
昭島市玉川町５-１-１２会場：サロン　ミラセリ

赤裸々ダイエット座談会
ダイエットしてますか？ダイエットの色 を々分かち
合いましょう。万年ダイエッターさん達の成功例
や失敗例などなど、情報交換しませんか？

 2月 9日日  16:00～17:00
 2月 16日日  16:00～17:00
 2月 23日日  16:00～17:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 不定休

■対　象／女性限定
■定　員／各回5名
■材料費／なし
■持ち物／飲物

TEL.042-519-2524

サロンミラセリ

昭島市朝日町2-1-21大津ビル2階
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昭島市玉川町５-１-１２会場：和ごころ　つじまる

来たれ！男子厨房
料理に興味ある方。
一緒に料理を楽しみませんか？

 2月 9日日  15:00～16:00
 2月 11日火・㈷  15:00～16:00

受付時間 15:00～18:00
定休日 水曜日

■対　象／男性限定
■定　員／各回5名
■材料費／なし
■持ち物／エプロン

TEL.042-519-8429

和ごころ　つじまる

昭島市松原町4-11-13丸木ﾋﾞﾙ1F

講師：辻山幸夫
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昭島市玉川町５-１-１２会場：和ごころ　つじまる

気軽にお寿司を
にぎってみませんか？

簡単にお寿司をにぎってみませんか？
魚のサバキ方も教えます。

 2月 2日日  15:00～16:00
 2月 16日日  15:00～16:00

受付時間 15:00～18:00
定休日 水曜日

■対　象／女性限定
■定　員／各回5名
■材料費／なし
■持ち物／エプロン

TEL.042-519-8429

和ごころ　つじまる

昭島市松原町4-11-13丸木ﾋﾞﾙ1F
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昭島市玉川町５-１-１２会場：スタジオエンジェルズ昭島校

プロが教える　Ｋ－ＰＯＰ
芸能、テレビ、大手テーマパークの振付講師が
はやりのＫ－ＰＯＰを教えます。

 2月 8日土  16:45～17:15
 2月 15日土  16:45～17:15

受付時間 10:00～17:00
定休日 日曜日・祝日

■対　象／小学校4年生～中･高生
■定　員／各回5名
■材料費／なし
■持ち物／飲み物、室内シューズ(底のきれいな物)

TEL.042-546-3999

エンジェルズ

昭島市昭和町5-10-16森高ビル2階北号室

講師：Yoshie
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昭島市玉川町５-１-１２会場：スタジオエンジェルズ昭島校

プロが教える
初めてのキッズダンス

芸能、テレビ、大手テーマパークの振付講師
が楽しくダンスを教えます。

 2月 8日土  15:45～16:15
 2月 15日土  15:45～16:15

受付時間 10:00～17:00
定休日 日曜日・祝日

■対　象／5才～小学校3年生
■定　員／各回5名
■材料費／なし
■持ち物／飲み物、室内シューズ(底のきれいな物)

TEL.042-546-3999

エンジェルズ

昭島市昭和町5-10-16森高ビル2階北号室
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昭島市玉川町５-１-１２会場：サロン　ミラセリ

働く男性へ
「ヨガ」のススメ

「体が硬いから」「女性が多そう」と二の足を踏
んでいる方、内臓脂肪が気になる方、深い呼
吸でストレスと内臓の働きにアプローチ！

 2月 8日土  16:00～17:00
 2月 15日土  16:00～17:00
 2月 22日土  16:00～17:00
 2月 29日土  16:00～17:00

受付時間 10:00～17:00
定休日 不定休

■対　象／男性限定
■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

サロンミラセリ

昭島市朝日町2-1-21大津ビル2階
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昭島市玉川町５-１-１２会場：NPOエコメッセ水･緑・木地昭島店

