
昭島市玉川町５-１-１２会場：御菓子司　丸美屋

和菓子で健康バランス
を整えよう！

和菓子に含まれる栄養を取り入れて、「健康バ
ランス｣に役立て下さい。

 2月 4日火  15:00～16:00
 2月 16日日  15:00～16:00

受付時間 10:00～19:00
定休日 水曜日

■対　象／中学生以上
■定　員／各回3～4名
■材料費／300円
■持ち物／なし

TEL.042-541-6419

御菓子司　丸美屋

昭島市玉川町4-4-3

講師：熱田喜信
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昭島市玉川町５-１-１２会場：御菓子司　コーヒーハウス旅人木

ちょっとしたコツで
おいしいコーヒーに！

この道４７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日火  15:00～16:30
 2月 13日木  15:00～16:30
 2月 17日月  15:00～16:30

受付時間 9:00～16:00
定休日 金曜日

■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

コーヒーハウス旅人木

昭島市玉川町５－１－１２

講師：染谷俊和
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昭島市玉川町５-１-１２会場：ｋ’ｓ・BAR

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 4日火  14:00～15:30
 2月 15日土  14:00～15:30

受付時間 18:00～22:00
定休日 無休

■対　象／20歳以上
■定　員／各回4名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-544-0004

Ｋ’ｓ・ＢＡＲ

昭島市松原町4-12-8

講師：大須賀清史
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昭島市玉川町５-１-１２会場：カフェ・ポンテ

初心者のための
コーヒーハンドドリップ

コーヒーのいれ方は難しいからとためらってい
るアナタ。この際プロと一緒に楽しく体験して、
自信の一杯をたててみましょう。

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

受付時間 11:00～17:00
定休日 月曜日・火曜日

■対　象／どなたでも
■定　員／各回4名～5名
■材料費／500円
■持ち物／なし

TEL.042-511-3995

自家焙煎珈琲　カフェ・ポンテ

昭島市玉川町1-11-11

講師：矢﨑まゆみ
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昭島市玉川町５-１-１２会場：トレーニングサロンメルビ

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日土  14:30～15:30
 2月 11日火・㈷  15:00～16:00
 2月 22日土  14:30～15:30

受付時間 13:00～18:00
定休日 水曜日

■対　象／女性
■定　員／各回４回
■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

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

講師：斎藤明美
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昭島市玉川町５-１-１２会場：トレーニングサロンメルビ

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 7日金  13:30～14:30
 2月 18日火  15:00～16:00

受付時間 13:00～18:00
定休日 水曜日

■対　象／女性
■定　員／各回４回
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-519-6156

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
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昭島市玉川町５-１-１２会場：サロン　ミラセリ

大人の「くびれ」塾
毎日ちょっとした空き時間に簡単に続けられる！
下腹部が気になる方、脂肪がつきやすい方む
け！5分でポカポカエクササイズ♪

 2月 7日金  16:00～17:00
 2月 14日金  16:00～17:00
 2月 21日金  16:00～17:00
 2月 28日金  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／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

講師：山本ひよな
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昭島市玉川町５-１-１２会場：カフェ・ポンテ

さびない針山、かわいい
ビスコーニュ作り♪

ビスコーニュはフランス生まれのピンクッショ
ン。いびつな形が可愛く誰でも簡単に作れま
す。コーヒーかすの再利用でさび止め効果大！

 2月 19日水  15:00～16:00

受付時間 11:00～17:00
定休日 月曜日・火曜日

■対　象／どなたでも
（運針のできる方）

■定　員／6名
■材料費／100円　■持ち物／なし

TEL.042-511-3995

自家焙煎珈琲　カフェ・ポンテ

昭島市玉川町1-11-11

講師：矢﨑まゆみ
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昭島市玉川町５-１-１２会場：メガネの宮川

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 10日月  9:30～10:30
 2月 12日水  9:30～10:30
 2月 17日月  9:30～10:30

