※新型コロナウイルス感染症対策のため、手指消毒、手洗い、咳エチケット、マスク着用、換気等、感染症対策を講じるとともに、体調不良の方のご参加はご遠慮下さい。

次の注意事項をご確認の上、
お申込みください。
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(第1回)7月10日(日) １３：３０〜１４：３０
(第2回)7月24日(日) １３：３０〜１４：３０

０歳〜５歳までの音楽教室。
乳幼児心理学をもとにプログラム
されています。
自然、家族、遊び、
３つを要素にした
豊かな音楽作りを推進しています。

天明小

医師会病院

3

自分へのご褒美の時間♡
〜心と体を整えるヨガ〜
初めての方でもできるやさしいヨガ。
硬い体でも深い呼吸を入れながら凝り固
まった体を丁寧にほぐし気持ちよさを感じ
ましょう。
元気になれるヨガ。

ダイエットにありがち！
こんな失敗＆成功しない理由
ダイ エットに ありがち な 失 敗と、
そのダイエットが成功しないカラダ
の仕組みのお話です。
健 康 にも役 立つ 内 容 な ので、ダイ
エット興味なしの方の受講も大歓迎！

①7月12日(火) １３：３０〜１４：３０
②9月 5日(月) １０：３０〜１１：３０
［定員］各12名 ※講座内容は同じです。［受講料］各550円 ［教材費］無料
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初めての茶道（全３回コース）
〜イスで気軽にお抹茶体験〜
テーブルと椅子で始める茶道
・お菓子のいただき方
・お抹茶のたて方

茶道裏千家 講師

沖 莉恵

①7月13日(水) １０：３０〜１１：３０
②9月29日(木) １０：３０〜１１：３０

［定員］各6名 ※講座内容は同じです。
［受講料］各1,100円［教材費］各500円

8

するとしないで明暗ハッキリ！
相続対策の第一歩

永井 宗誉

(第1回)7月16日(土) １０：００〜１２：００
(第2回)8月 6日(土) １０：００〜１２：００
(第3回)8月20日(土) １０：００〜１２：００

①7月14日(木) １３：３０〜１５：３０
②7月16日(土) １３：３０〜１５：３０

※オラクルカードはAmazon、楽天、
書店等で購入することができます。

イチオシ

どんな未来にしたい？
相続対策のここだけは押さえておこう
3つのポイント

［定員］
6名［受講料］
1,650円（3回分）
［教材費］
3,350円
（3回分）
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※オリジナルエンディングノートプレゼント
※筆記用具をご持参ください。

メディカルタイチで
オーダーメイドの健康法
ご自身の心身の状態を知り、経絡上の
気・血・水の流れを意識しながら行う
エクササイズです。
自分の健康法を見つけましょう。

※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。

占いセラピーサロン・あまと 代表

繋ぐ相続サロン ラクレア 代表

ビューティーサロン ポルテ 代表

①7月18日(祝･月) １３：３０〜１６：３０
②9月15日(木)
１３：３０〜１６：３０

①7月19日(火) １０：００〜１１：００
②9月 8日(木) １０：００〜１１：００

①7月20日(水) １０：００〜１１：００
②9月 9日(金) １０：００〜１１：００

天亨（あまと）ハル

大谷 香也子

［定員］各5名 ※講座内容は同じです。
［受講料］各3,000円［教材費］無料
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至 古河

※全日程共、
下記の物をご持参ください。
①ヨガマット ②飲み物
③フェイスタオル
（補助道具として）

認定分子栄養学アドバイザー サロンリノ

オラクル（神託）を得る為には右脳の
直感力を上手に使う事が大切です。
楽しみながら自分に必要なメッセー
ジを受け取ってみませんか？
（お持ちのカードがあればご持参くだ
さい。）

