

パンツの上手な選び
方、丈つめ方法の講座

年齢を感じさせないきれいなパンツ
の選び方のコツ、試着をしながら悩
み解決！丈の長くなったパンツの丈
つめ方法を伝授！

 2月 8日金  14:00～16:00
 2月 16日土  14:00～16:00

受付時間 10:00～19:00
定休日 無休

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／ミセス
■定　員／5～6名
■材料費／なし
■持ち物／長くなったパンツ

TEL.042-546-3373

講師：ウィズスタッフ

44 レディースショップ　　ウィズ

会場：レディースショップ　ウィズ
昭島市昭和町2-5-12

バー
１人飲みデビュー

居酒屋は行くけどバーはちょっと行
きにくいよなぁ！！そんなことはないん
ですよ！バーカウンターでの注文の
仕方や各バーの料金まで教えま
す！さあ！行きつけのバーを作りましょ
う！！

 2月 16日土  19:00～20:00
 2月 22日金  19:00～20:00

受付時間 20:00～24:00
定休日 日曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／20歳以上の男女
■定　員／各回5名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-519-6858

講師：岡本和夫

45 サニィラウンジ

会場：サニィラウンジ
昭島市昭和町2-5-3センタービル2F

ステージで弾き語り
（オープンマイク)

昔はバンドをやってたけど、今じゃ1
人、家で寂しく楽器を触るだけのあ
なた！！人前でステージに立って弾き
語りしませんか？楽器だけで参加で
きます。

 2月 23日土  19:00～20:00
 2月 24日日  15:00～16:00

受付時間 20:00～24:00
定休日 日曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／楽器の
演奏ができる方

■定　員／各回7名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-519-6858

46 サニィラウンジ

会場：サニィラウンジ
昭島市昭和町2-5-3センタービル2F

講師：岡本和夫

昭島ゆかりの古典
「露草双紙」を聴く

江戸時代の昭島の文人不老軒う
たたの長編小説「露草双紙」を講
談師宝井一凜の実演で聴く。演者
を囲んでの座談会も。

 2月 16日土  14:00～15:00

受付時間 20:00～24:00
定休日 月曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／中学生以上 
■定　員／7名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-519-6858

講師：宝井一凜
（講談師）

47 サニィラウンジ

会場：サニィラウンジ
昭島市昭和町2-5-3センタービル2F

「洗顔｣って習ったこと
ありますか？

日本エステティック協会元理事が
教える正しい洗顔方法と自分で作
ったオイルでアンチエイジングマッ
サージがおしゃべりしながら学べて
楽しい講座です。

 2月 8日金 13:30～14:30
 2月 17日日 10:30～11:30
 2月 27日水 15:00～16:00

受付時間 09:00～17:00
定休日 土・日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／各回5名
■材料費／1,000円
■持ち物／なし

TEL.042-546-0600

講師：角屋由華

48 ㈱ローザ特殊化粧料

会場：㈱ローザ特殊化粧料
昭島市昭和町3-10-14

井上書店
1時間店長体験

好きな本屋さんはありますか？こん
な本屋さんなら私は行きたい！お客
様側からではなく、スタッフ側からお
店をのぞいて見ませんか。

 2月 1日金  22:30～23:30
 2月 16日土  08:00～09:00
 2月 17日日 21:30～22:30

受付時間 10:00～21:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも 
■定　員／各回3名 
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-545-2988

講師：井上健司

51 井上書店

会場：井上書店
昭島市松原町1-3-1

簡単かわいい♪
お雛ビーズストラップ♪

初心者さんでも作れるビーズのスト
ラップ♪通して曲げるだけで、かん
たんかわいいビーズストラップが作
れます。

 2月 4日月  13:00～14:00
 2月 8日金  13:00～14:00
 2月 19日火 13:00～14:30

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／大人
■定　員／各回5名
■材料費／500円

（キット代）
■持ち物／なし

TEL.042-545-1135

52 手芸の店トモヤ

会場：手芸の店トモヤ
昭島市玉川町1-7-2-105

講師：佐藤力

かんたん暖かい♪
かごめ編みのマフラー♪

手でクロスして組んでいくだけで、
針などは使いません。とてもかんた
んで暖かい♪マフラーが作れます。

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／大人
■定　員／各回3名
■材料費／500円

（キット代）
■持ち物／なし

TEL.042-545-1135

53 手芸の店トモヤ

会場：手芸の店トモヤ
昭島市玉川町1-7-2-105

簡単オリジナル♪
ネックレス・メガネチェーン

コードに好みのビーズを通して好き
な位置に動かすだけで、かんたんに
オリジナル♪のネックレス、メガネチ
ェーンが作れます。

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／大人
■定　員／各回5名
■材料費／500円

（キット代）
■持ち物／なし

TEL.042-545-1135

54 手芸の店トモヤ

会場：手芸の店トモヤ
昭島市玉川町1-7-2-105

婚活しながら妊活！！
将来、結婚そして妊娠を考える女性のみなさん。
結婚のこと、からだのこと。一緒に考えてみませんか？

 2月 1日金  19:00～20:00
 2月 15日金  19:00～20:00

受付時間 09:00～19:00　定休日 無休

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／結婚･妊娠を望む方
■定　員／各回5名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.080-4428-6717（鈴木）

