
昭島市玉川町５-１-１２会場：㈱ローザ特殊化粧料

「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 12日水  13:30～14:30
 2月 18日火  10:30～11:30
 2月 28日金  15:00～16:00

受付時間 9:00～17:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日

■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

㈱ローザ特殊化粧料

昭島市昭和町3-10-14

講師：角屋由華
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昭島市玉川町５-１-１２会場：㈱セレモアガーデン会館昭島

みんなで終活！エンディ
ングノートの書き方

なかなか書き出せないエンディングノート。仲間
と一緒に書いてみませんか？本当に必要な終
活が見えてきます。

2月 7日金  10:30～11:30
 2月 13日木  10:30～11:30

受付時間 9:00～19:00
定休日 無休

■対　象／どなたでも
■定　員／各回8名
■材料費／なし
■持ち物／筆記用具

TEL.090-5530-8883

㈱セレモア

昭島市玉川町2-4-12

講師：高松由美子
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昭島市玉川町５-１-１２会場：昭島市勤労商工市民センター2階第二洋室

婚活なんでも相談
現在婚活中の方、いずれは結婚と考えている
方など、婚活に関する疑問や悩み、なんでもご
相談ください。

 2月 2日日  13:00～17:00

受付時間 10:00～19:00
定休日 不定休

■対　象／独身の男女
■定　員／お1人ずつ　各30分程度
■材料費／なし　■持ち物／なし

TEL.080-4428-6717

婚活サポートEcco（エッコ）

昭島市昭和町3-10-2
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講師：鈴木えつこ

昭島市玉川町５-１-１２会場：手芸の店トモヤ

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
楽しく作れます。

 2月 5日水  13:00～14:00
 2月 10日月  13:00～14:00
 2月 22日土  13:00～14:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

■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

手芸の店トモヤ

昭島市玉川町1-7-2-105
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講師：佐藤力

昭島市玉川町５-１-１２会場：手芸の店トモヤ

簡単オリジナル♪
ネックレス・メガネホルダー

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、ハートのメガネホルダーが作れます。

 2月 8日土  13:00～14:00
 2月 13日木  13:00～14:00
 2月 19日水  13:00～14:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 なし

■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

手芸の店トモヤ

昭島市玉川町1-7-2-105
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昭島市玉川町５-１-１２会場：貸会議室ＪＡＮＴ

ご家族がもめない為の
相続（争族）10事例

40年ぶりの相続法の大改正！その目的は何な
のか？日本の相続でいま何が起こっているの
か？！専門用語を使わずに、わかりやすくご説明
します。

 2月 7日金  11:00～12:00
 2月 14日金  11:00～12:00
 2月 21日金  11:00～12:00

受付時間 9:00～18:00
定休日 土曜日･日曜日・祝日

■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

行政書士　橋立事務所

昭和町5-6-20 4F
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講師：橋立信啓
0000 たべる

飲食に関する講座です。
つくる
作品制作をおこなう講
座です。

きれい
美容・キレイを追求する
講座です。

まなぶ
新しい発見があります。

0000

00 健　康
健康にすごすための講座です。

講座のタイプは6タイプ！！

昭島市玉川町５-１-１２会場：放課後デイサービスｎｅｉｒｏ

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 11日火・㈷  10:00～12:00

受付時間 13:00～17:00
定休日 日曜日

■対　象／未就学の発達
　障がい児
■定　員／3名
■材料費／なし　■持ち物／なし

TEL.042-519-7930

放課後デイサービス　ｎｅｉｒｏ

昭島市大神町1-2-22T・Eビル201

35

昭島市玉川町５-１-１２会場：放課後デイサービスｎｅｉｒｏ

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 20日木  11:00～12:00

受付時間 13:00～17:00
定休日 日曜日

■対　象／未就学の
　発達障害児の保護者
■定　員／3名
■材料費／なし　■持ち物／なし

TEL.042-519-7930

放課後デイサービス　ｎｅｉｒｏ

昭島市大神町1-2-22T・Eビル201
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昭島市玉川町５-１-１２会場：㈱ローザ特殊化粧料

化粧品工場見学と
石鹸作り

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作りができます。
この道60余年の名物社長からお話が聞ける
かも…

 2月 12日水  10:30～11:30
 2月 18日火  15:00～16:00
 2月 28日金  13:30～14:30

受付時間 9:00～17:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日

■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

㈱ローザ特殊化粧料

昭島市昭和町3-10-14
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昭島市玉川町５-１-１２会場：㈱ローザ特殊化粧料

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 12日水  15:00～16:00
 2月 18日火  13:30～14:30
 2月 28日金  10:30～11:30

受付時間 9:00～17:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日

■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

㈱ローザ特殊化粧料

昭島市昭和町3-10-14
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講師：角屋由華 講師：角屋由華

講師：佐藤力

昭島市玉川町５-１-１２会場：マツダ・ミュージックアカデミー　昭島駅前教室

ピアノの先生になりたい！
その夢かなえます
『ピアノの先生になるのが夢だった』『子供の
手が離れたのでもう一度チャレンジしたい』ピ
アノの先生に憧れている方、是非ご参加くださ
い。

 2月 8日土  10:00～11:00
 2月 16日日  10:30～11:30

受付時間 11:00～17:00
定休日 なし

■対　象／大人の方
■定　員／各回3名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-543-9917

(一社)マツダ音楽学院

昭島市昭和町2-3-12鈴木ビル3階エレベーターあり
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講師：前原ちひろ

昭島市玉川町５-１-１２会場：マツダ・ミュージックアカデミー　昭島駅前教室

みんなで歌おう、
青春フォーク！！
「翼をください」「なごり雪」など、ピアノの伴奏
で楽しく、歌いましょう。歌に慣れなくても、楽譜
が読めなくても、ご安心ください。

 2月 13日木  15:30～16:30
 2月 22日土  13:00～14:00

受付時間 11:00～17:00
定休日 なし

■対　象／60歳以上の方
■定　員／各回3名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-543-9917

(一社)マツダ音楽学院

昭島市昭和町2-3-12鈴木ビル3階エレベーターあり
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講師：鶴久竜太

昭島市玉川町５-１-１２会場：マツダ・ミュージックアカデミー　昭島駅前教室

バイオリンを気軽に
楽しんでみませんか？

バイオリンのイメージは｢難しそう｣かもしれませ
んが、結構簡単に音を楽しめますよ。音符が読
めなくても安心してご参加下さい。

 2月 16日日  11:30～12:30
 2月 29日土  11:30～12:30

受付時間 11:00～17:00
定休日 なし

■対　象／バイオリンが
　初めての大人
■定　員／各回3名
■材料費／なし　■持ち物／なし

TEL.042-543-9917

マツダミュージックアカデミー

昭島市昭和町2-3-12鈴木ビル3階エレベーターあり
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講師：日惠野裕之

昭島市玉川町５-１-１２会場：マツダ・ミュージックアカデミー　昭島駅前教室

簡単、楽しく、
おんぷが読めます講座

むずかしいと思っていたドレミを楽しく・簡単に
読むコツとヒントをお伝えします。是非お試しく
ださい。

 2月 2日日  10:00～11:00
 2月 9日日  10:00～11:00

受付時間 11:00～17:00
定休日 なし

■対　象／音符が読めない
　大人
■定　員／各回3名
■材料費／なし　■持ち物／なし

TEL.042-543-9917

(一社)マツダ音楽学院

昭島市昭和町2-3-12鈴木ビル3階エレベーターあり
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講師：日惠野裕之 講師：日惠野貴之 講師：日惠野貴之

○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