今回は腰痛に
お悩みの方のための企画

イチオシ

佐野市で唯一の腰痛専門整体院アトラス整体院。
腰痛一筋20年の実績！何故当院だけが結果を出し
続けているのか？
諦めている腰痛の改善方法やアイデアを学ぶ講座
です。

※教科書腰痛改善をプレゼント

日本疼痛リハビリテーション アトラス整体院 代表

桑原 裕之

①7月20日(水) １３：３０〜１６：００
②8月24日(水) １３：３０〜１６：００

［定員］各5名 ※講座内容は同じです。[受講料]各2,750円（教材費込）

警察署

※洋服で手ぶらでご参加ください。

永澤 恭子

7

9

近藤 真由美

［定員］
１０名 ［受講料］
2,200円（２回分）
［教材費］無料

一般社団法人 Ｓｏ
ｌ
ａ
ｒ
ｉ
ｓ

オラクルカード
入門講座

JA

佐野市駅

※動きやすい服装でご参加ください。
※対象：０歳〜５歳の親子

［定員］
各５組 ※講座内容は同じです。
［受講料］
各550円［教材費］無料

至 岩舟

①8月20日(土) １３：３０〜１５：００
②8月27日(土) １３：３０〜１５：００

5

文化会館

ヨガインストラクター

長浜 すみお

アメリカ発！世界で大人気！
Ｍｕｓ
ｉ
ｃ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ®

消防署

佐野小

ヤマネギターズ

小菅 慶子

［定員］
各6名 ※講座内容は同じです。［受講料］各550円
［教材費］
無料

東和銀行

佐野商工会議所

まちなかサロン

※お持ちでない方はお申込の際にお知らせくだ
さい。
無料で貸出いたします
（５台まで）

いちごとまるがおさん 代表

佐野東高

※必要な材料・道具は全て用意
いたします。

初心者向けのウクレレ講座です。
講師は佐野市、群馬県太田市でギター教室を
開催しています。
ホームページ出来ました。
https://yamaneguitars.com

市営
P

16
佐野駅
ぱるぽーと 日本政策
金融公庫
市役所
67
旧 50 号
足利銀行
佐野
未来館
栃木銀行

産業道路
郵便局

現役漫画家と一緒に漫画の描き方
の一連の流れが体験できます！
①キャラクターの作り方
②物語の考え方
③作画の方法

2

楽しもう！ウクレレ
（全２回コース）

群馬銀行

NEW
Teacher

N

城山公園

佐野信用金庫

1

親子・友だちと一緒に！
はじめての漫画の描き方

⑪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。
⑫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）
⑬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。
⑭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。
⑮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。
⑯
「まちの学校52」
は、
No.41〜42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。
⑰（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。
）

至 足利

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事務負担の軽減のため、受講料及び教材費につきましては、おつりのな
いように、
ご協力お願いします。
④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。
）
⑤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。
⑥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。
⑦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。
）
⑧講座中は、
商品・サービスの販売は一切行っておりません。
⑨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。
⑩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。

至 田沼

ご案内図

［定員］各10名 ※講座内容は同じです。
［受講料］各550円［教材費］無料
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日々楽しく、暑い夏をのりきりましょ。
暑中見舞をポストイン。
団扇や段ボールに絵手紙を描きます。
第1回モチーフはいろいろな夏野菜を
描きます。
※下記の物をご持参ください。
①書道用具一式 ②絵の具一式
③ティッシュ
※①、②は手持ちのもので結構です。
※写真はイメージです。

書道墨彩画絵手紙恒水会主宰 講師

千金楽 恒水

(第1回)7月21日(木) １０：００〜１１：３０
(第2回)8月 4日(木) １０：００〜１１：３０
(第3回)9月 1日(木) １０：００〜１１：３０
［定員］15名［受講料］1,650円（3回分）
［教材費］
200円（3回分）