受付時間 10:00～17:00
定休日 木曜日

■対　象／どなたでも
■定　員／各回1名
■材料費／なし
■持ち物／なし

TEL.042-546-3811

メガネの宮川

昭島市松原町4-10-1

講師：宮川智宏

昭島市玉川町５-１-１２会場：パソコープ昭島教室

今春から必修化！子ども
プログラミング講座

自由な発想力や論理的思考力を育むパズル・
ロボット・プログラミングが３つとも学べる楽し
い講座です！

 2月 5日水  17:00～18:00
 2月 19日水  17:00～18:00

受付時間 9:30～17:00
定休日 日曜日･月曜日

■対　象／年長～小学2年生程度　■定　員／各回5名
■材料費／500円(ブロック代)　■持ち物／なし

TEL.042-549-1725
メール akishima.infocation@gmail.com

パソコープ昭島教室

昭島市昭和町2-5-2第2宝伊ビル301

講師：宮本摩子
松永純子
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（授業中は電話に出られません。留守電かメールでお願いします）

昭島市玉川町５-１-１２会場：センチュリー21拝島住宅産業

今更きけない？意外と知
らない相続の話

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 9日日  14:00～15:30
 2月 15日土  14:00～15:30
 2月 20日木  10:30～12:00

受付時間 10:00～18:00
定休日  毎週水曜日

第1・第3・第5火曜日

■対　象／大人
■定　員／各回5名
■材料費／なし
■持ち物／筆記用具

TEL.042-542-7711

拝島住宅産業

昭島市田中町1-9-1
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昭島市玉川町５-１-１２会場：パソコープ昭島教室

これは便利！シニアのた
めのスマホ検索ワザ

スマートフォン活用できていますか？電話やメー
ルだけではもったいないですね。スマホで簡単
にできる検索の便利な使い方を体験してみま
しょう。  2月 5日水  13:30～14:30

 2月 18日火  13:30～14:30
 2月 28日金  10:30～11:30

受付時間 9:30～17:00
定休日 日曜日･月曜日

■対　象／シニア向け　■定　員／各回5名　■材料費／なし
■持ち物／スマートフォン（android又はiphone（ID・パスワードが必要）

TEL.042-549-1725

パソコープ昭島教室

昭島市昭和町2-5-2第2宝伊ビル301
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（授業中は電話に出られません。留守電かメールでお願いします）

昭島市玉川町５-１-１２会場：メガネの宮川

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 3日月  9:30～10:30
 2月 4日火  9:30～10:30
 2月 5日水  9:30～10:30

受付時間 10:00～17:00
定休日 木曜日

■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

メガネの宮川

昭島市松原町4-10-1

講師：宮川智宏
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講師：阿部太郎

昭島市玉川町５-１-１２会場：㈲昭島能城・店舗内

電動バイク・
Eサイクルの自作講座

電動バイク・Eサイクルは自転車を改造した第
一種原付自転車です。ご自身で組み立てるこ
とも可能です。製作最終段階のパーツ組込と
試走を行います。

 2月 2日日  10:00～12:00
 2月 16日日  10:00～12:00

受付時間 9:30～13:00/18:00～19:00
定休日 不定休

■ 対　象／20歳以上の原付に乗れる方。
　20歳未満の場合、20歳以上の方が同伴の場合可能。
■定　員／各回2組（1組2名)　■材料費／なし
■持ち物／ヘルメットと手袋（ない方は要相談)

TEL.042-541-2830

㈲昭島能城

昭島市朝日町3-7-15花水木101号

講師：能城良一

昭島市玉川町５-１-１２会場：酒井屋製菓

親子で作ろう!
季節の和菓子

季節について学びながら、その時にあった和
菓子を一緒に作りましょう。今まで知らなかった
和菓子の世界が見えてくるかも！？

 2月 1日土  13:00～14:30
 2月 11日火・㈷ 13:00～14:30
 2月 29日土  13:00～14:30

受付時間 10:00～19:00
定休日 不定休

■ 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（和菓子材料代）
■持ち物／エプロン

TEL.042-541-0668

酒井屋製菓

昭島市玉川町3-10-17
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講師：杉山剛
杉山麻美

講師：宮本摩子
松永純子

メール akishima.infocation@gmail.com

講師：斎藤明美


