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女性起業家（グループ）

共同開催店
新しい発見が
あります

作品制作をおこなう
講座です

料理に挑戦して
みましょう

健康にすごす
ための講座です

美容・きれいを
追求する講座です

各講座はカテゴリー別に６つに分かれています。
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日日野野
第５回

開催期間  2017年10月1日（日）〜10月31日（火）

主催：日野市商工会　 後援：日野市・日野市商店会連合会・日野市観光協会・日野市教育委員会・日野市図書館・日野市民間保育園連合会

開催会場
のご案内
　　※詳細地図は各店へ
　　　お問い合わせ下さい。

お店の人が講師となって、専門店
ならではの専門知識や情報、コツ
を無料で教えてもらえる、街の中
の少人数ゼミナールです。講座を
聴いていただくのが目的です。
講座中の販売や営業活動は一切
ありません。お気軽にお申し
込み下さい。

まちゼミって
なに?

お申し込みの手順

受講料無料 各講座へお申込みください

●定員になり次第締め切らせていただきます。
9月1日（金）

9月1日（金）

●申込みは、各店の受付時間内にお願いします。
●申込み初日は、電話回線の混雑が予想されます。
●受講対象者、受講時の持ち物をご確認ください。
●小学生以下は保護者同伴でのご参加をお願いします。
●お子様連れでのご参加希望の方は、各店舗にお気軽に
　お問合わせください。

❶選ぶ

❸選ぶ

受講申込
受付開始

受講申込
受付開始

❷申込み

●このチラシの内容を見て講座をお選び下さい。

●時間、場所をお間違いないようご参加下さい。

ただし、内容によっては材料費
がかかるものがあります。
このチラシでご確認ください。
●材料費は原則として講座当日に会場で徴収します。
●お申込み後のキャンセルは、材料費を頂戴する場
　合がありますのでご了承ください。

●受けたい講座のお店へ直接電話でお申し込み下さい。
●「まちゼミ申込みです」とお声をかけて下さい。
●受講内容や持ち物、材料費、駐車場などの詳細もお気軽にお問い
　合わせ下さい。

自分をもっとステキに！めざせ「−５才」写真！

大好評！ちょっとした気持ちしだいで変われる｢写り方｣きっとご自身が好きになるかも！！
ビフォーアフターのお写真プレゼント♡さらにメイクのワンポイントアドバイスも♡

ファミリー写真館スマイル 高幡不動店
1

日野市高幡1004-3 ラヴィエゼ２F
e-mail：takahata@smilephoto.co.jp

●会場/ファミリー写真館スマイル 高幡不動店　●対象/どな
たでも　●定員/各日4名　●材料費/無料　●持ち物/楽しむ
気持ち！　●駐車場/あり（5台）　●エレベーター/あり

10月19日（木）・20日（金）
10：30〜12：00

受付時間/9：00〜19：00　定休日/火
042-594-7676

佐藤ヒサ子先生の整膚健康法体験会

「皮ふをひっぱる」ことにより血液循環を良くしリンパの流れを整え
本来人間の持つ体内環境に作用し、身体や心の緊張を解き未病の状態
から抜け出す。

冨士屋洋品店
2

日野市南平7-17-51

●会場/冨士屋洋品店　●対象/どなたでも　●定員/1回3名30分、1日4組
12名　●材料費/無料　●持ち物/なし　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月4日（水）・5日（木）14：00〜17：00

受付時間/10：00〜17：00　定休日/火
042-592-6053

敏感体質の人のための身体のケア講座

敏感体質の二人の整体師による体験談、施術体験、セルフケアの紹介と体験、
常識や日常が変わる整体、セラピー、メディカルアロマの紹介

たづな整体院
3

日野市多摩平1-6-7 ローゼンハイム101
e-mail：info@tadunaseitai.com

●会場/たづな整体院　●対象/60歳ぐらいまでの方
●定員/4名　●材料費/無料　●持ち物/なし　●駐車場/なし
●エレベーター/なし

10月5日（木）10：00〜11：30

受付時間/20：00〜22：00　定休日/不定休
050-5216-3863

薬剤師が教える！健康診断の読み方と薬のハナシ

数字が並んで難しい、健康診断の結果…どんな事に気を付ければ？今飲んでいる薬との関係は？あなた
の検査結果に合わせて、気になる疑問にじっくりお答えします♪希望者はコレステロール値測定が無料！

ぷっく薬局
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日野市多摩平6-37-3 メゾン田中101

●会場/ぷっく薬局　●対象/どなたでも　●定員/各回1名　●材料
費/なし　●持ち物/お持ちの方はお薬手帳及び健康診断の結果など
をお持ち下さい　●駐車場/あり（1台）　●エレベーター/なし