33 リフレッシュサロン自由時間＆婚活サポートEcco

会場：リフレッシュサロン自由時間
昭島市昭和町1-14-18　2F

30代～50代　大人が遊ぶハピパ！！
大人が遊ぶHappyParty！
楽しいゲームで遊んじゃおう。・イントロゲームなど

 2月 23日土  20:00～21:00

受付時間 09:00～19:00　定休日 無休

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／30代～50代の男女
■定　員／10名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.080-4428-6717（鈴木）

講師：鈴木えつこ講師：盛田実紀 講師：Yoshie

34 ㈱ヘヴンエンタテイメント＆リフレッシュサロン自由時間＆婚活サポートEcco

会場：スタジオエンジェルズ昭島校
昭島市昭和町2-7-4石野ビル1F

講師：日惠野裕之

講師：日惠野貴之 講師：日惠野貴之

昭島の水を使った
オリジナル香水作り

女性の化粧品製造技術者が教え
る昭島の水をベースに約30種類
の香料の中から自分だけの組み合
わせでオリジナル香水を作る楽し
い講座です。

 2月 8日金 15:00～16:00
 2月 17日日 13:30～14:30
 2月 27日水 10:30～11:30

受付時間 09:00～17:00
定休日 土・日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／各回5名
■材料費／1,000円
■持ち物／なし

TEL.042-546-0600

49 ㈱ローザ特殊化粧料

会場：㈱ローザ特殊化粧料
昭島市昭和町3-10-14

講師：角屋由華

化粧品工場見学と
石鹸・ジェル作り

昭島で唯一の化粧品製造会社、
ローザ特殊化粧料の工場見学と
石鹸･ジェル作りができます。

 2月 8日金 10:30～11:30
 2月 17日日 15:00～16:00
 2月 27日水 13:30～14:30

受付時間 09:00～17:00
定休日 土・日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／各回5名
■材料費／1,000円
■持ち物／なし

TEL.042-546-0600

50 ㈱ローザ特殊化粧料

会場：㈱ローザ特殊化粧料
昭島市昭和町3-10-14

講師：角屋由華

講師：佐藤力 講師：佐藤力

講師：盛田実紀

講師：鈴木えつこ

 2月 6日水  13:00～14:00
 2月 12日火  13:00～14:00
 2月 23日土 13:00～14:00

 2月 9日土  13:00～14:00
 2月 14日木  13:00～14:00
 2月 20日水 13:00～14:00

コラボ コラボ
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開催マップ

今更きけない？
意外と知らない相続の話①

知っているようで意外と知らない相
続の事。相続の流れ、法律で決め
られた定義。争いにならないような
対策ポイントをお話します。

 2月 2日土  14:00～15:30
 2月 7日木  10:30～12:00
 2月 10日日 14:00～15:30

受付時間 10:00～18:00
定休日 水曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／大人 
■定　員／各回4名 
■材料費／なし
■持ち物／筆記用具

TEL.042-542-7711

03 拝島住宅産業

会場：センチュリー21拝島住宅産業

昭島の西の玄関拝島駅
表と裏のナイトツアー

昭島市の西の玄関と言われる拝島
駅。地域で愛され続けるお店や一日の
終わりに立ち寄りたいお店、拝島駅前
の分水通りの由来や歴史など、拝島の
表も裏も知り尽くした不動産屋が拝島
の夜をお散歩コースでご紹介します。

 2月 5日火  18:00～19:00
 2月 12日火  18:00～19:00

受付時間 10:00～15:00
定休日 水・日曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／20歳以上 
■定　員／各回6名 
■材料費／なし
■持ち物／なし（暖かい服装でご参加下さい）

TEL.042-500-6607

02 有限会社　阿部不動産

会場：有限会社 阿部不動産前集合 拝島駅周辺（徒歩での講座になります）

貸して安心借りて安心
賃貸借契約者の為の生前整理講座

近年増えつつある高齢者の一人暮ら
し。大家さんも入居者さんも、不安やリ
スク解消の為に、一般社団法人遺品
整理士協会認定遺品整理士である
店主と大切な生前整理について考え
て見ましょう。

 2月 8日金  10:30～11:30
 2月 15日金  10:30～11:30
 2月 22日金 10:30～11:30

受付時間 10:00～15:00
定休日 水・日曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも 
■定　員／各回3名 
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-500-6607

講師：金井悦子

01 有限会社　阿部不動産

会場：有限会社　阿部不動産
昭島市松原町4-12-3

思わず披露したくなる
お金の数え方

会計などで大きなお金を数えるのを
任された時、「上手にお金を数えた
い」と思ったことはありませんか？明
日から早速使える２種類の方法を
信金職員が伝授します。

 2月 13日水  14:00～15:00
 2月 20日水  14:00～15:00

受付時間 09:00～17:00
定休日 土・日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／小学生以上
■定　員／各回５名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-541-3421

22 西武信用金庫昭島支店

会場：西武信用金庫昭島支店
昭島市昭和町1-14-10

講師：野田有花
佐藤美優

最新の
老眼対策レンズ体験

用途に合わせた老眼対策レ
ンズ選びをしてますか?認定
眼鏡士SS級スタッフが度数
測定し、遠近、中近、近 レ々ン
ズの見え方を体験できます。
 2月 4日月  09:30～10:30
 2月 5日火  09:30～10:30
 2月 13日水 09:30～10:30

