
フェイシャル筋膜リリースエステフェイシャル筋膜リリースエステ

筋膜リリースボディトリートメント筋膜リリースボディトリートメント
お肌のハリ、ツヤに

慢性のコリ・ハリ  筋肉痛などに

¥5,000

出張着付承ります！出張着付承ります！
お一人お一人 真心を込めてお着付けさせて頂きます。

4０分

¥5,000
4０分

着物の種類

着付け料金の詳細は http://kitsuke.it-b.com/
または、お電話でお問い合わせ下さい。

婚礼衣装、振袖、紋付羽織袴、留袖、
卒業袴、七五三、ゆかた、など

※写真はイメージです。

駐車場完備!
※ただし、満車の場合には市営万町駐
車場をご利用ください。2時間以上は
有料となり、各自でご負担をお願い
します。

まちの学校講師＆
協賛広告を
同時募集!

2018年4～6月期(第35回)
予約の電話がつながらない…。
そんなお客様の声にこたえて、①または②の方法でお申込ください。

1 当所窓口受付 電話予約受付

※当所窓口(来所)でご予約する場合は、電話で
　ご予約するより1日早くお申込いただけ、お得です。

佐野商工会議所 1F 『まちなかサロン』にて

※まちの学校35の講座は、このチラシに掲載されている日程及び場所以外では、一切開催しておりません。　※次回、夏期生の受付は、7月2日（月）を予定しております。

～私たちは、まちの学校を応援しています！～～私たちは、まちの学校を応援しています！～

※講師名につきましては、敬称を略させていただきました。

※詳細はお問い合わせください。

4月1日(日)午前10時より
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※混雑が予想されますので、その際は再度
　折返しお申込ください。

4月2日(月)午前10時より

まちの学校の
お申込み、お問合せは

〒327-0027
佐野市大和町2687-1主催／佐野商工会議所 後援／佐野市(0283)22-5511☎

（美トク、自宅サロンのご案内です）

お問合せ・ご予約・ご相談
ネイル＆ビューティ 美トク

完全ご予約制 女性専用

福田080-3410-3243080-3410-3243

題字提供

さおり書道会
古橋 文代さん

便利な機能いっぱいのビストロで
スフレチーズケーキ作り

庫内広 ・々機能充実のパナソニック　ビストロで、スフレチーズケーキを
作ります。
メレンゲを上手に作れればあとはビストロにお任せ！手作りの楽しさを
味わえます。

［定員］各16名　※講座内容は同じです。　[受講料]各540円　[教材費]各500円

※全日程共、下記の物をご持参ください。
　①布切りばさみ　②木工用ボンド
　③目打ち　④定規　⑤筆記用具
　⑥おてふき
※写真はイメージです。

８７ｂｕｎｋｏ　主宰　花手芸作家

遠藤　紀子
①6月24日(日) １０：００～１２：００
②6月25日(月) １０：００～１２：００

［定員］各14名　※講座内容は同じです。　［受講料］各864円　［教材費］各1,500円

春らしい木綿を使って作る
ぶどうのコサージュ

スチロール玉を木綿生地で包んだぶどうの実
を房にまとめて、可愛いコサージュを作ります。

※会場：ギャラリーは瀬川
　　　　佐野市若松町６　
          ０９０－３５４９－１８９４
※後日、会場案内をお送りいたします。

ギャラリーは瀬川　茶道裏千家　講師

長谷川　宗正
①4月28日(土) １４：００～１４：３０
②5月12日(土) １４：００～１４：３０

［定員］各5名　※講座内容は同じです。　[受講料］各540円　［教材費］無料

お気軽茶道体験
ちょこっと テーブル茶道

・自宅で出来る美しい抹茶の点て方
・抹茶の出し方、頂き方
・茶碗の鑑賞HOW-TO
本当にお気軽にまずは抹茶を点てる事から
始めませんか？ 手ぶらでどうぞ(菓子付)

※筆記用具をご持参ください。
※会場：昭和電機（株）　エコ電化地域センター
　　　　佐野市高萩町１０５６－２８５
　　　　０１２０－１３８－１１８
※後日、会場案内をお送りいたします。
※写真はイメージです。

食と健康アドバイザー　(株)美趣　代表

浦嶋　丈純子
①4月15日(日) １１：００～１２：３０
②5月13日(日) １１：００～１２：３０

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　[受講料］各540円　［教材費］各500円

玄米のおいしい
炊き方講座

炊き方がわからない！おいしくない！面倒そ
う！などの理由から敬遠されがちな玄米。
自分の体調や好みに合った炊き方をお教え
します。試食もお楽しみに。

①6月16日(土) １０：００～１２：００
②6月30日(土) １０：００～１２：００

佐野ブランドキャラクター
さのまる　©佐野市

昭和電機（株）

エコ電化専任講師

まちの学校
【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】

癒しと
疲労回復の

最新本格!

〔お問い合わせ〕

090-7223-1102
美重子きもの着付教室

※詳細は、佐野商工会議所まで

加盟店
募集!
加盟店
募集!

佐野どこでもカード会佐野どこでもカード会

出張レッスンも
承ります。

お問い合わせ先

NEW
Teacher

NEW
Teacher

まちの学校
【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】

※筆ペンをご持参ください。
※会場：佐野駅前交流プラザぱるぽーと
　　　　佐野市若松町４８１－４　
          ０２８３－２７－０００５
※後日、会場案内をお送りいたします。

※エプロンをご持参ください。
※会場：昭和電機（株）　エコ電化地域センター
　　　　佐野市高萩町１０５６－２８５
　　　　０１２０－１３８－１１８
※後日、会場案内をお送りいたします。

さおり書道会　主宰

書道家　さおり
(第1回)5月15日(火) １７：３０～１９：００
(第2回)6月 5日(火) １７：３０～１９：００

［定員］6名　［受講料]1,080円(2回分)　［教材費］2,000円(2回分)

見せたくなる美文字を書こう♥
(全2回コース)

お子様から大人までご参加いただけ
ます。

まちの学校
【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】

※各回、コーヒー・ケーキ・豆２００ｇ・テキスト付
※会場：珈琲亭　絵夢
　　　　佐野市若宮上町４－９　
　　　 ０２８３－２４－６９２９
※後日、会場案内をお送りいたします。

珈琲亭　絵夢／カルチャーサロン　主宰

羽鳥　直美
(第1回)5月20日(日) １０：３０～１２：３０
(第2回)6月10日(日) １０：３０～１２：３０

［定員］5名　［受講料］1,080円（2回分）　［教材費］4,000円（2回分）

ティーコンシェルジュと学ぶ
コーヒーの魅力（全2回コース）

深くやわらかな香り　カップに注がれる幸福の時間…
煎りたて・挽きたて・淹れたてを　ハンドドリップで味わ
いましょう！
★美味しい淹れ方（基本＆アレンジ）
★コーヒーと健康を２回に渡って学びます。

まちの学校
【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】

※楽器はご用意いたしますが、お持ちの方はご持参ください。
※会場：オンダ楽器ハーモニーセンター(2階)
　　　　佐野市浅沼町８６１
          ０２８３－２３－０６８２（月曜定休）
※後日、会場案内をお送りいたします。

（有）オンダ楽器所属　ヤマハ認定講師　田尻　真弓
(第1回)5月18日(金) １１：００～１２：００
(第2回)6月 1日(金) １１：００～１２：００
(第3回)6月15日(金) １１：００～１２：００
［定員］6名　［受講料］1,620円（3回分）　［教材費］無料

今から楽器を始めるなら
【大正琴がおもしろい】(全3回コース)

誰もが知っているあの歌を、指で奏でてみませんか？
きっと疲れやイヤな事を忘れて、笑顔になりますよ。
両手を使って脳を活性化しましょう。
楽しい時間を体験してみてください！