10月4日（水）・9日（月）・11日（水）・
18日（水）・25日（水）10：00〜10：40

受付時間/9：00〜20：00　定休日/日
042-514-8762

自分で出来るハンドマッサージ

ハンドマッサージのコツを覚えて心も身体もリフレッシュ
しよう

ほっとガス㈱
5

日野市神明2-7-2

●会場/ほっとガス㈱　●対象/女性　●定員/10名
●材料費/無料　●持ち物/なし　●駐車場/あり（5台）
●エレベーター/なし

10月3日（火）10：00〜11：30

受付時間/9：30〜17：00　定休日/土・日
042-582-7750

あなたの体質にあった食材をチェック！！〜体の声をきいてみよう〜

どんなに良いと言われている食事・食材も人によって相性が異なります。MTRという機
器で、今のあなたにとって、どんな食材が相性が良いか、悪いかをチェックします。

Sweet Sound Voice Studio
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日野市高幡1027-3-8-106
e-mail：sweetsoundvoicestudio@gmail.com

●会場/Sweet Sound Voice Studio京王線・多摩モノレール線高幡不動駅より徒歩５分　
●対象/女性限定（7歳以上）お身体の状況などにより受けられない場合があります。 ●定員/
各回1名1日7名　●材料費/無料　●持ち物/なし　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月5日（木）・24日（火）
10：00〜16：00（各回30分程度）

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日・祝
090-9338-3276

こども想いのくつの選び＆計測会

お店でくつを選ぶとき、正しくサイズを測れていますか？
子どもの足を守るくつ選び、お知らせします！

ラハト リフレクソロジールーム
7

日野市東豊田4-35-6
e-mail：rahatmikiishida@gmail.com

●会場/ラハト リフレクソロジールーム　●対象/子どもの靴
の選び方がわからないママ　●定員/4名　●材料費/無料　
●持ち物/なし　●駐車場/あり（2台）　●エレベーター/なし

10月5日（木）・24日（火）
10：00〜12：00

受付時間/10：00〜13：30　定休日/不定休
080-1046-0422

発達凸凹っ子ママのハーブティのみくらべお話会

子どもメインから、ママ時間にチェンジ！サロンでお出しするハーブティ
を飲み比べ。お気に入りを見つけて身体の声を聴きましょう！

ラハト リフレクソロジールーム
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日野市東豊田4-35-6
e-mail：rahatmikiishida@gmail.com

●会場/ラハト リフレクソロジールーム　●対象/お子さまの成長に
気になることがあるママ　●定員/4名　●材料費/500円（ハーブ
ティ代） ●持ち物/なし　●駐車場/あり（2台） ●エレベーター/なし

10月10日（火）・19日（木）
10：30〜12：00

受付時間/10：00〜13：30　定休日/不定休
080-1046-0422

自分でできる「骨盤調整」テニスボールで肩こり・腰痛解消

体の歪みをチェックして、テニスボールを使い腰・背中の筋肉の拘縮を取り除く。
ボールの上に仰臥位になり、数分間リラックスすることで効果あり。

阿川治療院
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日野市多摩平1-4-9 ライオンズマンション豊田101

●会場/阿川治療院　●対象/当講座初めての方　●定員/5名　
●材料費/400円（資料、テニスボール） ●持ち物/タオル、運動
のできる服装　●駐車場/なし　●エレベーター/あり

10月7日（土）13：00〜14：00
10月18日（水）10：00〜11：00　

受付時間/9：00〜17：00　定休日/日・祝
042-584-1388

姿勢を良くする立ち方体験講座

背すじをピーンはもう古い！肩甲骨は寄せない！揉むと筋肉は！？驚く程の優しさで筋肉
を緩める「さとう式リンパケア」で機能改善を実感していただきます。

Y's BODY CARE
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日野市東豊田3-7-11
e-mail：uta1219@gmail.com

●会場/多摩平の森ふれあい館2F集会室2　●対象/どなたでも
●定員/4名　●材料費/無料　●持ち物/動き易い服装・タオル・飲み物
●駐車場/あり　●エレベーター/あり

10月8日（日）10：15〜11：45・14：00〜15：30・16：00〜17：30・18：00〜19：30
10月28日（土）14：00〜15：30・16：00〜17：30・18：00〜19：30