受付時間 10:00～17:00
定休日 木曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／40歳以上
■定　員／各回2名
■材料費／なし
■持ち物／あれば今までお使いのメガネ

TEL.042-546-3811

20 メガネの宮川

会場：メガネの宮川
昭島市松原町4-10-1

初めての補聴器体験
補聴器についてや聞こえについて
知りたい方、補聴器のご試聴が可
能です。

 2月 6日水  09:30～11:00
 2月 12日火  09:30～11:00
 2月 18日月 09:30～11:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 木曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／各回2名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-546-3811

21 メガネの宮川

会場：メガネの宮川
昭島市松原町4-10-1

英語でキッズダンス
ダンスを英語で学びましょう。アメリ
カのお菓子付きで楽しくゲームもし
ます。海外、芸能プロのダンス講師
が直接教えます。

 2月 2日土  15:45～16:30
 2月 23日土  15:45～16:30

受付時間 平日10:00～17:00
定休日 土･日曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／5歳～
小学校低学年 

■定　員／5名 　■材料費／なし
■持ち物／タオル、飲み物、室内シューズ(底のきれいな物)

TEL.042-546-3999

講師：Yoshie

07 株式会社ヘヴンエンタテイメント

会場：スタジオエンジェルズ昭島校
昭島市昭和町2-7-4石野ビル1F

超簡単
英語でエクササイズ

英会話をこれから始めてみたい方
向け対象。１５分の簡単健康エク
ササイズを英語で教えます。アメリ
カのお菓子付きで楽しい会話をし
ましょう。海外、芸能プロのダンス
講師が直接教えます。

 2月 15日金  19:30～20:15
 2月 23日土  11:45～12:30

受付時間 平日10:00～17:00
定休日 土･日曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／大人
（英会話が初めての方） 
■定　員／5名　■材料費／なし
■持ち物／タオル、飲み物、室内シューズ(底のきれいな物)

TEL.042-546-3999

08 株式会社ヘヴンエンタテイメント

会場：スタジオエンジェルズ昭島校
昭島市昭和町2-7-4石野ビル1F

TV「主治医がみつかる！・・・」で注目の
「笑いヨガ」を30分のミニ講座で！

朝の30分。笑いヨガで笑顔になれ
ば一日が明るく輝きます。笑う習慣
が重なると人生も輝きます。愛にあ
ふれたリユース品の中で笑いでつ
ながっていきましょう。

 2月 5日火  10:30～11:00
 2月 9日土  10:30～11:00
 2月 28日木 10:30～11:00

受付時間 11:00～18:00
定休日 日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／子供から
高齢者どなたでも 

■定　員／6名 
■材料費／なし　■持ち物／小タオル、飲料水

TEL.042-543-9450

講師：森川慶記

06 NPOエコメッセ水･緑・木地昭島店

会場：NPOエコメッセ水･緑・木地昭島店
昭島市昭和町2-7-14

ちょっとしたコツで
おいしいコーヒーに！

この道４６年のマスターがコーヒー
の淹れ方を説明しながら、実際に
ハンドドリップでたてていただきま
す。コーヒーの雑学も楽しいです
よ。

 2月 4日月  15:00～16:30
 2月 13日水  15:00～16:30
 2月 19日火 15:00～16:30

受付時間 09:00～16:00
定休日 金曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／大人のみ 
■定　員／各回５名 
■材料費／５００円

（コーヒー豆代）
■持ち物／なし

TEL.042-541-1269

講師：染谷俊和

05 コーヒーハウス旅人木

会場：コーヒーハウス旅人木
昭島市玉川町５-１-１２

今更きけない？
意外と知らない相続の話②

相続でもめないためには、相続が
発生する前に計画する事も大事で
す。贈与の事、遺言書の種類、作
成するうえで気をつける事をお話し
します。

 2月 16日土  14:00～15:30
 2月 21日木  10:30～12:00
 2月 24日日 14:00～15:30

受付時間 10:00～18:00
定休日 水曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／大人 
■定　員／各回4名 
■材料費／なし
■持ち物／筆記用具

TEL.042-542-7711

04 拝島住宅産業

会場：センチュリー21拝島住宅産業
昭島市田中町1-9-1昭島市田中町1-9-1昭島市松原町4-12-3

10分で出来る
切り身魚の煮付け方

簡単で失敗しない魚のにつけ方を
教えます。その他料理のコツ等質
問があればお答え致します。

 2月 6日水  15:00～16:00
 2月 10日日  15:00～16:00
 2月 27日水 15:00～16:00

受付時間 10:00～21:00
定休日 日曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
料理に興味のある方 

■定　員／各回4－6名
■材料費／なし
■持ち物／エプロン・筆記用具

TEL.042-519-8429

09 割烹　丸福

会場：割烹　丸福
昭島市松原町4-11-13丸木ビル1F

『後悔しない葬儀』『もめない相続』相談室
自分の葬儀を簡単に済まそうと思っていませんか?『うちに
は財産は無いから』と相続の準備を必要ないと思っていま
せんか？得する方法をお教えします。

 2月 4日月  10:00～11:00
 2月 9日土  10:00～11:00

受付時間 09:00～18:00　定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／50代の女性 
■定　員／各8名
■材料費／なし
■持ち物／筆記用具