まちの学校
【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】

※おいしいコーヒーとお菓子を全員にご用意し
　てお待ちしています。
※会場：トータルサポートリフレーム
　　　　佐野市万町９０　
          ０１２０－９３５－２７０
※後日、会場案内をお送りいたします。

(株)Ｒｅｆｒｉｅａｍ　代表取締役

齊藤　孝行
①4月21日(土) １４：００～１５：３０
②6月13日(水) １４：００～１５：３０

［定員］各4名　※講座内容は同じです。　［受講料]無料　［教材費］無料

夜間のあんしん介護
自動排泄処理装置講座

介護保険適用の【ダイアレット】で介護する方、受け
る方に『ゆとり』のある生活をご提案。
今後の選択肢の1つとして是非ご体験ください。

※筆記用具をご持参ください。
※会場：ナビゲートｃａｆｅ場計算(バケーション)
　　　　佐野市若松町１１３－２　
          ０２８３－５５－６９７８（日曜日定休）
※後日、会場案内をお送りいたします。

ナビゲートｃａｆｅ・バケーション

小松原　紀子
①4月28日(土) １１：００～１２：００
②6月15日(金) １１：００～１２：００

［定員］各3名　※講座内容は異なります。　［受講料]各540円　［教材費］各460円

ライフナビゲート術で
ハッピーに！！

生年月日からあなたの個性を引出し、未来を掴む方法を伝授！！
今回は特別に個人ナビゲート付です。
ご参加の方へ一生使える「星調べ表」とおいしいコーヒーをご用
意してお待ちしています。
①今年の運気を呼込む方法！！ ②未来予測をしてラッキーに！

まちの学校
【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】

まちの学校
【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】

※写真はイメージです。

①6月14日(木) １０：００～１２：００
②6月19日(火) １３：３０～１５：３０

※全日程共、下記の物をご持参ください。
　①おしぼり又はウエットティッシュ　
　②ポケットティッシュ
※写真はイメージです。　

筆なしアートのパステリア書
初夏ーほたるのいる風景ー

Pastel lab．kiko パステリア書公認インストラクター

ｋｉｋｏ

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　［受講料］各756円　［教材費］各800円

筆を一切使わないパステリア書で、初夏の風物詩
「ほたる」を描きます。
現れた幻想的な風景はあなただけのものです。

無料
講座

正社員募集
商工会議所 共済・福祉制度

推進スタッフ
誰だって最初は未経験者だった。
ほとんどのスタッフは未経験からのスタート。
きめ細かい研修制度でしっかりサポートします。

宇都宮支社佐野営業所 〒327-0027 栃木県佐野市大和町2687-1 佐野商工会議所ビル  TEL 0283-24-4960 (担当：神田・川本)  http://www.axa.co.jp/

【 会 社 概 要 】 ［設立］1994年７月　［従業員数］7,580名(2017年3月末時点)
　 　 　 　 　 　［本社所在地］東京都港区白金１丁目１７番３号　［資本金］８５０億円(2015年３月末時点)

【業務内容】
●商工会議所　会員企業に対する生命保険による従業員の福利厚生制度
(退職金・弔慰金制度)のコンサルティング営業
●経営者のリスク管理や事業継承、資産管理などのアドバイスや保険設計
●個人のライフプランに対応した保険設計

【給与】経験・能力を考慮のうえ優遇/月給１８万円・２１万円・２４万円+諸手当
【対象】高卒以上・経験不問(未経験者 歓迎)
【勤務時間】９：１５～１７：００(休憩６０分) 原則として残業なし、試用期間なし
【待遇・福利厚生】各種社会保険完備、弔慰金、退職金制度、介護休業制度、
育児休暇制度、育児支援制度（育児短時間勤務）、育児手当　【賞与】年２回

【休日】完全週休２日制(土・日)、祝日、年末年始、入社初年度休暇3日、夏季休暇5日、
働き方改革休暇6日

【休暇】有給休暇：初年度１４日、２年目以降２0日 【勤務地】佐野営業所
【応募方法】下記電話連絡のうえ、履歴書持参でご来社ください。

いっ展べぇワークショップ
作品づくり体験会

●佐野商工会議所で開催

4月14日（土）～5月13日（日）、佐野市ゆかりの作家の作品
が、まちなかの店舗にならぶ「第7回いっ展べぇ」を開催し
ます。開催期間中、以下のワークショップを行います。

Ⓐ楽しい！ 革小物つくり

作家　遠藤　ゆかり

Ⓒサンキャッチャーワークショップ

【日時】4月14日（土）10：00～15：00
 （所要時間 1時間）
【定員】6名　【参加料】3,600円～

作家　La Ｐomaikai

Ⓔ渋紙による型彫り

【日時】4月15日（日）午前の部10：30～12：30
　　　　　　　　　午後の部13：00～15：00
 　　　　　　（所要時間 2時間）
【定員】4～5名　【参加料】2,000円（額付）

作家　堀尾　まき

Ⓑ小花のラリエット作り

【日時】①4月14日（土）10：00～15：00
 ②4月15日（日）10：00～15：00
 （所要時間 1時間）
【定員】5名 【参加料】1,500円

【日時】①4月14日（土）10：00～15：00
 ②4月15日（日）10：00～15：00
 （所要時間 1時間）
【定員】若干（お待ち頂く場合もございます）　【参加料】1,000円～

○4月14日（土）10：00～15：00
 ･浦東九安(陶器)       ･長島正志(絵画)
 ･河野辺尚美(水彩画) ･遠藤紀子(花手芸)
  ･kiko(パステルアート)

○4月15日（日）10：00～15：00
 ･浦東九安(陶器)      ･遠藤紀子(花手芸)       
  ･kiko(パステルアート) ･堀尾まき(藍形染め･野原染め)

作家　遠藤　紀子

Ⓓアート体験「色、いろいろ・ちぎって貼って」

【日時】4月14日（土）10：00～15：00
 （所要時間 1作品あたり約30分）
【定員】30名まで（3～4名ずつ順番に体験していただきます。）
【参加料】500円

作家　河野辺　尚美

各作家による特別販売会も実施します！

いっ展べぇに関する詳細はＦacebookをご確認ください！
https://www.facebook.com/ittenbe
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そんなお客様の声にこたえて、①または②の方法でお申込ください。

1 当所窓口受付 電話予約受付

※当所窓口(来所)でご予約する場合は、電話で
　ご予約するより1日早くお申込いただけ、お得です。

佐野商工会議所 1F 『まちなかサロン』にて

※まちの学校35の講座は、このチラシに掲載されている日程及び場所以外では、一切開催しておりません。　※次回、夏期生の受付は、7月2日（月）を予定しております。

～私たちは、まちの学校を応援しています！～～私たちは、まちの学校を応援しています！～

※講師名につきましては、敬称を略させていただきました。

※詳細はお問い合わせください。

4月1日(日)午前10時より
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※混雑が予想されますので、その際は再度
　折返しお申込ください。