受付時間/8：00〜10：00　定休日/不定休
090-3698-1757またはuta1219@gmail.com

お菓子を作ろう！！

家庭で作れる洋菓子を教えます。作ったお菓子はお土産に
持ち帰って下さい。お茶の時間あり、お菓子とお茶付。

ミリー洋菓子店
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日野市神明3-6-1

●会場/ミリー洋菓子店　●対象/中学生以上　●定員/5名　
●材料費/1,000円（材料費）　●持ち物/エプロン・三角巾　
●駐車場/あり（2台）　●エレベーター/なし

10月17日（火）・31日（火）
13：00〜15：00

受付時間/10：00〜20：00　定休日/火
042-843-1577

大人のおせんべい講座・大試食会

せんべいの知識とあられ・せんべいの試食会

ささら屋八王子店
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八王子市高倉町34-3
e-mail：morita@hinodeya-seika.com

●会場/ささら屋八王子店　●対象/大人　●定員/5名
●材料費/無料　●持ち物/筆記用具　●駐車場/あり（17台）　
●エレベーター/なし

10月2日（月）・3日（火）・4日（水）
17：00〜18：00

受付時間/10：00〜16：00　定休日/なし
042-660-0618

ティーバッグで簡単！ロイヤルミルクティー

今回はティーバッグが主役です。実習の後に試飲して頂きます。これからの季節に
ピッタリでおもてなしにも役立つ、簡単でおいしい作り方をマスターしましょう。

日野 TEA CLUB
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日野市日野本町6-1-3 市民の森ふれあいホール

●会場/市民の森ふれあいホール 2階調理室　●対象/中学生以上
の初心者対象（熱湯使用のため、小学生以下のお子様連れは不
可） ●定員/8名　●材料費/500円（材料費、施設利用料） ●持
ち物/エプロン、ふきん　●駐車場/あり　●エレベーター/あり

10月17日（火）10：00〜11：30

受付時間/9：00〜18：00　定休日/日
090-3087-4138

Barの楽しみ方 洋酒講座（スコッチ編）（ワイン編）

大人のくつろぎ空間を提供するBarではお酒の味わい方が独特です。
ちょっと知識があるだけでも、ぐ〜んと熟成の味の深みが伝わります。

Jazz Club Rassembler（ラソンブル）

14
日野市多摩平2-1-3 高木ビル４F　

e-mail：suzuki@rasemmbler.jp

●会場/Jazz Club Rassembler（ラソンブル） ●対象/20歳以上
のお酒の好きな方　●定員/10名　●材料費/1000円（お酒・お
つまみ） ●持ち物/なし　●駐車場/なし　●エレベーター/あり

10月14日（土）17：00〜18：00
10月29日（日）14：00〜15：00

受付時間/14：00〜18：00　定休日/なし
042-587-2626

中国茶茶芸教室

中国茶の本格茶芸が体験できます。

中国茶通販のロンチーワンSHOP
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日野市多摩平2-5-1 PlanT1階
e-mail：info2@longqiwang.com

●会場/中国茶通販のロンチーワンSHOP　
●対象/小学生以上　●定員/6名　●材料費/無料　
●持ち物/なし　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月1日（日）17：30〜19：30
10月29日（日）13：00〜15：00

受付時間/10：00〜22：00　定休日/なし
090-2739-1818

あじの姿造り教室

ご自宅で食べるお刺身がワンランク上のものに仕上がります。

羊の羽
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日野市高幡150
e-mail：hitujinohane@icloud.com

●会場/羊の羽　●対象/高校生以上　●定員/3名　●材料費
/1000円（食材費）　●持ち物/エプロン、汚れてもよい服装　
●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月15日（日）・16日（月）
14：30〜15：30

受付時間/11：00〜22：00　定休日/水
042-506-9982

珍しいペルーのお酒試飲とランチ会

今 話題のペルー料理。希少なビールとブドウ蒸留酒を試飲した
後、日本人の口にも合うペルー料理のランチを楽しみましょう。

ペルー料理の店　ラスパパス
17

日野市高幡17-4　ミネギシビル5F
e-mail：Las.papas.jp@gmail.com

●会場/ペルー料理の店 ラスパパス　●対象/男女問わず20才以上
お酒が好きな人　●定員/10名　●材料費/1000円（試飲のお酒と
ランチ代） ●持ち物/なし　●駐車場/なし　●エレベーター/あり