TEL.090-5530-8883（高松）

講師：高松由美子

13
コラボ

㈱セレモア＆行政書士橋立事務所

会場：カフェ・ポンテ
昭島市玉川町1-11-11

飲んで覚えよう。
初心者のための日本酒講座

おいしい日本酒飲んだ事あります
か？タイプの違うお酒を飲み比べ
て自分の好みのお酒みつけません
か。お酒と料理の合わせ方も解説
します。

 2月 13日水  19:00～20:00
 2月 17日日  19:00～20:00
 2月 24日日 19:00～20:00

受付時間 10:00～21:00
定休日 日曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／20歳以上で
日本酒に興味のある方 

■定　員／各回8名 
■材料費／なし
■持ち物／筆記用具

TEL.042-519-8429

10 割烹　丸福

会場：割烹　丸福
昭島市松原町4-11-13丸木ビル1F

いまさら聞けない
珈琲のイロハ！①

ドリップの美味しい入れ方がわから
ない。酸味って何？苦味って何？と
思ってるアナタ。この際プロと一緒
に体験しちゃいましょう！

 2月 9日土  17:00～18:00
 2月 26日火  10:00～11:00

受付時間 11:00～18:00
定休日 月・火曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも 
■定　員／各回4名 
■材料費／500円
■持ち物／なし

TEL.042-511-3995

講師：矢﨑まゆみ

11 自家焙煎珈琲カフェ・ポンテ

会場：カフェ・ポンテ
昭島市玉川町1-11-11

いまさら聞けない
珈琲のイロハ！②

美味しい入れ方がわからない。酸
味って何？苦味って何？と思ってる
お父さん。この際プロと一緒に体
験しちゃいましょう！

 2月 3日日  17:00～18:00
 2月 25日月  10:00～11:00

受付時間 11:00～18:00
定休日 月・火曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／男性、
特にお父さん 

■定　員／各回4名 
■材料費／500円　■持ち物／なし

TEL.042-511-3995

12 自家焙煎珈琲カフェ・ポンテ

会場：カフェ・ポンテ
昭島市玉川町1-11-11

5歳若返る
艶肌ファンデ術

いつもご使用のファンデーションを
使って化粧崩れしにくい方法を体
得してみませんか。艶、ハリもアップ
するコツをご紹介します。

 2月 1日金  13:30～14:30
 2月 12日火  14:30～15:30
 2月 16日土 14:30～15:30

受付時間 13:00～18:00
定休日 水曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／女性 
■定　員／各回４名 
■材料費／なし
■持ち物／いつもご使用のファンデーション

TEL.042-519-6156

講師：斎藤明美

14 トレーニングサロンメルビ

会場：トレーニングサロンメルビ
昭島市昭和町2-7-11リベルテ昭島3F

満足できる
グレイヘアへの選択

出来ることならヘアカラーをしたくな
い方に。おしゃれにグレイヘアに移
行するためにはどうしたら良いの？
の疑問にお答えします。

 2月 9日土  14:30～15:30
 2月 19日火  14:30～15:30

受付時間 13:00～18:00
定休日 水曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／女性 
■定　員／各回４名 
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-519-6156

15 トレーニングサロンメルビ

会場：トレーニングサロンメルビ
昭島市昭和町2-7-11リベルテ昭島3F

自分に似合う
眉スタイリングレッスン

眉で悩んでいませんか？お顔の印
象までも変えてしまう眉。あなたに
似合う眉の描き方スタイリングをア
ドバイスいたします。

受付時間 11:00～17:00
定休日 火曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／女性 
■定　員／各回2名
■材料費／なし
■持ち物／ご愛用の眉ペンシル等

TEL.042-543-9776

講師：ジェムストーン
コダカスタッフ

19 ジェムストーンコダカ

会場：ジェムストーンコダカ
昭島市中神町1139-73

完全初心者向け！
体が超固い人向けのヨガ体験

とても簡単なヨガ流の呼吸＆ポー
ズを体験日頃の疲労とストレスを
内側からケア。
心も体も可愛さＵＰ。

 2月 4日月  15:00～16:00
 2月 18日月  15:00～16:00
 2月 25日月 15:00～16:00

受付時間 10:00～20:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／女性 
■定　員／各回5名    
■材料費／なし
■持ち物／動きやすい服装、タオル、飲物

TEL.042-519-2524

講師：山本ひよな

16 サロン　ミラセリ

会場：サロン ミラセリ
昭島市朝日町2-1-21大津ビル2階

ＮＹ発エクササイズで
冷え性対策

ＮＹで生まれたバレトンを体験。コア
を刺激して燃焼効果抜群！体中を
ポッカポッカに！

 2月 7日木  15:00～16:00
 2月 14日木  15:00～16:00
 2月 28日木 15:00～16:00

受付時間 10:00～20:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／女性 
■定　員／各回5名    
■材料費／なし
■持ち物／動きやすい服装、タオル、飲物

TEL.042-519-2524

17 サロン　ミラセリ

会場：サロン ミラセリ
昭島市朝日町2-1-21大津ビル2階

瞑想で日々の疲労と
ストレスをリセット！

毎日ストレスでクタクタ。リフレッシュ
したい、リセットしたい。簡単な瞑想
を体験してみませんか？

 2月 4日月  19:30～20:30
 2月 18日月  19:30～20:30
 2月 25日月 19:30～20:30

受付時間 10:00～20:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／男性 
■定　員／各回3名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-519-2524