4月2日(月)午前10時より

まちの学校の
お申込み、お問合せは

〒327-0027
佐野市大和町2687-1主催／佐野商工会議所 後援／佐野市(0283)22-5511☎

（美トク、自宅サロンのご案内です）

お問合せ・ご予約・ご相談
ネイル＆ビューティ 美トク

完全ご予約制 女性専用

福田080-3410-3243080-3410-3243

題字提供

さおり書道会
古橋 文代さん

便利な機能いっぱいのビストロで
スフレチーズケーキ作り

庫内広 ・々機能充実のパナソニック　ビストロで、スフレチーズケーキを
作ります。
メレンゲを上手に作れればあとはビストロにお任せ！手作りの楽しさを
味わえます。

［定員］各16名　※講座内容は同じです。　[受講料]各540円　[教材費]各500円

※全日程共、下記の物をご持参ください。
　①布切りばさみ　②木工用ボンド
　③目打ち　④定規　⑤筆記用具
　⑥おてふき
※写真はイメージです。

８７ｂｕｎｋｏ　主宰　花手芸作家

遠藤　紀子
①6月24日(日) １０：００～１２：００
②6月25日(月) １０：００～１２：００

［定員］各14名　※講座内容は同じです。　［受講料］各864円　［教材費］各1,500円

春らしい木綿を使って作る
ぶどうのコサージュ

スチロール玉を木綿生地で包んだぶどうの実
を房にまとめて、可愛いコサージュを作ります。

※会場：ギャラリーは瀬川
　　　　佐野市若松町６　
          ０９０－３５４９－１８９４
※後日、会場案内をお送りいたします。

ギャラリーは瀬川　茶道裏千家　講師

長谷川　宗正
①4月28日(土) １４：００～１４：３０
②5月12日(土) １４：００～１４：３０

［定員］各5名　※講座内容は同じです。　[受講料］各540円　［教材費］無料

お気軽茶道体験
ちょこっと テーブル茶道

・自宅で出来る美しい抹茶の点て方
・抹茶の出し方、頂き方
・茶碗の鑑賞HOW-TO
本当にお気軽にまずは抹茶を点てる事から
始めませんか？ 手ぶらでどうぞ(菓子付)

※筆記用具をご持参ください。
※会場：昭和電機（株）　エコ電化地域センター
　　　　佐野市高萩町１０５６－２８５
　　　　０１２０－１３８－１１８
※後日、会場案内をお送りいたします。
※写真はイメージです。

食と健康アドバイザー　(株)美趣　代表

浦嶋　丈純子
①4月15日(日) １１：００～１２：３０
②5月13日(日) １１：００～１２：３０

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　[受講料］各540円　［教材費］各500円

玄米のおいしい
炊き方講座

炊き方がわからない！おいしくない！面倒そ
う！などの理由から敬遠されがちな玄米。
自分の体調や好みに合った炊き方をお教え
します。試食もお楽しみに。

①6月16日(土) １０：００～１２：００
②6月30日(土) １０：００～１２：００

佐野ブランドキャラクター
さのまる　©佐野市

昭和電機（株）

エコ電化専任講師

まちの学校
【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】

癒しと
疲労回復の

最新本格!

〔お問い合わせ〕

090-7223-1102
美重子きもの着付教室

※詳細は、佐野商工会議所まで

加盟店
募集!
加盟店
募集!

佐野どこでもカード会佐野どこでもカード会

出張レッスンも
承ります。

お問い合わせ先

NEW
Teacher

NEW
Teacher

まちの学校
【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】

※筆ペンをご持参ください。
※会場：佐野駅前交流プラザぱるぽーと
　　　　佐野市若松町４８１－４　
          ０２８３－２７－０００５
※後日、会場案内をお送りいたします。

※エプロンをご持参ください。
※会場：昭和電機（株）　エコ電化地域センター
　　　　佐野市高萩町１０５６－２８５
　　　　０１２０－１３８－１１８
※後日、会場案内をお送りいたします。

さおり書道会　主宰

書道家　さおり
(第1回)5月15日(火) １７：３０～１９：００
(第2回)6月 5日(火) １７：３０～１９：００

［定員］6名　［受講料]1,080円(2回分)　［教材費］2,000円(2回分)

見せたくなる美文字を書こう♥
(全2回コース)

お子様から大人までご参加いただけ
ます。

まちの学校
【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】

※各回、コーヒー・ケーキ・豆２００ｇ・テキスト付
※会場：珈琲亭　絵夢
　　　　佐野市若宮上町４－９　
　　　 ０２８３－２４－６９２９
※後日、会場案内をお送りいたします。

珈琲亭　絵夢／カルチャーサロン　主宰

羽鳥　直美
(第1回)5月20日(日) １０：３０～１２：３０
(第2回)6月10日(日) １０：３０～１２：３０

［定員］5名　［受講料］1,080円（2回分）　［教材費］4,000円（2回分）

ティーコンシェルジュと学ぶ
コーヒーの魅力（全2回コース）

深くやわらかな香り　カップに注がれる幸福の時間…
煎りたて・挽きたて・淹れたてを　ハンドドリップで味わ
いましょう！
★美味しい淹れ方（基本＆アレンジ）
★コーヒーと健康を２回に渡って学びます。

まちの学校
【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】

※楽器はご用意いたしますが、お持ちの方はご持参ください。
※会場：オンダ楽器ハーモニーセンター(2階)
　　　　佐野市浅沼町８６１
          ０２８３－２３－０６８２（月曜定休）
※後日、会場案内をお送りいたします。

（有）オンダ楽器所属　ヤマハ認定講師　田尻　真弓
(第1回)5月18日(金) １１：００～１２：００
(第2回)6月 1日(金) １１：００～１２：００
(第3回)6月15日(金) １１：００～１２：００
［定員］6名　［受講料］1,620円（3回分）　［教材費］無料

今から楽器を始めるなら
【大正琴がおもしろい】(全3回コース)

誰もが知っているあの歌を、指で奏でてみませんか？
きっと疲れやイヤな事を忘れて、笑顔になりますよ。
両手を使って脳を活性化しましょう。
楽しい時間を体験してみてください！

まちの学校
【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】

※おいしいコーヒーとお菓子を全員にご用意し
　てお待ちしています。
※会場：トータルサポートリフレーム
　　　　佐野市万町９０　
          ０１２０－９３５－２７０
※後日、会場案内をお送りいたします。

(株)Ｒｅｆｒｉｅａｍ　代表取締役

齊藤　孝行
①4月21日(土) １４：００～１５：３０
②6月13日(水) １４：００～１５：３０

［定員］各4名　※講座内容は同じです。　［受講料]無料　［教材費］無料

夜間のあんしん介護
自動排泄処理装置講座

介護保険適用の【ダイアレット】で介護する方、受け
る方に『ゆとり』のある生活をご提案。
今後の選択肢の1つとして是非ご体験ください。

※筆記用具をご持参ください。
※会場：ナビゲートｃａｆｅ場計算(バケーション)
　　　　佐野市若松町１１３－２　
          ０２８３－５５－６９７８（日曜日定休）
※後日、会場案内をお送りいたします。

ナビゲートｃａｆｅ・バケーション

小松原　紀子
①4月28日(土) １１：００～１２：００
②6月15日(金) １１：００～１２：００

［定員］各3名　※講座内容は異なります。　［受講料]各540円　［教材費］各460円

ライフナビゲート術で
ハッピーに！！

生年月日からあなたの個性を引出し、未来を掴む方法を伝授！！
今回は特別に個人ナビゲート付です。
ご参加の方へ一生使える「星調べ表」とおいしいコーヒーをご用
意してお待ちしています。
①今年の運気を呼込む方法！！ ②未来予測をしてラッキーに！

まちの学校
【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】

まちの学校
【おでかけ編】
まちの学校

【おでかけ編】

※写真はイメージです。

①6月14日(木) １０：００～１２：００
②6月19日(火) １３：３０～１５：３０

※全日程共、下記の物をご持参ください。
　①おしぼり又はウエットティッシュ　
　②ポケットティッシュ
※写真はイメージです。　

筆なしアートのパステリア書
初夏ーほたるのいる風景ー

Pastel lab．kiko パステリア書公認インストラクター

ｋｉｋｏ

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　［受講料］各756円　［教材費］各800円

筆を一切使わないパステリア書で、初夏の風物詩
「ほたる」を描きます。
現れた幻想的な風景はあなただけのものです。

無料
講座

正社員募集
商工会議所 共済・福祉制度

推進スタッフ
誰だって最初は未経験者だった。
ほとんどのスタッフは未経験からのスタート。
きめ細かい研修制度でしっかりサポートします。

宇都宮支社佐野営業所 〒327-0027 栃木県佐野市大和町2687-1 佐野商工会議所ビル  TEL 0283-24-4960 (担当：神田・川本)  http://www.axa.co.jp/