10月15日（日）・29日（日）
11：30〜12：30

受付時間/11：00〜22：00　定休日/月・第四日曜
090-3615-6515

☆ミニ　ガラストレーにデコパージュ☆

ミニガラストレーにデコパージュします。アクセサリーや鍵
などちょこっと置場を素敵に彩るデコパージュ講座です。

ゆなゆき　デコパージュ
18

日野市多摩平2-5-1
e-mail：yunayukideco@ybb.ne.jp

●会場/PlanT　●対象/小学生以上　●定員/1講座7名　●材料
費/300円（素材・ペーパーナプキン・溶剤等） ●持ち物/汚れても
いい服装（エプロンなど） ●駐車場/あり　●エレベーター/あり

10月25日（水）
10：15〜11：15、11：45〜12：45

受付時間/10：00〜15：00　定休日/日
090-8455-0510

素敵なトールペイント

初めての方、絵が描けない方でも基本の筆使いから習うと、どなたでも描けるようになります。

トールペイントメルストニアン
19

日野市石田（万願寺２分）
e-mail：info@melstonian.com

●会場/トールペイントメルストニアン　●対象/18歳以上の女性　●定
員/1講座4名　●材料費/1500円（白木、絵具、パレット、タオル） ●持ち物
/エプロン、持ち帰りの袋　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月2日（月）・4日（水）・9日（月）・11日（水）・16日（月）・
18日（水）・23日（月）・25日（水）・30日（月）
10：30〜12：30、13：30〜15：30

受付時間/9：00〜18：00　定休日/日
050-3556-1173

はじめてのフラワーアレンジメント

市場にて直接新鮮なお花を選んでいるので、花持ちも良く、
ボリュームあるアレンジメントと評判です。

花工房
20

日野市東豊田3-7-5
e-mail：info@hanakobo.tokyo

●会場/花工房　●対象/どなたでも　●定員/5名　●材料費/2,000
円（かごと生花すべて） ●持ち物/ハサミ（花が切れるもの）と袋（持ち
帰り用） ●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月17日（火）・24日（火）
10：30〜11：30、13：30〜14：30

定休日/水曜（日曜は予約のみ）
042-582-5822　受付時間/9：00〜19：00

ソープフラワー壁べかけ

人気のソープフラワーを使って、簡単にアレンジします。ほの
かな香りがして、どこに置いてもお部屋が明るくなります。

花工房
21

日野市東豊田3-7-5
e-mail：info@hanakobo.tokyo

●会場/花工房　●対象/どなたでも　●定員/5名　●材料費
/2,000円（ワイヤースタンドは別途500円） ●持ち物/ハサミと
袋（持ち帰り用）　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月19日（木）・21日（土）
10：30〜12：00、13：30〜15：00

定休日/水曜（日曜は予約のみ）
042-582-5822  受付時間/9：00〜19：00

相続対策のいろは

相続の問題点を分かり易く説明いたします。

多摩信用金庫高幡不動支店
22

日野市高幡1008-3
e-mail：ten075@tamashin.net

●会場/多摩信用金庫高幡不動支店　●対象/どなたでも
●定員/20名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具
●駐車場/あり　●エレベーター/あり

10月19日（木）13：30〜14：30

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日・祝
042-591-8911

「終活」を考えてみませんか

終活について考える

㈱セレモニー小峰
23

日野市程久保8-2-9
e-mail：info@ceremony-komine.jp

●会場/㈱セレモニー小峰　●対象/どなたでも
●定員/約10名　●材料費/無料　●持ち物/なし
●駐車場/あり（10台）　●エレベーター/なし

10月8日（日）・31日（火）
10：00〜12：00

受付時間/10：00〜18：00　定休日/なし
042-591-1234

ま
クーポン
プレゼント

ちゼミ
得する!

受講料無料

仕事帰りでもＯＫ
夜の講座

お子さんが参加
できる講座
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東京都日野市多摩平2-3-3 【豊田駅北口より1分】
ＴＥＬ：042-581-2586 ／ ＦＡＸ：042-587-8739

AM11:00～PM2:00
PM 5:00～PM9:00
日曜定休

■各種パーティー・ご宴会承ります（40名様まで）
■ランチサービス（AM11:00～PM2:00）750円（税込）～
■テイクアウトもご利用ください！

中国料理  満留寿

●日勤者/昼勤のみ23勤　夜勤のみ23勤　●隔勤者/12勤
空いてる時間　選べる勤務スタイル!!

最新カーナビ導入で地理に不安な方も大歓迎!!
車・バイク通勤可 面接随時

日野市程久保 8-3-2 　　☎042-594-1010 

タクシー乗務員募集!