講師：山本伸徳

18 サロン　ミラセリ

会場：サロン ミラセリ
昭島市朝日町2-1-21大津ビル2階

 2月 6日水 13:30～ 14:30
   15:00～ 16:00
 2月14日木 13:30～ 14:30
   15:00～ 16:00
 2月 18日月 13:30～ 14:30
   15:00～ 16:00

むくみスッキリ！
簡単リンパマッサージ！

リンパの知識、簡単に家でもできる
リンパホームケアをハーブティーを
飲みながら一緒に学びませんか。

 2月 5日火  10:00～11:00
 2月 13日水  09:00～10:00
 2月 10日日 18:30～19:30

受付時間 10:00～12:00
定休日  月曜日・第三木曜日

(祝日は営業）

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／女性 
■定　員／各回４名 
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-519-7103

講師：盛田実紀

23 リフレッシュサロン　自由時間

会場：リフレッシュサロン　自由時間
昭島市昭和町1-14-18　2F

グーグルホームを使って
これからの不動産を考える

今話題のグーグルホームを使った
これからの不動産を考えてみましょ
う！

 2月 20日水  18:00～19:00
 2月 27日水  18:00～19:00

受付時間 09:00～18:00
定休日 日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／各回3名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-541-6100

25 株式会社三多摩土地建物

会場：株式会社三多摩土地建物
昭島市昭和町2-7-6

講師：近藤勝義

自宅で美味しい
ジントニックの作り方

BAR最人気カクテル「ジントニック」
をバーテンダー歴25年以上のマス
ターが企業秘密の美味しい作り方
を親切･丁寧にお教えいたします。

 2月 5日火  14:00～15:30
 2月 16日土  14:00～15:30

受付時間 18:00～22:00
定休日 無休

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／20歳以上
■定　員／各回6名
■材料費／500円
■持ち物／なし

TEL.042-544-0004

講師：大須賀清史

26 ㈲ケーズ・ファクトリー

会場：ｋ’ｓ・BAR
昭島市松原町4-12-8

お菓子屋の点てる
一服を味わいませんか！

四季を通して色々なお菓子を味わ
っていただいています。お抹茶とお
菓子について語りませんか!

 2月 12日火  13:00～14:30
 2月 19日火  13:00～14:30

受付時間 13:00～17:00
定休日 火曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／一般 
■定　員／5～6名 
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-541-2375

講師：吉野成司（店主)

29 菓子処　桝屋

会場：菓子処　桝屋
昭島市玉川町2-3-7

四季の感じ方講座
（春編)

和菓子を通じて、日本の四季を感じ
て頂く講座です。今回は｢春｣の感
じ方です。※春を感じる試食付

 2月 3日日  14:00～15:00
    15:30～16:30
 2月 5日火  14:00～15:00
 2月 24日日  14:00～15:00

受付時間 09:00～19:00
定休日 水曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／5～6名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-541-6419

講師：熱田喜信

30 御菓子司　丸美屋

会場：御菓子司　丸美屋
昭島市玉川町4-4-3

親子で作ろう!
和菓子づくり体験

美しい季節の和菓子を親子で作っ
てみませんか？和菓子職人が楽し
く丁寧に教えます。

 2月 10日日 13:00～14:30
 2月 17日日 13:00～14:30
 2月 24日日 13:00～14:30

受付時間 10:00～19:00
定休日 不定休

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／親子（ペアでお願いします） 
■定　員／各回3組　■材料費／1組1,000円
■持ち物／エプロン

TEL.042-541-0668

31 酒井屋製菓

会場：酒井屋製菓
昭島市玉川町3-10-17

講師：杉山剛
杉山麻美

デキる男の婚活講座
1年以内に結婚する方法

仕事が忙しく出会いがない男性の
ために1年以内に結婚できる方法
教えます。

 2月 3日日  13:30～14:30
   15:00～16:00

受付時間 09:00～19:00
定休日 無休

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／30代～40代の独身男性 
■定　員／各回3名
■材料費／なし　■持ち物／なし

TEL.080-4428-6717

講師：鈴木えつこ

32 婚活サポートEcco（エッコ）

会場：昭島市勤労商工市民センター 第二洋室
昭島市昭和町3-10-2

00 つくる
作品制作をおこな
う講座です。

00 まなぶ
新しい発見があり
ます。

00 コラボ
2 店 舗が 合 同と
なっておこなう講
座です。

00 たべる
飲食に関する講座
です。

00 きれい
美容・キレイを追求
する講座です。

00 健　康
健康にすごすため
の講座です。

○受付日時は講座によって異なります。
○店舗と講座会場が異なる場合があります。
○小学生以下は保護者同伴にてご参加ください。
○受講対象者限定の講座もあります。
○駐車場の有無は各店舗にご確認ください。

ご注意ください

講座のタイプは
6タイプ！！

まちゼミあきしまに関するお問い合わせは
昭島市商工会商業部会まちゼミ実行委員会

TEL 042-543-8186

講師：金井悦子 講師：阿部太郎 講師：阿部太郎

講師：松本潤 講師：松本潤

講師：橋立信啓

講師：山本ひよな

講師：宮川智宏

歪みをチェック！
楽な動きで骨盤リセット！

自分の身体の歪みをチェック。簡
単な運動で骨盤をリセット。肩こり・
腰痛予防・姿勢改善に効果あり！
ポッコリお腹もスッキリするかも！？

 2月 12日火  14:00～15:00
 2月 21日木  14:00～15:00

受付時間 10:00～18:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／10名　■材料費／なし
■持ち物／スマートフォン or デジタルカメラ、動きやすい服装