「笑いヨガ」を体験して
脳・心・体リフレッシュ！！

水緑木地（すいりょくきち）で学ぼう。世界に広
がる健康法「笑いヨガ」の運動と呼吸法。「笑
う｣事を通して今の自分を知って自分を愛そう。

 2月 1日土  10:30～11:00
 2月 6日木  10:30～11:00
 2月 17日月  10:30～11:00

受付時間 11:00～18:00
定休日 日曜日・祝日

■対　象／どなたでも
■定　員／各回7名
■材料費／なし
■持ち物／飲料水

TEL.042-543-9450

NPOエコメッセ水･緑・木地昭島店

昭島市昭和町2-7-14

講師：森川慶記
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昭島市玉川町５-１-１２会場：一心

意外と知らない？“ストレッチ”を
学んでみませんか？

ストレッチは痛い？辛い？いえ、実際は気持ち良
いんです。そんなストレッチをゆる～く体験しまし
ょう！

 2月 5日水  14:00～15:00
 2月 27日木  14:00～15:00

受付時間 10:00～18:00
定休日 なし

■対　象／どなたでも
■定　員／各回5名
■材料費／なし　■持ち物／動きやすい服装・飲み物・長めのタオル

TEL.042-546-5590

㈱アドバンス

昭島市朝日町1-3-13

講師：居倉あきら
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昭島市玉川町５-１-１２会場：一心

笑って混乱！？
レッツ脳トレ！！

介護予防のプロ。介護予防運動指導員と一
緒に、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 13日木  14:00～15:00
 2月 19日水  14:00～15:00

受付時間 10:00～18:00
定休日 なし

■対　象／どなたでも
■定　員／各回10名
■材料費／なし　■持ち物／動きやすい服装・飲み物

TEL.042-546-5590

㈱アドバンス

昭島市朝日町1-3-13
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昭島市玉川町５-１-１２会場：NPOエコメッセ水･緑・木地昭島店

オリジナルみつろう
ラップをつくろう

お好きな柄のオーガニックコットンと食品用蜜
ろうを使って体にも環境にもやさしいエコラッ
プのワークショップです。

 2月 4日火  10:30～11:00
 2月 22日土  10:30～11:00
 2月 29日土  10:30～11:00

受付時間 11:00～18:00
定休日 日曜日・祝日

■対　象／どなたでも
■定　員／各回4名
■材料費／500円(布・蜜蝋他）
■持ち物／なし

TEL.042-543-9450

NPOエコメッセ水･緑・木地昭島店

昭島市昭和町2-7-14
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講師：指田みゆき
齋藤規久子

昭島市玉川町５-１-１２会場：NPOエコメッセ水･緑・木地昭島店

廃食油でキャンドル作り
使用済みや賞味期限切れの食用油を使って、
かわいいキャンドルを作りましょう。

 2月 15日土  10:30～11:00

受付時間 11:00～18:00
定休日 日曜日・祝日

■対　象／小学校3年生以上
■定　員／3名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-543-9450

NPOエコメッセ水･緑・木地昭島店

昭島市昭和町2-7-14
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講師：大嶽貴恵

昭島市玉川町５-１-１２会場：西武信用金庫昭島支店

カッコイイ！
お札の数え方

会計などでお金を数える時、「上手に数えた
い！」と思ったことはありませんか？明日から使え
るワンランク上のお札の数え方を伝授します。

 2月 5日水  14:00～15:00
 2月 12日水  14:00～15:00

受付時間 9:00～16:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日

■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

西武信用金庫昭島支店

昭島市昭和町1-14-10
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講師：田村芽子
小林真里亜

昭島市玉川町５-１-１２会場：菓子処　桝屋

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 4日火  13:00～14:30
 2月 11日火  13:00～14:30

受付時間 13:00～17:00
定休日 火曜日

■対　象／一般
■定　員／各回5～6名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-541-2375

菓子処　桝屋

昭島市玉川町2-3-7
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講師：吉野成司
（店主)

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

ウクレレを気軽に
楽しんでみませんか！

ハワイアン以外にも、歌謡曲やポップス等、幅
広いジャンルの演奏が楽しめるウクレレ。音符
が読めなくてもご安心下さい。

 2月 16日日  14:00～15:00
 2月 29日土  14:00～15:00

受付時間 11:00～17:00
定休日 なし

■対　象／ウクレレが
　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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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

ギターを気軽に
楽しんでみませんか？

ソロ演奏だけでなく、歌や他の楽器の伴奏もで
きるギター。フォークギター、クラシックギターに
手を触れて、音を出してみましょう。

 2月 2日日  11:30～12:30
 2月 9日日  11:30～12:30

受付時間 11:00～17:00
定休日 なし

■対　象／ギターが初めての大人
■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：辻山幸夫

講師：Yoshie他

講師：居倉あきら 講師：日惠野裕之 講師：日惠野裕之

講師：山本ひよな 講師：山本ひよな

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

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