南観光交通株式会社
養成制度有 支度金制度有

内装 ルームクリーニング 
 お客様のご要望には迅速、丁寧に対応します。 
クロス貼替　床貼物工事　襖・障子・網戸張替　ルームクリーニング

エアコンクリーニング　光触媒施工　諸修繕工事 
■■■ ご相談・お問い合わせはお気軽に ■■■

日野市三沢 1-20-14   TEL・FAX042-592-8498

日野市商工会会員　  東京都知事許可　第2452号

日野市日野台２－37－14
株式会社 大塚設備

日野市百草2027 ☎042-592-6033（FAX592-6402）
東京都指定給水装置工事店／日野市指定下水道工事店
URL　https://www.otsuka-setsubi.info/

水と生きる、水を守る!水と生きる、水を守る!

●参加申し込みの際に参加費を
　チェックしよう。
　まちゼミは原則的に参加費無料ですが、講座
で使用する材料費がかかる場合がありますので
参加申し込みの際に必ず確認しましょう。
 
●講座のタイトルをチェックしよう。

「初めての…」は初心者限定
「女性のための…」は女性限定
「どなたでも」…誰でも参加可能
「親子で楽しむ…」親子で参加

●まちゼミのはしごをしてみよう。
　まちゼミカレンダーをチェックして、同じ日に
開催のまちゼミを確認し、２つ～3つの講座を順番
に受講できるように開催場所に気を付けて申し込
みしてみよう。
 
●人気講座を受講する裏技は？
　毎回、人気講座はすぐに申し込みが定員に達し
てしまいますが、そんな時は「チラシに載ってい
ない日程で裏講座を開催していただける場合もあ
ります。

日日野野
第５回ままちちゼゼミミを楽しむ 方法❼つの

●図書館のまちゼミコーナーを利用しよう。
　まちゼミ開催期間中の10月1日から10月31日まで、市内の図書館に「まちゼ
ミコーナー」が開設されますので、受講するまちゼミに関連する書籍を事前に
図書館で借りて予習しておくと、まちゼミ当日の理解が深まります。まちゼミ
関連書籍について図書館の職員にいろいろ聞いてみよう。

●まちゼミのチラシの受け取れる場所と方法は？
　市役所・支所・交流センター・図書館・生活保健センター・東部会館・市内
私立保育園・京王線高幡不動駅・その他、まちゼミ参加店スタッフがお店の周辺
をポスティング。
　まちゼミ受講時に連絡先を記名していただいた方には次回のまちゼミチラシ
がそれぞれ2部、DMで真っ先に郵送します！ 

●まちゼミクーポンをもらっちゃおう！
　まちゼミを受講すると、終了後にまちゼミクーポンをもらえます。使用する参加
店のクーポンを切り取って持参すると、様々な特典やサービスを受けられます！

捨てるからはじめないお片づけ

「物を捨てないと片づかない」と思い込んでいませんか？アメリ
カ発ライフオーガナイズの手法でスッキリ生活始めましょう！

Life Design OASIS
24

日野市多摩平2-5-1
e-mail：info@ld-oasis.com

●会場/ＰｌａｎＴ プロジェクトルーム3　●対象/どなたでも お子
様連れOK　●定員/4名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具
●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月24日（火）
10：30〜11：30、13：30〜14：30

受付時間/24時間OK　定休日/土・日・祝
www.ld-oasis.com お申込みフォーム

畳屋さんの工場見学

最新式の畳製造ラインを見学。希少な国産いぐさ、人気の
和紙・ビニール畳をご紹介します。

芦沢製疊㈲（たたみ・ふすまのアシザワ）
25

日野市日野629
e-mail：ashizawa@jcom.zaq.ne.jp

●会場/芦沢製疊㈲（たたみ・ふすまのアシザワ）
●対象/どなたでも　●定員/5名　●材料費/無料
●持ち物/なし　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月4日（水）9：00〜11：00