【 会 社 概 要 】 ［設立］1994年７月　［従業員数］7,580名(2017年3月末時点)
　 　 　 　 　 　［本社所在地］東京都港区白金１丁目１７番３号　［資本金］８５０億円(2015年３月末時点)

【業務内容】
●商工会議所　会員企業に対する生命保険による従業員の福利厚生制度
(退職金・弔慰金制度)のコンサルティング営業
●経営者のリスク管理や事業継承、資産管理などのアドバイスや保険設計
●個人のライフプランに対応した保険設計

【給与】経験・能力を考慮のうえ優遇/月給１８万円・２１万円・２４万円+諸手当
【対象】高卒以上・経験不問(未経験者 歓迎)
【勤務時間】９：１５～１７：００(休憩６０分) 原則として残業なし、試用期間なし
【待遇・福利厚生】各種社会保険完備、弔慰金、退職金制度、介護休業制度、
育児休暇制度、育児支援制度（育児短時間勤務）、育児手当　【賞与】年２回

【休日】完全週休２日制(土・日)、祝日、年末年始、入社初年度休暇3日、夏季休暇5日、
働き方改革休暇6日

【休暇】有給休暇：初年度１４日、２年目以降２0日 【勤務地】佐野営業所
【応募方法】下記電話連絡のうえ、履歴書持参でご来社ください。

いっ展べぇワークショップ
作品づくり体験会

●佐野商工会議所で開催

4月14日（土）～5月13日（日）、佐野市ゆかりの作家の作品
が、まちなかの店舗にならぶ「第7回いっ展べぇ」を開催し
ます。開催期間中、以下のワークショップを行います。

Ⓐ楽しい！ 革小物つくり

作家　遠藤　ゆかり

Ⓒサンキャッチャーワークショップ

【日時】4月14日（土）10：00～15：00
 （所要時間 1時間）
【定員】6名　【参加料】3,600円～

作家　La Ｐomaikai

Ⓔ渋紙による型彫り

【日時】4月15日（日）午前の部10：30～12：30
　　　　　　　　　午後の部13：00～15：00
 　　　　　　（所要時間 2時間）
【定員】4～5名　【参加料】2,000円（額付）

作家　堀尾　まき

Ⓑ小花のラリエット作り

【日時】①4月14日（土）10：00～15：00
 ②4月15日（日）10：00～15：00
 （所要時間 1時間）
【定員】5名 【参加料】1,500円

【日時】①4月14日（土）10：00～15：00
 ②4月15日（日）10：00～15：00
 （所要時間 1時間）
【定員】若干（お待ち頂く場合もございます）　【参加料】1,000円～

○4月14日（土）10：00～15：00
 ･浦東九安(陶器)       ･長島正志(絵画)
 ･河野辺尚美(水彩画) ･遠藤紀子(花手芸)
  ･kiko(パステルアート)

○4月15日（日）10：00～15：00
 ･浦東九安(陶器)      ･遠藤紀子(花手芸)       
  ･kiko(パステルアート) ･堀尾まき(藍形染め･野原染め)

作家　遠藤　紀子

Ⓓアート体験「色、いろいろ・ちぎって貼って」

【日時】4月14日（土）10：00～15：00
 （所要時間 1作品あたり約30分）
【定員】30名まで（3～4名ずつ順番に体験していただきます。）
【参加料】500円

作家　河野辺　尚美

各作家による特別販売会も実施します！

いっ展べぇに関する詳細はＦacebookをご確認ください！
https://www.facebook.com/ittenbe
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※まちの学校35の講座は、このチラシに掲載されている日程及び場所以外では、一切開催しておりません。　※次回、夏期生の受付は、7月2日（月）を予定しております。

※講師名につきましては、敬称を略させていただきました。

※まちの学校35の講座は、このチラシに掲載されている日程及び場所以外では、一切開催しておりません。　※次回、夏期生の受付は、7月2日（月）を予定しております。

※講師名につきましては、敬称を略させていただきました。

NEW
Teacher

上品な立ち振舞い美しいしぐさ
エレガントマナーレッスン

女性としての品位を感じさせる美しい立
ち振舞いやしぐさのレッスン。
スカーフの巻き方、ご自身の見せ方など
など。

①4月17日(火) １３：３０～１５：００
②5月13日(日) １３：３０～１５：００

エレガントマナー　講師

長沢　弥生

［定員］各8名　※講座内容は同じです。　[受講料］各540円　［教材費］各300円

※全日程共、下記の物をご持参ください。
　①鏡　②筆記用具
※服装はスカートまたはワンピースでご参加ください。

マイナス５歳をかなえる
美人メイクの基本

シミ・シワ・たるみ・くすみなど…
大人の女性の悩みをメイクで解消！
「メイクの力」を味方につけま
しょう。

①4月18日(水) １３：３０～１５：３０
②5月12日(土) １３：３０～１５：３０

ポーラエステイン with you 

坂口　雅美

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　［受講料］各540円　［教材費］各540円

※全日程共、下記の物をご持参ください。
　①ヘアーターバン　②ヘアピン 2本

世界基準のカイロプラクティック
説明・体験会

日本のカイロ・整体は無資格で誰でも施術が
可能です。
だから困る「どこへ行けば良いの？」にお答え
します。
腰痛肩こりで本当に困っている方への体験講
座です。　

①4月22日(日) １０：００～１１：３０　
②6月10日(日) １０：００～１１：３０　

バースデーカイロプラクティック

篠﨑　大輔

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　［受講料］各1,080円　［教材費］無料

※症状によっては当日体験を受けられない場合が
　ございます。　　

春からはじめる(全2回コース)
幸せ美文字レッスン
通信講座でも大人気のペン習字！
人前で自信を持って字が書ける美文字のコツ
をお教えします。
まずはボールペン字からはじめてみませんか？
　

(第1回)4月26日(木) １４：００～１６：００
(第2回)5月17日(木) １４：００～１６：００

日本ペン習字研究会　師範　彩柊会美文字教室

恩田　柊翠

［定員］8名　［受講料]3,000円(2回分・教材費込）

※筆記用具をご持参ください。 ※写真はイメージです。

※②、③はお持ちのもので結構です。

花・果物・野菜・民芸品等を描き
言葉をひと言添えて(全2回コース)

(第1回)4月27日(金) １０：００～１１：３０
(第2回)6月22日(金) １０：００～１１：３０

書道絵手紙恒水会　主宰　講師

千金楽　恒水

［定員］6名　［受講料］1,080円（2回分）　［教材費］200円（2回分）

※下記の物をご持参ください。
　①初回　野菜　 ②書道用具一式　
　③絵の具一式　 ④ティッシュ

※飲み物をご持参ください。
※動きやすい服装でご参加ください。
※体調のすぐれない方のご参加はご遠慮ください。

パーソナルトレーニング・
加圧トレーニングちょこっと体験

①5月10日(木) １３：３０～１５：３０
②5月24日(木) １３：３０～１５：３０

加圧トレーニングジム　リージェ

徳富　相悟

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　［受講料］各540円　［教材費］無料

筋力アップ・ダイエット・ボディメイクのための
パーソナルトレーニングと加圧トレーニング。
興味はあったけど機会がなかった…そんな
あなたに向けた体験会です。

※下記の物をご持参ください。
　①ノートパソコン（windows7～10）あれば
　　タブレット・スマホ
　②筆記用具
※ＩＤ・パスワードなどをご持参ください。

もっと便利に(全3回コース)
もっとたのしくＳＮＳ

(第1回)5月14日(月) １０：３０～１２：００
(第2回)5月21日(月) １０：３０～１２：００
(第3回)5月28日(月) １０：３０～１２：００

日本パソコンインストラクター養成協会　田名網　淳子

［定員］6名　[受講料]1,620円（3回分）　[教材費]無料

※ローマ字入力のできる方がご参加ください。

※スマホやPCなどをご持参ください。

不用品を売って家もキレイに
メルカリ入門(初心者編)