井沢 早苗

［定員］各6名 ※講座内容は同じです。[受講料]各550円 [教材費]無料
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気どらないプルオーバー
【かぎ針編】
（全３回コース）
ストンと着るだけで今日の気分快調！
お花のような模様で袖口と裾にあしらった
スカラップの模様がアクセントになって素的！
糸は極小スパンコールを通した上品な輝きの
1ｍｍスパンコールヤーン、やわらかコットン。
※色は来店していただきお決めください。
7/13
（水）
まで
※４号のかぎ針をご持参ください。
※どこでもカードのポイント差し上げます。
※写真はイメージです。

ネオヤあみもの手芸店

小沼 恵美子

(第1回)7月21日(木) １３：３０〜１５：３０
(第2回)8月 7日(日) １３：３０〜１５：３０
(第3回)8月21日(日) １３：３０〜１５：３０
［定員］12名［受講料］
1,650円
（3回分）
［教材費］
4,800円
（3回分）

※まちの学校52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、秋期生の受付は、10月3日（月）
を予定しております。

13

※新型コロナウイルス感染症対策のため、手指消毒、手洗い、咳エチケット、マスク着用、換気等、感染症対策を講じるとともに、体調不良の方のご参加はご遠慮下さい。

今年の夏は諦めない！
チェアヨガで尿もれ対策＆身体作り
尿漏れ・ぽっこりお腹は多くの女性の悩み。
実は「骨盤低筋」が原因かも！歳だからと諦めて
いませんか？
いくつになっても体は変わります。

14

［定員］各10名 ※講座内容は同じです。
［受講料］各550円［教材費］無料

はじめて！カンタン！
動画編集講座
撮影した動画を編集してみません
か？
必要な部分を切り出す、文字を加え
る、ＢＧＭや効果音を入れるという
作業と、YouTubeへの投稿の仕方
をレクチャーします！

［定員］各8名 ※講座内容は同じです。
［受講料］各550円［教材費］各1,500円
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さのプログラミング教室

柄澤 敏枝

①7月26日(火) １０：３０〜１２：００
②8月 2日(火) １０：３０〜１２：００

［定員］6名 [受講料]550円 [教材費]2,100円

20

夏帽子にいかが！
花弁を貼り重ねて作るバラのブローチ
木綿地の花びらのカラーバランスを楽しみな
がら、バラのブローチを作ります。

生年月日でここまでわかる？
豊かな個性と可能性
あなたの個性・能力・適職・リズムなど
生年月日からわかることが沢山あります。
あなたのことをもっと知り
可能性を広げませんか？
※お申込の際に生年月日をお知らせくだ
さい。
（わかる方は生まれた時間もお知らせ
ください）

（一社）
Ｉ
ＳＤ個性心理学協会 マスターインストラクター

田村 友莉香

①7月29日(金) １０：００〜１２：００
②9月16日(金) １０：００〜１２：００
［定員］各10名 ※講座内容は同じです。
［受講料］各2,000円［教材費］各500円
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楽しく♥素敵に！
メイキング・アクセサリー
①スワロフスキーを使ったサマーネックレス
（写真右）
②天然石とパールのネックレス（写真左）
※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。

せっけん工房 代表

87ｂｕｎｋｏ 主宰 花手芸作家

遠藤 紀子

Ｎａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ〜ナチュレ〜 代表

岡田 育子

①7月30日(土) １０：００〜１２：００
②7月30日(土) １３：３０〜１５：３０

①7月31日(日) １３：３０〜１５：３０
②8月 1日(月) １３：３０〜１５：３０

①8月 5日(金) １０：００〜１２：００
②9月 3日(土) １０：００〜１２：００

［定員］各10名 ※講座内容は同じです。[受講料]各550円 [教材費]各800円

作って楽しもう
アイシングクッキー講座
①夏の日クッキー作り
②敬老の日クッキー作り
作ってプレゼントしませんか？

［定員］各10名 ※講座内容は同じです。
［受講料］各1,100円［教材費］各800円
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①8月 6日(土) １３：３０〜１５：００
②9月10日(土) １０：００〜１１：３０