受付時間/8：00〜17：00　定休日/日
042-581-3866

いざ台湾へ！失敗しないお茶選びのコツ

今、人気の台湾！お土産にどんな茶葉を選んだらいいの？他にどんなお土産があるの？
など、失敗しないためのコツをこっそり教えちゃいます。

中国茶・台湾茶ぷちサロンCha★Cha★La
26

日野市東豊田
e-mail：chachala.hino@gmail.com

●会場/多摩平の森ふれあい館　●対象/大人　●定員/6名　
●材料費/500円（茶葉・茶菓子）　●持ち物/なし
●駐車場/あり　●エレベーター/あり

10月15日（日）・18日（水）
10：00〜11：00

受付時間/9：00〜21：00　定休日/なし
090-9384-0120

フラダンスで5年、10年後も若々しく元気で！！

フラダンスの基本のステップで簡単な曲を踊ります。

カウラレイ.フラスタジオ
27

日野市多摩平6-47-4

●会場/多摩平の森ふれあい館　●対象/3才〜80歳の女性
●定員/10名　●材料費/無料　●持ち物/Tシャツ
●駐車場/あり　●エレベーター/あり

10月5日（木）14：30〜15：30

受付時間/18：00〜21：00　定休日/なし
042-663-9928

建築家に建物相談

新築やリノベーションをどのように進めればよいのか…、建築家に相談したいが…
迷っている方、是非この機会を活用して下さい。あなたのモヤモヤを解決します。

Town Factory 一級建築士事務所
28

日野市大坂上1-29-1-2階
e-mail：qyk15242@nifty.com

●会場/Town Factory 一級建築士事務所　●対象/新築・リノベーションを検討
している方　●定員/1講座1組　●材料費/無料　●持ち物/検討している敷地や
物件の資料がありましたら持参下さい　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月14日（土）13：00〜14：00、14：30
〜15：30、16：00〜17：00

www.townfactory.jp ホームページより24時間受付可能
042-582-3955  受付時間/10：00〜18：00  定休日/日

メンバー募集のWebページを作ろう

今話題の無料で使えるHP作成サービス”ペライチ”で、メンバー・
部員・サークル募集のWEBページを自分で作ってみませんか？

エクラ
29

日野市多摩平2-5-1
e-mail：hino.eclat@gmail.com

●会場/ＰｌａｎＴプロジェクトルーム3　●対象/基本的なパソコン操作の
できる方　●定員/3名　●材料費/なし　●持ち物/Wi-Fi接続可能なパ
ソコン、メンバー募集のチラシ　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月4日（水）13：00〜15：00

申込フォームから24時間受付OK　定休日/土・日・祝

050-5243-0230（受付時間/9：30〜15：30）
申込フォーム http://eclat-webpr.com

領収証等の整理ですっきり・情報活用にも

保存義務があるから仕方なく山積みしている領収証。
保存方法を学んで、情報の宝の山にしてみませんか。

宮下吉輝税理士事務所
30

日野市多摩平2-13-15 サンコースト208
e-mail：yoshiteru.miyashita@tkcnf.or.jp

●会場/宮下吉輝税理士事務所　●対象/経理事務をなさる方　
●定員/各回3名　●材料費/なし　●持ち物/なし
●駐車場/なし　●エレベーター/あり

10月11日（水）・14日（土）
14：00〜15：30

受付時間/10：00〜17：00　定休日/日
042-514-9671

幼児期のリズム感は一生モノ！

はじめてのダンスに挑戦！簡単なステップ、ブレイクダンスを楽しくレッスン。
眠っている感性を引き出すのは実際にやるのが最適です。

DANCE SCHOOL　A-KIDS
31

日野市多摩平2-12-2 1F
e-mail：info_grooth@yahoo.co.jp

●会場/スタジオソニケテ　●対象/未就学児（年少〜） ●定員/
各回5名　●材料費/500円（ドリンク・会場代） ●持ち物/動きや
すい服装・室内運動靴　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月5日（木）・12日（木）14：40〜15：30

受付時間/申込フォームから24時間受付　定休日/不定休

申込フォーム http://www.akidsplus.com
日野市ブレイクダンスで検索LINE  @yjx6920c

ウクレレ弾いて歌って輝きましょう！

ハワイアンバンド経験長い2人の講師がわかり易く丁寧に日本語・ハワイ語・
英語で指導します。色々なリズムで楽しく歌ってストレス発散しましょう！

リノ企画ハワイアンバンドE-MUSIC
32

①日野市多摩平6-47-4
②日野市多摩平2-5-1

●会場/①多摩平の森ふれあい館3F集会室4　②ラソンブル（豊田駅
北口より徒歩1分） ●対象/どなたでも　●定員/各回3名　●材料費/
②10/23のみ500円（会場費・飲物代） ●持ち物/ウクレレ（無い方貸与
します） ●駐車場/①10/9あり②10/23なし　●エレベーター/あり

①10月9日（月）・②23日（月）
14：00〜15：00（初めての方）、15：00〜16：00（多少経験のある方）
090-5551-3000 受付時間/9：00〜18：00　定休日/なし

近藤・土方・沖田が学んだ天然理心流とはどんな剣術だったのか？

天然理心流の歴史、型等についてわかりやすく解説。
真剣もお見せします。

新選組グッズ池田屋
33

日野市高幡1-8 高幡まんじゅう参道ビル3F

●会場/新選組グッズ池田屋　●対象/どなたでも　
●定員/6名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具　
●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月7日（日）
13：00〜14：30、15：00〜16：30