5月11日(金) 10：３０～１2：0０　

片付けコーディネーター＠整理収納アドバイザー

斉藤　真弓

［定員］10名　[受講料]3,240円(教材費込)

分かりやすいと人気の元PCインストラクター
で片付けのプロが今話題のメルカリの出品方
法を教えます。
家も片付いてお小遣いもＧＥＴ！

※筆記用具をご持参ください。

今話題のアドラー流！
「やる気を引出す言葉」講座

①5月18日(金) １０：００～１２：００
②6月 3日(日) １０：００～１２：００

①5月30日(水) １４：００～１５：３０
②6月20日(水) １４：００～１５：３０

①5月27日(日) １０：００～１２：００
②6月12日(火) １３：３０～１５：３０

(株)チームフロー認定　メンタルコーチ

今泉　秀俊

［定員］各8名　※講座内容は同じです　［受講料］各540円　［教材費］無料

「勇気が出る」「結果が出る」言葉がけを学び、
最高の応援者になりましょう！
・アドラー心理学を学びます
・「やる気を引出す言葉」を実際に作ってみます

※下記の物をご持参ください。
　①エプロン　②使い古しのタオル
※写真はイメージです。

オランダのトールペイント
アッセンデルフト

5月23日（水） １０：００～１２：００

ヨーロピアンクラシカルフォークアート　講師

永島　由江

［定員］7名　［受講料］540円　［教材費］1,000円

直径約４センチの丸型のウッドビーズに花を
描きます。
革ひもに下げステキなペンタントの出来上が
り！

※めがねが必要な方はご持参ください。
※写真はイメージです。

天然石Ｙ字ネックレス作り

アクセサリー作り趣味の会

栗崎　優希

［定員］各７名　※講座内容は同じです。　[受講料]各540円　[教材費]各1,400円

普段身につけるアクセサリーを自分で作ってみ
ませんか？
天然石や淡水パールをＴピンを使って、チェーン
につなげて作ります。

(第1回)6月 7日(木) １０：３０～１２：００
(第2回)6月21日(木) １０：３０～１２：００
(第3回)6月28日(木) １０：３０～１２：００

※下記の物をご持参ください。
　①英和辞典　②筆記用具

大人のための続基礎英語講座
（全3回コース）

Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ａｃａｄｅｍｙ　塚越　八重子

［定員］6名　［受講料］2,300円（3回分・教材費込）

オー・ヘンリー傑作短編集を英語で読みながら、
英語構文の特徴を理解して、英語力アップを実感
してください。

(第1回)6月 9日(土) １３：３０～１５：００
(第2回)6月23日(土) １３：３０～１５：００
(第3回)6月30日(土) １３：３０～１５：００

※飲み物をご持参ください。
※動きやすい服装でご参加ください。

ＥＮＪＯＹ　ＨＵLＡ！！
(全3回コース)

大高久江フラサークル　小林　千鶴子

［定員］15名　[受講料]1,620円(３回分)　[教材費]無料

【フラ】を楽しみましょう！！
基本ステップを練習して、１曲楽しく踊りま
しょう。
お子様、お孫様とのご参加も大歓迎です。

①6月 6日(水) １３：３０～１５：３０
②6月13日(水) １３：３０～１５：３０

※全日程共、下記の物をご持参ください。
　①ゆかた　②半巾帯
　③ゆかた下着(タンクトップとペチコートでも可)
　④タオル　2枚　⑤腰紐　3本　⑥伊達締め　
　⑦下駄　⑧衿止め(洗濯ばさみでも可)　
※不足品は無料で貸出いたします。
　お申込の際にお知らせください。

自分でゆかたを着てみませんか！
初心者向け講座

美重子きもの着付教室　代表

大森　美重子

［定員］各8名　※講座内容は同じです。　［受講料］各540円　［教材費］無料

はじめてでも楽しく学べます。

①6月5日(火) １３：３０～１４：３０
②6月5日(火) １６：００～１７：００

※Ｔシャツなどの動きやすい服装でご参
　加ください。
※体験時クリームを使用いたします。

筋膜リリース
ちょこっと体験

ネイル＆ビューティー　美トク　代表

KYOKO

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　[受講料]各648円　[教材費]各500円

筋膜リリースの目的は、筋膜が癒着し
て起こる不調をやわらげます。
身体のコリ・ハリなど気になる方へ。
肩・背中の施術とカンタン体操を、ちょ
こっと体験出来る講座です。

※骨格タイプ別アドバイスシートプレゼント。

ＮＨＫ・各種メディアで紹介された
「骨格診断」を体験♪

パーソナルスタイル診断サロン　美・サンテ　代表

関　美由紀

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　[受講料］各1,620円　［教材費］各540円

ＮＨＫラジオ・午後生テレビに出演した骨格診
断士がお一人お一人の骨格タイプを診断し自
分に似合うファッションアイテムや着こなし
のポイントをご紹介します。

①5月26日(土) １０：００～１２：００
②5月26日(土) １３：３０～１５：３０

※対象：中学生以上
※必要な道具は全て用意いたします。
※写真はイメージです。

おしゃれな
せっけんアートを楽しもう

せっけん工房

岡田　育子

［定員］各10名　※講座内容は同じです。　［受講料］各540円　［教材費］各1,000円

スズランのかわいい花をお届けしましょう。

※必要な工具は全て用意いたします。
※めがねが必要な方はご持参ください。
※申込締切及びキャンセルは各講座開催日
　の10日前までといたします。
※写真はイメージです。

楽しく♥素敵に！
メイキング・アクセサリー

①5月22日（火） １０：００～１２：００
②6月 2日(土) １０：００～１２：００

文部科学省認可　㈶日本余暇文化振興会　講師

坂本　正子

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　［受講料］各540円　［教材費］各2,000円

スワロフスキーとコットンパールを使い、
胸元で楽に取り外し可能なネックレスで
す。

※大きめなタオル1本をご持参ください。
※教材費には運動器具使用料も含まれます。

慢性の腰の痛みに
特化した施術で改善しませんか？

①5月11日(金) １３：３０～１５：００
②6月 8日(金) １３：３０～１５：００

慢性腰痛専門　アトラスカイロプラクティック　院長

桑原　裕之

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　［受講料］各1,080円(教材費込)

慢性の腰の痛みでお悩みのあなたへ。
腰の痛みに特化した筋膜療法を体験する講座。

※下記の物をご持参ください。
　①裁縫道具　②ピンセット
※写真はイメージです。

古布で楽しむ裁縫教室
ネックレスを作ろう

5月7日(月) １３：３０～１６：００

古布和雑貨　ぎゃらりー福寿　代表

柄澤　敏枝

［定員］10名　［受講料］3,600円(教材費込)　