持ち手が長めの肩にかけられる
バッグです。

※下記の物をご持参ください。
①８号のかぎ針 ②とじ針
※写真はイメージです。

ときまま

大山 紀代美

(第1回)8月23日(火) １３：３０〜１６：００
(第2回)8月30日(火) １３：３０〜１６：００
(第3回)9月 6日(火) １３：３０〜１６：００
［定員］
8名［受講料］
550円
（3回分）
［教材費］1,500円（3回分）
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オランダのトールペイント
アッセンデルフト
ラベンダー、
カモミールなどのハーブを
直径３０センチのリースに描きましょう！

※下記の物をご持参ください。
①エプロン ②タオル
※写真はイメージです。

夏の思い出に、親子でフラワーアレンジ
メントを作ってみよう!!吸水性スポンジ
を使って色々な花や植物を使って自由
にフラワーアレンジメントをつくりま
しょう。

花の店 ｗｏｏｄｓｐｏｏｎ 代表

小林

①8月21日(日) １０：００〜１２：００
②9月11日(日) １０：００〜１２：００
［定員］
各3名 ※講座内容は同じです。
［受講料］各550円［教材費］
無料

夏休み親子で楽しむ
フラワーアレンジメント

※アレンジメントは大・小（お子様用）
2個作成いたします。
※写真はイメージです。

杉村 有紀

奥山 京子

麻ひもで編むショルダーバッグ
（全３回コース）

夏のお疲れ肌は、
汗、
皮脂、
紫外線の蓄積が原因！
そんな老け要因を簡単にOFFできる方法を
お伝えします。
お肌をいたわり、夏の肌疲れは夏のうちに
解消しちゃいましょう♪

［定員］各7名 ※講座内容は異なります。
［受講料］各550円［教材費］①1,700円②1,600円

ナガセビューティケア 主宰

ｃｏｃｏ̲sucreglace 代表

［定員］各10名 ※講座内容は異なります。
［受講料]各550円［教材費］各1,000円

素肌が変わる！
クレンジングエステ

坂本 正子

◎素肌診断（マイクロスコープでキメチェック）
◎スキンケア体験
◎秋メイクレッスン

※エプロンをご持参ください。
※写真はイメージです。
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※全日程共、下記の物をご持参ください。
①布切・紙切ばさみ ②定規 ③鉛筆
④木工用ボンド ⑤お手拭き
※写真はイメージです。