受付時間/12：00〜17：00　定休日/月・火・水
042-808-9252

将棋をやってみよう！

全く初めての方が対象です。少しでもかじった事がある方は
ご遠慮下さい。

ほっとガス㈱
34

日野市神明2-7-2

●会場/ほっとガス㈱　●対象/全く始めての方どなたでも　
●定員/4名　●材料費/無料　●持ち物/なし
●駐車場/あり（5台）　●エレベーター/なし

10月24日（火）10：00〜11：00

受付時間/9：30〜17：00　定休日/土・日
042-582-7750

旅行は予約だけじゃない！ 旅行のプロが旅マエのポイント教えます！！

旅行前にやっておくべき事、知っておくべき事を伝授。

H.I.S
35

日野市多摩平2-4-1
e-mail：hisa42a@his-world.com

●会場/H.I.Sイオンモール多摩平の森　●対象/海外旅行に興
味がある方であればどなた様でもOK　●定員/6名　●材料費
/無料　●持ち物/なし　●駐車場/あり　●エレベーター/あり

10月18日（水）・24日（火）
13：00〜14：00、16：00〜17：00

受付時間/10：00〜20：00　定休日/なし
042-589-2021

誰でもできる！コーヒー豆焙煎講座

手網を使い、誰でも簡単にできる焙煎方法をお伝えします。

アフタースクールカフェ
36

日野市多摩平3-1-1
e-mail：ohmugi5959@gmail.com

●会場/アフタースクールカフェ　●対象/どなたでも　
●定員/5名　●材料費/500円（生豆）  ●持ち物/軍手（気にな
る方はエプロン）  ●駐車場/あり　●エレベーター/あり

10月5日（木）・19日（木）
10：30〜11：30、13：30〜14：30

受付時間/10：00〜20：00　定休日/不定休
042-843-4776

初めてでも安心　楽しく英会話

英語を教えるプロの専任講師が初心者から丁寧に英会話
を教えます。空いた時間に楽しくレッスン♪

ハンター英会話
37

日野市高幡10-7
e-mail：hunter_tam@ezweb.ne.jp

●会場/ハンター英会話　●対象/どなたでも
●定員/4名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具　
●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月5日（木）・6日（金）・19日（木）・
20日（金）11：00〜12：10

受付時間/10：00〜21：00　定休日/日・月
080-5471-0304

シニア世代が知っておきたい法律

シニア世代の関心が高い「遺言」と「成年後見制度」の基礎
知識について、弁護士がわかりやすくご説明します。

日野市民法律事務所
38

日野市日野本町3-14-18 谷井ビル4階
e-mail：info@hinolaw.jp

●会場/日野市民法律事務所　●対象/どなたでも
●定員/5名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具
●駐車場/なし　●エレベーター/あり

10月5日（木）・17日（火）
10：30〜11：45

受付時間/9：00〜17：30　定休日/土・日・祝
042-587-3533

親子でふれあい♡生きる力を育てる五感リトミック

「リトミック」と「ママの骨盤調整」や「ベビーマッサージ」を合わせた
今までにない新しい親子教室でのレッスンを体験できます！

日野音楽教室BRIO
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日野市大坂上4-20-90
e-mail：hino.brio@gmail.com

●会場/日野音楽教室BRIO　●対象/0〜1歳児　●定員/1講
座7組　●材料費/500円（教材費） ●持ち物/動きやすい服装
でお越しください　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月2日（月）・16日（月）
13：00〜13：50

受付時間/9：00〜18：00　定休日/土・日
090-5398-1562

えいご耳を育てよう!!おうちdeえいごリトミック♪

日野市内で初のジョリーフォニックスを取り入れたえいごリ
トミックを体験できます。お子様の「えいご耳」を育てよう！

日野音楽教室BRIO
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日野市大坂上4-20-90
e-mail：hino.brio@gmail.com

●会場/日野音楽教室BRIO　●対象/1歳〜未就学児
●定員/1講座7組　●材料費/500円(教材費)
●持ち物/なし　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月6日（金）・13日（金）・20日（金）
10：00〜10：45

受付時間/10：00〜18：00　定休日/土・日
090-5398-1562

大人だって英会話♪

①初級者向け　絶対使いたくなる英文を歌って覚えましょう。
②中級者向け　簡単な英会話ができる方。英語でおしゃべりしませんか。

ENG. Space　イン．スペース
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日野市平山4-3-7
e-mail：eng.space.hino@gmail.com