ループの作り方を学べる講座を行います。
ループを使って素敵なネックレスを作りま
しょう。
　

アメリカンフラワー
【オーガンジーポピー】

コサージュを作ります。
とても軽いです。

4月23日(月) １０：００～１２：００

アメリカンフラワー　クボタ教室

久保田　つる子

［定員］7名　［受講料］540円　［教材費］1,100円　

※下記の物をご持参ください。
　①ペンチ　②ハサミ　③エプロン
※写真はイメージです。

松田聖子担当「嶋田ちあき」に
学んだメイク講師の化粧術

メイクを少し変えるだけで「もっと綺麗」な
自分に会える。
名古屋テレビ等にも出演のカリスマメイク
講師が未知なる美を開花させます。

①4月26日(木) １０：００～１２：００
②5月27日(日) １３：３０～１５：３０

ラフレイジュメイクスタジオ

永澤　有希

［定員］各5名　※講座内容は同じです。　［受講料］各540円　［教材費］無料

※メイク道具をご持参ください。
※普段通りのメイクでご参加ください。

NEW
Teacher

初心者でも簡単！
老後の資産形成

「老後貧乏」「人生100年時代」
安心の老後生活を手に入れるため何を
すればいいのか？
知識も経験もいらない、ほっといて出来
る資産形成。

①4月19日(木) １３：３０～１５：００
②5月16日(水) １３：３０～１５：００

(有)マインズプランニング

石井　修一

［定員］各5名　※講座内容は同じです。　[受講料］各540円　［教材費］無料

“初夏の風”袖なしプルオーバー
【かぎ針編】(全3回コース)

春夏～オールシーズン、マイニットとして楽
しめる、上品な作品をおすすめしましょう！
繊細に見えても編み易い！鎖、細編、ピコット
とこれだけ。
ネックから裾に向かって好みの丈に編んで
みてください。

(第1回)4月19日(木) １３：３０～１５：３０
(第2回)5月10日(木) １３：３０～１５：３０
(第3回)5月24日(木) １３：３０～１５：３０

ネオヤあみもの手芸店 　小沼　恵美子

［定員］10名　［受講料］1,620円（3回分）　［教材費］3,950円（3回分）

①受講料・教材費については、各講座により異なります。詳細は募集要項をご確認ください。
②受講料及び教材費は、全て税込みです。
③申込期限は、原則各開催日5日前までとさせていただきます。（※事前にご予約ください。）
④予約の取り消しは、原則各開催日5日前までとさせていただきます。なお、受講料及び教材費が必
要な講座については、キャンセル料として実費受講者の負担となりますのでご注意ください。

⑤複数回の講座において、欠席の場合、連絡の有無・理由のいかんを問わず、受講料及び教材費の返金はい
たしません。

⑥受講申込が少ない場合、講師と相談の上、講座を中止させていただくことがありますのでご了承く
ださい。（前々日までに電話にてご連絡いたします。）

⑦講座中は、商品・サービスの販売は一切行っておりません。
⑧複数回、主催者に無断で欠席を繰り返す方については、参加申込をお断りさせていただきます。
⑨講座中に、講師並びに受講者の迷惑になる行為があった場合は、今後の参加をお断りさせていただきます。
⑩未就学児をお連れになる方は、申込時に同伴参加が可能かどうかご確認ください。
⑪講座内外における諸問題については、当事者間で解決するものとし、主催者は一切責任を負いません。
　（例：ケガ、盗難、事故、販売トラブル、セクハラ等）

⑫講座開始から10分以上の遅刻、及び再入場はご遠慮ください。
⑬原則として申込完了後、主催者より確認等の連絡はいたしませんので、各自で日程及び内容を
確認の上ご参加ください。

⑭受講者の個人情報は講座に関する連絡の他、お客様のサービス向上をはかる目的で利用させ
ていただきますが、受講者の同意無しに第三者に開示したり提供したりすることはありません。

⑮「まちの学校35」は、No.30～37を除き当会館内で開催するものといたします。各講師が自主
的に当会館内及び各店舗等において主催する講座と、まちの学校及び佐野商工会議所は一切
関係なく、またその講師及び事業所を佐野商工会議所が推薦又は保証するものでは一切ありま
せんので、ご理解の上ご参加ください。

⑯（講師希望の方へ）講師経験が豊富で集客が見込める講座であり、当所講師基準を満たす方を
優先いたします。なお、開催の有無については全体的なバランスや受講申込状況等を勘案し主
催者が決定いたします。 （ただし、審査の経過は公開いたしません。）

次の注意事項をご確認の上、お申込みください。

①4月17日(火) １０：３０～１２：００
②5月15日(火) １０：３０～１２：００

［定員］各10名　※講座内容は同じです。　［受講料］各540円　［教材費］無料

薬剤師

永倉　初江

高齢者に安全な薬物療法
高齢になると薬の副作用や中毒などが現
れやすくなります。
常用しているサプリメントにも注意が必要
です。
加齢変化による医薬品の過量投与や多剤
投与・長期投与・誤服用について話します。

4月21日(土) １３：３０～１５：３０

［定員］6名　［受講料］540円　［教材費］無料

(社)足と靴と健康協議会　認定　上級シューフィッター

島田　和敏

足と靴と健康講座Ⅴ
・ペドカルテ(足型)作成
・(社)ＦＨＡ発行“はだし気分で歩こう”を 
 テキストに実習

※お申込の際に、足や靴の問題点をお知ら
　せください。

※かぎ針４号又は5号をご持参ください。
※どこでもカードのポイント３倍差し上げます。
※写真はイメージです。

入れ歯デンタルクリニック　院長

飯田　和雄
①5月10日(木) １０：３０～１２：００
②6月26日(火) １４：３０～１６：００

［定員］各10名 ※講座内容は同じです。　[受講料］各540円　［教材費］無料

入れ歯、ブリッジ、インプラント
どれが私にあってるの？

歯が抜けた時に、入れ歯、ブリッジ、インプラ
ントのどれが御自身に一番合っているのか。
それぞれの長所、短所を全てお話しします。
終了後、個別無料相談お受けします。
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※まちの学校35の講座は、このチラシに掲載されている日程及び場所以外では、一切開催しておりません。　※次回、夏期生の受付は、7月2日（月）を予定しております。

※講師名につきましては、敬称を略させていただきました。

※まちの学校35の講座は、このチラシに掲載されている日程及び場所以外では、一切開催しておりません。　※次回、夏期生の受付は、7月2日（月）を予定しております。

※講師名につきましては、敬称を略させていただきました。

NEW
Teacher

上品な立ち振舞い美しいしぐさ
エレガントマナーレッスン

女性としての品位を感じさせる美しい立
ち振舞いやしぐさのレッスン。
スカーフの巻き方、ご自身の見せ方など
など。

①4月17日(火) １３：３０～１５：００
②5月13日(日) １３：３０～１５：００

エレガントマナー　講師

長沢　弥生

［定員］各8名　※講座内容は同じです。　[受講料］各540円　［教材費］各300円

※全日程共、下記の物をご持参ください。
　①鏡　②筆記用具
※服装はスカートまたはワンピースでご参加ください。

マイナス５歳をかなえる
美人メイクの基本

シミ・シワ・たるみ・くすみなど…
大人の女性の悩みをメイクで解消！
「メイクの力」を味方につけま
しょう。

①4月18日(水) １３：３０～１５：３０
②5月12日(土) １３：３０～１５：３０

ポーラエステイン with you 

坂口　雅美

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　［受講料］各540円　［教材費］各540円

※全日程共、下記の物をご持参ください。
　①ヘアーターバン　②ヘアピン 2本

世界基準のカイロプラクティック
説明・体験会

日本のカイロ・整体は無資格で誰でも施術が
可能です。
だから困る「どこへ行けば良いの？」にお答え
します。
腰痛肩こりで本当に困っている方への体験講
座です。　

①4月22日(日) １０：００～１１：３０　
②6月10日(日) １０：００～１１：３０　

バースデーカイロプラクティック

篠﨑　大輔

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　［受講料］各1,080円　［教材費］無料

※症状によっては当日体験を受けられない場合が
　ございます。　　

春からはじめる(全2回コース)
幸せ美文字レッスン
通信講座でも大人気のペン習字！
人前で自信を持って字が書ける美文字のコツ
をお教えします。
まずはボールペン字からはじめてみませんか？
　