※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。

22

［定員］各10名 ※講座内容は同じです。
［受講料］各550円［教材費］各2,000円

7月27日(水) １０：００〜１２：３０

［定員］
各5名 ※講座内容は同じです。[受講料]各1,500円（教材費込）

可愛い香水の瓶を作ります。
アクセントにチョウを乗せて使用する物はこち
らで用意いたします。

スマホに長財布も入るジーンズ生地の大人
お洒落ポケット。
折りマチの作り方を習得できる講座です。

古布和雑貨 ぎゃらりー福寿 代表

菅圭

19

畳んで作る簡単縫製
ポシェットにもなる移動ポケット

①7月24日(日) １０：００〜１２：００
②9月 6日(火) １０：００〜１２：００

※下記の物をご持参ください。
①裁縫道具 ②はさみ ③定規
④パッチワークボード ⑤仮止めクリップ
（④⑤はお持ちの方のみ）
※写真はイメージです。

※講座では講師が準備したPCで受講していた
だきます。講座と同じ編集アプリをご自身の
PCに導入したい場合はお持ちください。

せっけんで作る
可愛い香水の瓶

岡野 理恵

①7月23日(土)
１３：３０〜１５：３０
②8月11日(祝･木) １０：００〜１２：００

①7月23日(土) １０：００〜１１：３０
②8月 3日(水) １０：００〜１１：３０

火を灯さずお部屋やクローゼット等に飾
り、香りも楽しむアロマワックスサシェ。
豊富な花材や材料を使いお好みの型で可
愛いサシェを作ります。

Ｆ
ｌ
ｏｗｅ
ｒ理恵夢 代表

ｍｉ
ｃｈ
ｉ

ＭＩＮＡ

飾って楽しむ香りを楽しむ
アロマワックスサシェ

※手ぶらでご参加ください。
※２ケ作成していただきます。
※お子様もご参加いただけます。
※写真はイメージです。

Ａｒ
ｖｏＣｒ
ａ
ｆ
ｔ 主宰

JYIA認定ヨガインストラクター・保健師

※写真はイメージです。

カ ラフルで涼しげ なアイスキャン
ディーの形をした石けんを作ります。

15

※エプロンをご持参ください。
※写真はイメージです。

※女性限定

16

夏らしくてかわいい
アイスキャンディーソープ作り

康寿

8月23日(火) １０：００〜１２：００
［定員］
5組［受講料］
1,100円（2名分）
［教材費］
3,300円
（2名分）
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ペン習字で人生が変わる！
幸せ美文字レッスン
美しい字を学ぶことは、心と体と思考が磨かれ、
健康力を高めることにつながります。
美文字の基本バランスを知り、まずは、お名前と
住所をボールペンで美しく書きましょう。

※筆記用具をご持参ください。
（筆ペン等）

ヨーロピアンクラシカルフォークアート 講師

日本ペン習字研究会 師範 彩柊会美文字教室

8月24日(水) １０：００〜１２：００

①8月25日(木)
１４：００〜１６：００
②9月23日(祝･金) １４：００〜１６：００

永島 由江

［定員］
6名［受講料］
550円［教材費］1,500円

恩田 柊翠

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

※まちの学校52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、秋期生の受付は、10月3日（月）
を予定しております。
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※新型コロナウイルス感染症対策のため、手指消毒、手洗い、咳エチケット、マスク着用、換気等、感染症対策を講じるとともに、体調不良の方のご参加はご遠慮下さい。

ライフナビゲートで
願いを叶える！
！
生年月日からあなたの「星」を導き
出し、それぞれの個性と来年のリズ
ムからあなただけの夢を叶える方
法を伝授いたします。

美しく綺麗に踊れる
29 楽しいフラレッスン
30
♪（全３回コース）
初めての方でもステップの基礎から丁寧に
教えます。
皆で1曲楽しく踊ってみましょう。

〜大人まで
（高学年・親子参加可）
※対象年齢：小学生
※下記の物をご持参ください。
①飲み物 ②パウスカート
※パウスカートをお持ちでない方はお申込の際に
お知らせください。無料で貸出いたします。
でご参加ください。
※動きやすい服装（Ｔシャツ）

※まちの学校だけの特別講座です。
※星導き表をプレゼント！

ライフナビゲーター

ｙ Ｍａｍｍｙ〜プリティーマミー〜 代表
ｔ
フラサークル Ｐｒｅｔ

NORIKO

［定員］各10名 ※講座内容は同じです。
［受講料］各550円 [教材費]各500円
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ナチュラルソリューションズ
―自然のお手当て解決法―
植物１００％のエッセンシャルオイ
ルでご自宅でも出来るセルフケアの
お話を看護師さんから聞いてみませ
んか？
お好きな香りでクリーム・スプレー・
ロールオンから選んで作ることが出
来ます。

Ｍｉ
ｋａｚｕｋ
ｉ工房

大朏 美佳

看護師

32

34

３回の講座でメロディーが吹ける様に
なります。
副旋律も練習してアンサンブルも楽し
みましょう。

35

37

作って楽しい、食べておいしい、安心具材を
使って毎回違う巻きずしを作ります。
※全日程共、下記の物をご持参ください。
（小）
①包丁 ②巻きす ③計り ④ラップ
⑤持ち帰り用容器