TEL.042-546-5590

27 ㈱アドバンス

会場：一心
昭島市朝日町1-3-13

留守電になった場合、氏名・用件･連絡先を
録音して下さい。折り返し電話します

講師：居倉あきら

笑って混乱！？
レッツ脳トレ！！

簡単だけど難しい脳トレでいっぱい
笑って頭をリフレッシュしましょう。

 2月 7日木  14:00～15:00
 2月 26日火  14:00～15:00

受付時間 10:00～18:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／大人のみ
■定　員／10名　■材料費／なし
■持ち物／動きやすい服装・飲み物・タオル

TEL.042-546-5590

28 ㈱アドバンス

会場：一心
昭島市朝日町1-3-13

留守電になった場合、氏名・用件･連絡先を
録音して下さい。折り返し電話します

講師：居倉あきら

講師：Yoshie

講師：矢﨑まゆみ

講師：斎藤明美

超入門
不動産基礎知識

超簡単な不動産の基礎知識を学
んでみませんか？

 2月 6日水  18:00～19:00
 2月 13日水  18:00～19:00

受付時間 09:00～18:00
定休日 日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／各回3名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-541-6100

24 株式会社三多摩土地建物

会場：株式会社三多摩土地建物
昭島市昭和町2-7-6

講師：近藤勝義講師：宮川智宏

（練切代、包装材料代）



まち
ゼミ

お店の人が教えてくれる！
得する街のゼミナール

in あきしま

あ　き　し　ま

まちゼミ受講までの　3ステップ

1 選  ぶ

STEP

各講座の内容をよくご覧頂
き、講座をお選びください。

2申込む

STEP

お店に直接電話でお申込み。
「まちゼミ申込みです」とお
伝えください。各店の受付時
間内にお願いします。

3当  日

STEP

時間、場所をお間違えのない
ようご参加ください。変更はお
電話でお願いします。

●受講料は無料ですが、講座により材料費が必要になる場合があります。材料費は原則として講座当日に会場で徴収いたします。お
申込後のキャンセルは、材料費をいただく場合がありますのでご了承ください。●店舗と講座会場が別の場合があります。●持ち物が
必要な場合があります。●対象者が限定されている講座があります。●定員になり次第締め切らせていただきます。

第2回

申込み
受付開始

開講期間

お店の人が講師となって専門店ならではの知識や情報、
コツを無料で教える少人数制のミニ講座です。

まちゼミ
とは？

2019年

1月22日㊋より
2019年

2月1日㊎～
2月28日㊍

後援：昭島市
西武信用金庫

調律士から学ぶ集中
力を身につける方法

何をするにも、集中力が無いよりあ
った方が成果を上げることができ
ます。1日5分で集中力が高まりま
す。

 2月 9日土  10:00～11:00
 2月 16日土  10:00～11:00
 2月 23日土 10:00～11:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／小学生・中学生
■定　員／各回3名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-543-9917

講師：日惠野裕之

35 マツダミュージックアカデミー

会場：マツダ・ミュージックアカデミー 昭島駅前教室
昭島市昭和町2-3-12鈴木ビル3階エレベーターあり

家族から「いいね」が
もらえるツボ入門

プロのマッサージ師による、目からう
ろこの得するツボの話しやオーナ
ーがこっそり教えるあんまの話しで
お茶しませんか！

 2月 2日土  13:30～14:30
 2月 23日土  13:30～14:30

受付時間 09:00～18:00
定休日 日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／健康が
気になる大人

■定　員／各回5名
■材料費／なし　■持ち物／なし

TEL.042-519-5482

講師：アミュー治療院
スタッフとオーナー

41 アミューライフ株式会社

会場：アミュー治療院昭島本店
昭島市美堀町4-25-8有賀ビル

ギターで指先体操、脳
を活性化し記憶力UP

脳を活性化するには指への刺激
が大切です。右手と左手を同時に
使う脳トレで、記憶力UP！！ギターが
弾けなくてもご安心下さい。

 2月 6日水  13:00～14:00
 2月 14日木  11:00～12:00
 2月 22日金 11:00～12:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／40代～
60代のギターが
弾けない方

■定　員／各回3名　■材料費／なし　■持ち物／なし

TEL.042-543-9917

36 マツダミュージックアカデミー

会場：マツダ・ミュージックアカデミー 昭島駅前教室
昭島市昭和町2-3-12鈴木ビル3階エレベーターあり

プロの歌手に学ぶ、
カラオケ得点アップ法

これから歓送迎会などで歌うことが
多くなる時期、歌が苦手で気が重
い方、是非参加してください。上手
になるヒントを伝授します！！

 2月 5日火  15:00～16:00
 2月 19日火  15:00～16:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／各回3名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-543-9917