(第1回)4月26日(木) １４：００～１６：００
(第2回)5月17日(木) １４：００～１６：００

日本ペン習字研究会　師範　彩柊会美文字教室

恩田　柊翠

［定員］8名　［受講料]3,000円(2回分・教材費込）

※筆記用具をご持参ください。 ※写真はイメージです。

※②、③はお持ちのもので結構です。

花・果物・野菜・民芸品等を描き
言葉をひと言添えて(全2回コース)

(第1回)4月27日(金) １０：００～１１：３０
(第2回)6月22日(金) １０：００～１１：３０

書道絵手紙恒水会　主宰　講師

千金楽　恒水

［定員］6名　［受講料］1,080円（2回分）　［教材費］200円（2回分）

※下記の物をご持参ください。
　①初回　野菜　 ②書道用具一式　
　③絵の具一式　 ④ティッシュ

※飲み物をご持参ください。
※動きやすい服装でご参加ください。
※体調のすぐれない方のご参加はご遠慮ください。

パーソナルトレーニング・
加圧トレーニングちょこっと体験

①5月10日(木) １３：３０～１５：３０
②5月24日(木) １３：３０～１５：３０

加圧トレーニングジム　リージェ

徳富　相悟

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　［受講料］各540円　［教材費］無料

筋力アップ・ダイエット・ボディメイクのための
パーソナルトレーニングと加圧トレーニング。
興味はあったけど機会がなかった…そんな
あなたに向けた体験会です。

※下記の物をご持参ください。
　①ノートパソコン（windows7～10）あれば
　　タブレット・スマホ
　②筆記用具
※ＩＤ・パスワードなどをご持参ください。

もっと便利に(全3回コース)
もっとたのしくＳＮＳ

(第1回)5月14日(月) １０：３０～１２：００
(第2回)5月21日(月) １０：３０～１２：００
(第3回)5月28日(月) １０：３０～１２：００

日本パソコンインストラクター養成協会　田名網　淳子

［定員］6名　[受講料]1,620円（3回分）　[教材費]無料

※ローマ字入力のできる方がご参加ください。

※スマホやPCなどをご持参ください。

不用品を売って家もキレイに
メルカリ入門(初心者編)

5月11日(金) 10：３０～１2：0０　

片付けコーディネーター＠整理収納アドバイザー

斉藤　真弓

［定員］10名　[受講料]3,240円(教材費込)

分かりやすいと人気の元PCインストラクター
で片付けのプロが今話題のメルカリの出品方
法を教えます。
家も片付いてお小遣いもＧＥＴ！

※筆記用具をご持参ください。

今話題のアドラー流！
「やる気を引出す言葉」講座

①5月18日(金) １０：００～１２：００
②6月 3日(日) １０：００～１２：００

①5月30日(水) １４：００～１５：３０
②6月20日(水) １４：００～１５：３０

①5月27日(日) １０：００～１２：００
②6月12日(火) １３：３０～１５：３０

(株)チームフロー認定　メンタルコーチ

今泉　秀俊

［定員］各8名　※講座内容は同じです　［受講料］各540円　［教材費］無料

「勇気が出る」「結果が出る」言葉がけを学び、
最高の応援者になりましょう！
・アドラー心理学を学びます
・「やる気を引出す言葉」を実際に作ってみます

※下記の物をご持参ください。
　①エプロン　②使い古しのタオル
※写真はイメージです。

オランダのトールペイント
アッセンデルフト

5月23日（水） １０：００～１２：００

ヨーロピアンクラシカルフォークアート　講師

永島　由江

［定員］7名　［受講料］540円　［教材費］1,000円

直径約４センチの丸型のウッドビーズに花を
描きます。
革ひもに下げステキなペンタントの出来上が
り！

※めがねが必要な方はご持参ください。
※写真はイメージです。

天然石Ｙ字ネックレス作り

アクセサリー作り趣味の会

栗崎　優希

［定員］各７名　※講座内容は同じです。　[受講料]各540円　[教材費]各1,400円

普段身につけるアクセサリーを自分で作ってみ
ませんか？
天然石や淡水パールをＴピンを使って、チェーン
につなげて作ります。

(第1回)6月 7日(木) １０：３０～１２：００
(第2回)6月21日(木) １０：３０～１２：００
(第3回)6月28日(木) １０：３０～１２：００

※下記の物をご持参ください。
　①英和辞典　②筆記用具

大人のための続基礎英語講座
（全3回コース）

Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ａｃａｄｅｍｙ　塚越　八重子

［定員］6名　［受講料］2,300円（3回分・教材費込）

オー・ヘンリー傑作短編集を英語で読みながら、
英語構文の特徴を理解して、英語力アップを実感
してください。

(第1回)6月 9日(土) １３：３０～１５：００
(第2回)6月23日(土) １３：３０～１５：００
(第3回)6月30日(土) １３：３０～１５：００

※飲み物をご持参ください。
※動きやすい服装でご参加ください。

ＥＮＪＯＹ　ＨＵLＡ！！
(全3回コース)

大高久江フラサークル　小林　千鶴子

［定員］15名　[受講料]1,620円(３回分)　[教材費]無料

【フラ】を楽しみましょう！！
基本ステップを練習して、１曲楽しく踊りま
しょう。
お子様、お孫様とのご参加も大歓迎です。

①6月 6日(水) １３：３０～１５：３０
②6月13日(水) １３：３０～１５：３０

※全日程共、下記の物をご持参ください。
　①ゆかた　②半巾帯
　③ゆかた下着(タンクトップとペチコートでも可)
　④タオル　2枚　⑤腰紐　3本　⑥伊達締め　
　⑦下駄　⑧衿止め(洗濯ばさみでも可)　
※不足品は無料で貸出いたします。
　お申込の際にお知らせください。

自分でゆかたを着てみませんか！
初心者向け講座

美重子きもの着付教室　代表

大森　美重子

［定員］各8名　※講座内容は同じです。　［受講料］各540円　［教材費］無料

はじめてでも楽しく学べます。

①6月5日(火) １３：３０～１４：３０
②6月5日(火) １６：００～１７：００

※Ｔシャツなどの動きやすい服装でご参
　加ください。
※体験時クリームを使用いたします。

筋膜リリース
ちょこっと体験

ネイル＆ビューティー　美トク　代表

KYOKO

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　[受講料]各648円　[教材費]各500円

筋膜リリースの目的は、筋膜が癒着し
て起こる不調をやわらげます。
身体のコリ・ハリなど気になる方へ。
肩・背中の施術とカンタン体操を、ちょ
こっと体験出来る講座です。

※骨格タイプ別アドバイスシートプレゼント。

ＮＨＫ・各種メディアで紹介された
「骨格診断」を体験♪

パーソナルスタイル診断サロン　美・サンテ　代表

関　美由紀

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　[受講料］各1,620円　［教材費］各540円

ＮＨＫラジオ・午後生テレビに出演した骨格診
断士がお一人お一人の骨格タイプを診断し自
分に似合うファッションアイテムや着こなし
のポイントをご紹介します。

①5月26日(土) １０：００～１２：００
②5月26日(土) １３：３０～１５：３０

※対象：中学生以上
※必要な道具は全て用意いたします。
※写真はイメージです。

おしゃれな
せっけんアートを楽しもう

せっけん工房

岡田　育子

［定員］各10名　※講座内容は同じです。　［受講料］各540円　［教材費］各1,000円

スズランのかわいい花をお届けしましょう。

※必要な工具は全て用意いたします。
※めがねが必要な方はご持参ください。
※申込締切及びキャンセルは各講座開催日
　の10日前までといたします。
※写真はイメージです。