ルピナス・ケイ 主宰

上波 恵子
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Google便利機能
（全２回コース）
やりたい事、わからない事をお気
軽にご相談ください。

※下記の物をご持参ください。
①ノートパソコン、タブレット、
スマホのうちどれかをお持ち
ください。
②Googleアカウント
その他ＩＤ・パスワード

日本パソコンインストラクター養成協会

田名網 淳子

(第1回)9月21日(水) １０：３０〜１２：００
(第2回)9月28日(水) １０：３０〜１２：００
［教材費］無料
［定員］6名［受講料］1,100円（２回分）

アネモネの
ガラスベースアレンジ
アー
涼しそうなガラスベースに、
ティフィシャルフラワー（造花）を
アレンジします。
ナチュラルで涼しそうなインテリア
です。

［受講料］各550円［教材費］各1,500円
［定員］各８名 ※講座内容は同じです。
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マスク生活は老け顔をつくります。
「表情
ステキな笑顔に欠かせない
お気に入りの笑顔を
をほぐし、
筋」
つくって気持ちを前向きに整えま
しょう。

朱花〜ｓｈｕｋａ〜 代表

ネイル＆ビューティ 美トク

①9月 7日(水) １０：３０〜１２：００
②9月20日(火) １０：３０〜１２：００

9月7日(水) １４：００〜１５：００

福田 京子

！似合う軸講座♡
２日間完結！
「骨格診断＆顔タイプ診断」
自分軸で一生悩まないファッション診断。
①骨格診断
②顔タイプ診断
2日間の受講で着やせ服、似合う柄、髪型、
メガネの形、自分に似合う軸が分かります。

770円［教材費］無料
6名［受講料］
［定員］
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※アドバイスシート付き
下記の物をご持参ください。
※全日程共、
①携帯電話 ②定規（10㎝程度のもの）
③筆記用具

［定員］各6名 ※講座内容は異なります。 [受講料]各3,300円（教材費込）

〜うちカフェの愉しみ〜 まちの学校
マイ・ブレンドにチャレンジ（全３回コース）【おでかけ編】
本格的なコーヒーを愉しみたい…あなただけ
の ブレンド 作ってみませんか？
第１回 焙煎の違い ３種 飲み比べ
第２回 ストレート ３種 飲み比べ
３種 飲み比べ
第３回 ブレンド
オリジナルブレンド作り
※各回コーヒー・豆１００ｇ・資料付き
※筆記用具をご持参ください。
※写真はイメージです。
※会場：珈琲亭 絵夢
佐野市若宮上町4-9
０２８３−２４−６９２９

珈琲亭 絵夢/カルチャーサロン 主宰

羽鳥 直美

(第1回)7月30日(土) １０：３０〜１２：００
(第2回)8月20日(土) １０：３０〜１２：００
(第3回)9月10日(土) １０：３０〜１２：００
［教材費］3,300円（3回分）
［定員］5名［受講料］3,300円（3回分）

季節の植物を一つのブーケにまと
めていきます。

Melaleuca 代表

堤崎 亜弥子

関 美由紀

①9月 9日(金) １４：００〜１６：００
②9月25日(日) １４：００〜１６：００

秋のナチュラルブーケ

※持帰り用袋をご持参ください。
※写真はイメージです。

トータルビューティーコンサルタント 美サンテ 代表
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マスクに負けない笑顔づくり、
筋肉（筋膜）のほぐし方

※卓上鏡をご持参ください。

［受講料］各550円［教材費］各880円
［定員］各6名 ※講座内容は同じです。

①9月 8日(木) １４：００〜１６：００
②9月29日(木) １４：００〜１６：００
［定員］各5名 ※講座内容は異なります。
［受講料］各550円［教材費］各1,980円