講師：門田けんじ

37 マツダミュージックアカデミー

会場：マツダ・ミュージックアカデミー 昭島駅前教室
昭島市昭和町2-3-12鈴木ビル3階エレベーターあり

もっと気軽におしゃべ
りしませんか！！

他愛の無いおしゃべりが、きっと何
かに繋がります。わいわいがやが
や、おしゃべりしましょう。

 2月 5日火  10:00～11:30
 2月 13日水  10:00～11:00
 2月 21日木 10:00～11:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／不登校の
お子様を持つ保護者

■定　員／各回3名
■材料費／なし　■持ち物／なし

TEL.042-543-9917

講師：日惠野明美

38 (一社)マツダ音楽学院（フリースクール ポコ・ア・ポコ）

会場：マツダ・ミュージックアカデミー　昭島駅前教室
昭島市昭和町2-3-12鈴木ビル3階エレベーターあり

ご家族に感謝される
相続10の事例

大切なご家族に笑顔をお届けしま
せんか？預貯金口座の凍結、不動
産の名義変更、相続税、役所の手
続き等々、今こそしっかり確認しまし
ょう。

 2月 13日水  10:00～11:00
 2月 19日火 10:00～11:00

受付時間 09:00～18:00
定休日 土･日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／40代以上の女性
■定　員／各回6名
■材料費／なし
■持ち物／筆記用具

TEL.042-519-5617

講師：橋立信啓

42 行政書士　橋立事務所

会場：スタジオエンジェルズ昭島校
昭島市昭和町2-7-4石野ビル1F

お葬式って？お悩みは
いろいろあります！

ご自分の家紋･宗派ご存知ですか？
今更聞けないけど、聞きたい事沢
山あるんです。知って安心しません
か？！

 2月 13日水  11:10～12:10
 2月 21日木 11:10～12:10

受付時間 09:00～18:00
定休日 無休

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／各回6名
■材料費／なし
■持ち物／筆記用具

TEL.090-5530-8883

講師：高松由美子

43 ㈱セレモア

会場：スタジオエンジェルズ昭島校
昭島市昭和町2-7-4石野ビル1F

放課後等デイサービ
スってなに？

茶話会形式の相談会です。放課後等
デイサービスの仕組みを分かりやすく
ご説明いたします。

 2月 15日金  10:00～11:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／未就学～
高校3年生までの
発達障害等がある児童・生徒の保護者

■定　員／7名　■材料費／なし　■持ち物／なし

TEL.042-519-7930

40 ㈱RESULT（放課後デイサービス　neiro）

会場：放課後デイサービスｎｅｉｒｏ
昭島市大神町1-2-22T・Eビル201

放課後デイサービス
プレ体験

何かを作ったり、遊んだり、放課後
等デイサービスをプレ体験してみま
せんか！！

 2月 12日火  10:00～11:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／未就学の
発達障がい児

■定　員／7名　■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-519-7930

39 ㈱RESULT（放課後デイサービス　neiro）

会場：放課後デイサービスｎｅｉｒｏ
昭島市大神町1-2-22T・Eビル201

パンツの上手な選び
方、丈つめ方法の講座

年齢を感じさせないきれいなパンツ
の選び方のコツ、試着をしながら悩
み解決！丈の長くなったパンツの丈
つめ方法を伝授！

 2月 8日金  14:00～16:00
 2月 16日土  14:00～16:00

受付時間 10:00～19:00
定休日 無休

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／ミセス
■定　員／5～6名
■材料費／なし
■持ち物／長くなったパンツ

TEL.042-546-3373

講師：ウィズスタッフ

44 レディースショップ　　ウィズ

会場：レディースショップ　ウィズ
昭島市昭和町2-5-12

バー
１人飲みデビュー

居酒屋は行くけどバーはちょっと行
きにくいよなぁ！！そんなことはないん
ですよ！バーカウンターでの注文の
仕方や各バーの料金まで教えま
す！さあ！行きつけのバーを作りましょ
う！！

 2月 16日土  19:00～20:00
 2月 22日金  19:00～20:00

受付時間 20:00～24:00
定休日 日曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／20歳以上の男女
■定　員／各回5名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-519-6858

講師：岡本和夫

45 サニィラウンジ

会場：サニィラウンジ
昭島市昭和町2-5-3センタービル2F

ステージで弾き語り
（オープンマイク)

昔はバンドをやってたけど、今じゃ1
人、家で寂しく楽器を触るだけのあ
なた！！人前でステージに立って弾き
語りしませんか？楽器だけで参加で
きます。

 2月 23日土  19:00～20:00
 2月 24日日  15:00～16:00

受付時間 20:00～24:00
定休日 日曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／楽器の
演奏ができる方

■定　員／各回7名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-519-6858

46 サニィラウンジ

会場：サニィラウンジ
昭島市昭和町2-5-3センタービル2F

講師：岡本和夫

昭島ゆかりの古典
「露草双紙」を聴く

江戸時代の昭島の文人不老軒う
たたの長編小説「露草双紙」を講
談師宝井一凜の実演で聴く。演者
を囲んでの座談会も。

 2月 16日土  14:00～15:00

受付時間 20:00～24:00
定休日 月曜日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／中学生以上 
■定　員／7名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-519-6858

講師：宝井一凜
（講談師）

47 サニィラウンジ

会場：サニィラウンジ
昭島市昭和町2-5-3センタービル2F

「洗顔｣って習ったこと
ありますか？

日本エステティック協会元理事が
教える正しい洗顔方法と自分で作
ったオイルでアンチエイジングマッ
サージがおしゃべりしながら学べて
楽しい講座です。

 2月 8日金 13:30～14:30
 2月 17日日 10:30～11:30
 2月 27日水 15:00～16:00

受付時間 09:00～17:00
定休日 土・日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／各回5名
■材料費／1,000円
■持ち物／なし