楽しく♥素敵に！
メイキング・アクセサリー

①5月22日（火） １０：００～１２：００
②6月 2日(土) １０：００～１２：００

文部科学省認可　㈶日本余暇文化振興会　講師

坂本　正子

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　［受講料］各540円　［教材費］各2,000円

スワロフスキーとコットンパールを使い、
胸元で楽に取り外し可能なネックレスで
す。

※大きめなタオル1本をご持参ください。
※教材費には運動器具使用料も含まれます。

慢性の腰の痛みに
特化した施術で改善しませんか？

①5月11日(金) １３：３０～１５：００
②6月 8日(金) １３：３０～１５：００

慢性腰痛専門　アトラスカイロプラクティック　院長

桑原　裕之

［定員］各6名　※講座内容は同じです。　［受講料］各1,080円(教材費込)

慢性の腰の痛みでお悩みのあなたへ。
腰の痛みに特化した筋膜療法を体験する講座。

※下記の物をご持参ください。
　①裁縫道具　②ピンセット
※写真はイメージです。

古布で楽しむ裁縫教室
ネックレスを作ろう

5月7日(月) １３：３０～１６：００

古布和雑貨　ぎゃらりー福寿　代表

柄澤　敏枝

［定員］10名　［受講料］3,600円(教材費込)　

ループの作り方を学べる講座を行います。
ループを使って素敵なネックレスを作りま
しょう。
　

アメリカンフラワー
【オーガンジーポピー】

コサージュを作ります。
とても軽いです。

4月23日(月) １０：００～１２：００

アメリカンフラワー　クボタ教室

久保田　つる子

［定員］7名　［受講料］540円　［教材費］1,100円　

※下記の物をご持参ください。
　①ペンチ　②ハサミ　③エプロン
※写真はイメージです。

松田聖子担当「嶋田ちあき」に
学んだメイク講師の化粧術

メイクを少し変えるだけで「もっと綺麗」な
自分に会える。
名古屋テレビ等にも出演のカリスマメイク
講師が未知なる美を開花させます。

①4月26日(木) １０：００～１２：００
②5月27日(日) １３：３０～１５：３０

ラフレイジュメイクスタジオ

永澤　有希

［定員］各5名　※講座内容は同じです。　［受講料］各540円　［教材費］無料

※メイク道具をご持参ください。
※普段通りのメイクでご参加ください。

NEW
Teacher

初心者でも簡単！
老後の資産形成

「老後貧乏」「人生100年時代」
安心の老後生活を手に入れるため何を
すればいいのか？
知識も経験もいらない、ほっといて出来
る資産形成。

①4月19日(木) １３：３０～１５：００
②5月16日(水) １３：３０～１５：００

(有)マインズプランニング

石井　修一

［定員］各5名　※講座内容は同じです。　[受講料］各540円　［教材費］無料

“初夏の風”袖なしプルオーバー
【かぎ針編】(全3回コース)

春夏～オールシーズン、マイニットとして楽
しめる、上品な作品をおすすめしましょう！
繊細に見えても編み易い！鎖、細編、ピコット
とこれだけ。
ネックから裾に向かって好みの丈に編んで
みてください。

(第1回)4月19日(木) １３：３０～１５：３０
(第2回)5月10日(木) １３：３０～１５：３０
(第3回)5月24日(木) １３：３０～１５：３０

ネオヤあみもの手芸店 　小沼　恵美子

［定員］10名　［受講料］1,620円（3回分）　［教材費］3,950円（3回分）

①受講料・教材費については、各講座により異なります。詳細は募集要項をご確認ください。
②受講料及び教材費は、全て税込みです。
③申込期限は、原則各開催日5日前までとさせていただきます。（※事前にご予約ください。）
④予約の取り消しは、原則各開催日5日前までとさせていただきます。なお、受講料及び教材費が必
要な講座については、キャンセル料として実費受講者の負担となりますのでご注意ください。

⑤複数回の講座において、欠席の場合、連絡の有無・理由のいかんを問わず、受講料及び教材費の返金はい
たしません。

⑥受講申込が少ない場合、講師と相談の上、講座を中止させていただくことがありますのでご了承く
ださい。（前々日までに電話にてご連絡いたします。）

⑦講座中は、商品・サービスの販売は一切行っておりません。
⑧複数回、主催者に無断で欠席を繰り返す方については、参加申込をお断りさせていただきます。
⑨講座中に、講師並びに受講者の迷惑になる行為があった場合は、今後の参加をお断りさせていただきます。
⑩未就学児をお連れになる方は、申込時に同伴参加が可能かどうかご確認ください。
⑪講座内外における諸問題については、当事者間で解決するものとし、主催者は一切責任を負いません。
　（例：ケガ、盗難、事故、販売トラブル、セクハラ等）

⑫講座開始から10分以上の遅刻、及び再入場はご遠慮ください。
⑬原則として申込完了後、主催者より確認等の連絡はいたしませんので、各自で日程及び内容を
確認の上ご参加ください。

⑭受講者の個人情報は講座に関する連絡の他、お客様のサービス向上をはかる目的で利用させ
ていただきますが、受講者の同意無しに第三者に開示したり提供したりすることはありません。

⑮「まちの学校35」は、No.30～37を除き当会館内で開催するものといたします。各講師が自主
的に当会館内及び各店舗等において主催する講座と、まちの学校及び佐野商工会議所は一切
関係なく、またその講師及び事業所を佐野商工会議所が推薦又は保証するものでは一切ありま
せんので、ご理解の上ご参加ください。

⑯（講師希望の方へ）講師経験が豊富で集客が見込める講座であり、当所講師基準を満たす方を
優先いたします。なお、開催の有無については全体的なバランスや受講申込状況等を勘案し主
催者が決定いたします。 （ただし、審査の経過は公開いたしません。）

次の注意事項をご確認の上、お申込みください。

①4月17日(火) １０：３０～１２：００
②5月15日(火) １０：３０～１２：００

［定員］各10名　※講座内容は同じです。　［受講料］各540円　［教材費］無料

薬剤師

永倉　初江

高齢者に安全な薬物療法
高齢になると薬の副作用や中毒などが現
れやすくなります。
常用しているサプリメントにも注意が必要
です。
加齢変化による医薬品の過量投与や多剤
投与・長期投与・誤服用について話します。

4月21日(土) １３：３０～１５：３０

［定員］6名　［受講料］540円　［教材費］無料

(社)足と靴と健康協議会　認定　上級シューフィッター

島田　和敏

足と靴と健康講座Ⅴ
・ペドカルテ(足型)作成
・(社)ＦＨＡ発行“はだし気分で歩こう”を 
 テキストに実習

※お申込の際に、足や靴の問題点をお知ら
　せください。

※かぎ針４号又は5号をご持参ください。
※どこでもカードのポイント３倍差し上げます。
※写真はイメージです。

入れ歯デンタルクリニック　院長

飯田　和雄
①5月10日(木) １０：３０～１２：００
②6月26日(火) １４：３０～１６：００

［定員］各10名 ※講座内容は同じです。　[受講料］各540円　［教材費］無料

入れ歯、ブリッジ、インプラント
どれが私にあってるの？

歯が抜けた時に、入れ歯、ブリッジ、インプラ
ントのどれが御自身に一番合っているのか。
それぞれの長所、短所を全てお話しします。
終了後、個別無料相談お受けします。
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