会田 美佳

①9月 4日(日) １０：００〜１２：００
②9月20日(火) １０：００〜１２：００

向田 和枝

※申込締切及びキャンセルは各講座開催日
の１週間前までといたします。
※写真はイメージです。

針も糸もグルーガンも使わずに、
安心安全に簡単に作れます。お好
きな生地を選んで、一緒に楽しく
癒しの時間を過ごしましょう♡
スターライト
※パッチンピン2点、
1点製作致します。
※必要な材料・道具は全て用意
いたします。
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。
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パッチンピンと
スターライトを作ろう♡

ｏｎ 代表
ｔ
ｅｃｈａ
ｔ
ｉ
ｔ
hikoロゼット認定講師 Ｐｅ

［受講料］各550円［教材費］各3,450円
［定員］各4名 ※講座内容は異なります。

中島 和枝

巻きずし

33

①9月 2日(金) １０：００〜１２：００
②9月12日(月) １０：００〜１２：００

(第1回)9月 4日(日) １４：００〜１５：３０
(第2回)9月11日(日) １４：００〜１５：３０
(第3回)9月25日(日) １４：００〜１５：３０
［定員］
８名［受講料]1,650円
（3回分）
［教材費］
300円
（3回分）

飾ることができる
①長い間、
水替えの必要がないと
。写真右）
人気です（
お彼岸にどうですか？
②秋のバスケットアレンジ。
ボリュームのある造花の
アレンジメントです。
（写真左）
※写真はイメージです。

［定員］
4名 ［受講料］
550円［教材費］
300円

鳥羽田 克江

※下記の物をご持参ください。
①フルート ②譜面台 ③手鏡

ＫＡＺ音楽院 主宰

8月28日(日) １４：００〜１５：００

フローラルK 主宰

①9月 1日(木) １４：００〜１５：００
②9月24日(土) １４：００〜１５：００

フルートはじめて講座
（全３回コース）

La Pomaikai

［教材費］無料
１５名［受講料］1,650円（3回分）
［定員］

村松 永弓

［定員］各6名 ※講座内容は同じです。 [受講料]各550円 [教材費]各500円

立川 眞弓

プリザーブドフラワー仏花＆
秋のカゴアレンジ

手紙の封筒や文書に封印を施した
り、瓶などの容器を密封したりするた
めに用いる蝋。
溶 かした 蝋 に ハンコ を押すアイテ
シーリングスタンプを体験してみ
ム、
ませんか？
※写真はイメージです。

(第1回)8月27日(土) １３：３０〜１５：３０
(第2回)9月 3日(土) １３：３０〜１５：３０
(第3回)9月10日(土) １３：３０〜１５：３０

①8月27日(土) １１：００〜１２：００
②9月25日(日) １１：００〜１２：００

シーリングスタンプ体験

①9月13日(火) １４：００〜１６：００
②9月20日(火) １４：００〜１６：００

［受講料］各550円［教材費］各3,300円
［定員］各6名 ※講座内容は同じです。
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自まつ毛派におすすめ！
目元パッチリ☆アディクトカール

イチオシ

まちの学校
【おでかけ編】

話題のまつ育《ラッシュアディクト》から
【まつ毛カール】が登場！
高いトリートメント力で美しく上げる。
※当日のマスカラはお控えください。
※まつ毛の状態によりできない場合が
ございます。
ｔ〜リヒト〜
ｃｈ
ｉ
ｏｎＬ
ｌ
ａｓｈｓａ
ｌ
※会場：Ｅｙｅ
佐野市堀米町１６９６−１
コーポラスアベニュー３０２
０８０−７１５０−２３１３

ｔ〜リヒト〜 代表
ｃｈ
ｉ
ｏｎＬ
ｌ
ａｓｈｓａ
ｌ
Ｅｙｅ

大橋 佳枝

①8月23日(火) １２：００〜１３：３０
②8月23日(火) １３：３０〜１５：００

［定員］各1名 ※講座内容は同じです。 [受講料]各550円 [教材費]各2,000円

※まちの学校52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、秋期生の受付は、10月3日（月）
を予定しております。