TEL.042-546-0600

講師：角屋由華

48 ㈱ローザ特殊化粧料

会場：㈱ローザ特殊化粧料
昭島市昭和町3-10-14

井上書店
1時間店長体験

好きな本屋さんはありますか？こん
な本屋さんなら私は行きたい！お客
様側からではなく、スタッフ側からお
店をのぞいて見ませんか。

 2月 1日金  22:30～23:30
 2月 16日土  08:00～09:00
 2月 17日日 21:30～22:30

受付時間 10:00～21:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも 
■定　員／各回3名 
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-545-2988

講師：井上健司

51 井上書店

会場：井上書店
昭島市松原町1-3-1

簡単かわいい♪
お雛ビーズストラップ♪

初心者さんでも作れるビーズのスト
ラップ♪通して曲げるだけで、かん
たんかわいいビーズストラップが作
れます。

 2月 4日月  13:00～14:00
 2月 8日金  13:00～14:00
 2月 19日火 13:00～14:30

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／大人
■定　員／各回5名
■材料費／500円

（キット代）
■持ち物／なし

TEL.042-545-1135

52 手芸の店トモヤ

会場：手芸の店トモヤ
昭島市玉川町1-7-2-105

講師：佐藤力

かんたん暖かい♪
かごめ編みのマフラー♪

手でクロスして組んでいくだけで、
針などは使いません。とてもかんた
んで暖かい♪マフラーが作れます。

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／大人
■定　員／各回3名
■材料費／500円

（キット代）
■持ち物／なし

TEL.042-545-1135

53 手芸の店トモヤ

会場：手芸の店トモヤ
昭島市玉川町1-7-2-105

簡単オリジナル♪
ネックレス・メガネチェーン

コードに好みのビーズを通して好き
な位置に動かすだけで、かんたんに
オリジナル♪のネックレス、メガネチ
ェーンが作れます。

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／大人
■定　員／各回5名
■材料費／500円

（キット代）
■持ち物／なし

TEL.042-545-1135

54 手芸の店トモヤ

会場：手芸の店トモヤ
昭島市玉川町1-7-2-105

婚活しながら妊活！！
将来、結婚そして妊娠を考える女性のみなさん。
結婚のこと、からだのこと。一緒に考えてみませんか？

 2月 1日金  19:00～20:00
 2月 15日金  19:00～20:00

受付時間 09:00～19:00　定休日 無休

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／結婚･妊娠を望む方
■定　員／各回5名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.080-4428-6717（鈴木）

33 リフレッシュサロン自由時間＆婚活サポートEcco

会場：リフレッシュサロン自由時間
昭島市昭和町1-14-18　2F

30代～50代　大人が遊ぶハピパ！！
大人が遊ぶHappyParty！
楽しいゲームで遊んじゃおう。・イントロゲームなど

 2月 23日土  20:00～21:00

受付時間 09:00～19:00　定休日 無休

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／30代～50代の男女
■定　員／10名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.080-4428-6717（鈴木）

講師：鈴木えつこ講師：盛田実紀 講師：Yoshie

34 ㈱ヘヴンエンタテイメント＆リフレッシュサロン自由時間＆婚活サポートEcco

会場：スタジオエンジェルズ昭島校
昭島市昭和町2-7-4石野ビル1F

講師：日惠野裕之

講師：日惠野貴之 講師：日惠野貴之

昭島の水を使った
オリジナル香水作り

女性の化粧品製造技術者が教え
る昭島の水をベースに約30種類
の香料の中から自分だけの組み合
わせでオリジナル香水を作る楽し
い講座です。

 2月 8日金 15:00～16:00
 2月 17日日 13:30～14:30
 2月 27日水 10:30～11:30

受付時間 09:00～17:00
定休日 土・日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／各回5名
■材料費／1,000円
■持ち物／なし

TEL.042-546-0600

49 ㈱ローザ特殊化粧料

会場：㈱ローザ特殊化粧料
昭島市昭和町3-10-14

講師：角屋由華

化粧品工場見学と
石鹸・ジェル作り

昭島で唯一の化粧品製造会社、
ローザ特殊化粧料の工場見学と
石鹸･ジェル作りができます。

 2月 8日金 10:30～11:30
 2月 17日日 15:00～16:00
 2月 27日水 13:30～14:30

受付時間 09:00～17:00
定休日 土・日・祝日

昭島市玉川町５-１-１２

■対　象／どなたでも
■定　員／各回5名
■材料費／1,000円
■持ち物／なし

TEL.042-546-0600

50 ㈱ローザ特殊化粧料

会場：㈱ローザ特殊化粧料
昭島市昭和町3-10-14

講師：角屋由華

講師：佐藤力 講師：佐藤力

講師：盛田実紀

講師：鈴木えつこ

 2月 6日水  13:00～14:00
 2月 12日火  13:00～14:00
 2月 23日土 13:00～14:00

 2月 9日土  13:00～14:00
 2月 14日木  13:00～14:00
 2月 20日水 13:00～14:00

コラボ コラボ