●会場/ENG. Space　イン．スペース　●対象/どなたでも
●定員/1講座5名　●材料費/無料　●持ち物/なし
●駐車場/あり　●エレベーター/なし

①初級者向け 10月2日（月）10:00〜11:00
②中級者向け 10月5日（木）10:00〜11:00

受付時間/平日10:00〜17:00　定休日/土・日・祝
050-5889-5360

生演奏（Jazz Live）に酔いしれる・癒しのひとときを・・・

Jazzミュージシャンが奏でる楽器の音色とそのハーモニー Live（生演奏）ならで
はの醍醐味を体験できます。歌好きな方には歌唱指導コーナーもあります。

Jazz Club Rassembler（ラソンブル）
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日野市多摩平2-1-3 高木ビル４F　

e-mail：suzuki@rasemmbler.jp

●会場/Jazz Club Rassembler（ラソンブル） ●対象/どなた
でも　●定員/10名　●材料費/500円（資料・ドリンク代）
●持ち物/なし　●駐車場/なし　●エレベーター/あり

10月7日（土）16：00〜17：00
10月16日（月）11：00〜12：00

受付時間/14：00〜18：00　定休日/なし
042-587-2626

医療・ガン・介護にかかる費用

●万が一のことが起こった場合に、あなたの保険は大丈夫？　●最新の入院事情から、
給付金をもらえる特約のチェック。　●最新のガン治療の自己負担額は…？　●長生き
にそなえて、老後の準備。介護にまつわる費用。

メットライフ生命代理店　プレミ
43

日野市多摩平2-5-1
e-mail：puremi@kpa.biglobe.ne.jp

●会場/プラント（ＰｌａｎＴ ルーム3）豊田駅北口徒歩5分・多摩平の森産業連
携センター　●対象/30歳〜80歳 性別は問いません　●定員/1講座各4名　
●材料費/無料　●持ち物/なし　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月3日（火）・10月11日（水）午前の部10：30〜12：00  午後の部13：30〜15：00

受付時間/9：00〜18：00　定休日/なし
090-2223-7137

女性のための相続・遺言相談会

女性司法書士が、相続手続きや遺言書の作り方などの
ご相談を承ります。（おひとり４５分）

司法書士府中けやき共同事務所
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日野市多摩平3-1-1
e-mail：keyaki-akiike@nifty.com

●会場/アフタースクールカフェ　●対象/女性
●定員/各日3組3名　●材料費/無料　●持ち物/なし
●駐車場/あり　●エレベーター/あり

10月11日（水）・10月18日（水）
9：00〜12：00

受付時間/9：00〜17：00　定休日/日・祝
042-334-2700

知って得する！！「もらい忘れ年金」「10年年金」

もらい忘れていませんか？「もらい忘れ年金」「10年年金」
について分かりやすく説明します。

さわやか信用金庫高幡不動支店
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日野市高幡17-7

●会場/さわやか信用金庫高幡不動支店　●対象/どなたでも　
●定員/20名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具　
●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月5日（木）14：00〜15：00

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日・祝
042-592-7111

話題のインスタをやってみよう [初めて編]

最近よく耳にするインスタ。気になっているもののやったことがないという方！
まずはアカウントをつくって、みんなで楽しくやってみましょう。

こぷらすラボ
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①日野市多摩平２-５-１　②日野市西平山２丁目
e-mail：happy@areist.com

●会場/①多摩平こぷらすラボ ②西平山リバーハウス　●対象/スマホやタブレットを
使っている方でインスタグラムを始めてみたかった方　●定員/1講座6名　●材料費/無
料　●持ち物/スマートフォンまたはタブレット　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

①10月8日（日）13:30〜14:30/19日（木）・21日（土）10:30〜11:30 
②10月9日（月）10:30〜11:30/23日（月）14:00〜15:00

申込フォームから24時間受付OK　定休日/月
申込フォーム www.areist.com

親も子もハッピーになる介護・葬儀・相続・空き家対策のお話

「子供に迷惑はかけたくない」と言って体を鍛えていた母も最後は思わぬ病気により自分一人での生活は叶わなくなりまし
た。予想しなかった事態で介護・葬儀や相続で子供達に迷惑をかけないポイントを体験を通じてお話しさせていただきます。

こぷらすラボ
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①日野市多摩平２-５-１　②日野市西平山２丁目
e-mail：happy@areist.com

●会場/①多摩平こぷらすラボ ②西平山リバーハウス　●対象/介護・葬儀・
相続で迷惑はかけたくないと思う方　●定員/1講座6名　●材料費/無料
●持ち物/なし　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

①10月8日（日）15:30〜16:30/19日（木）13:00〜14:00
②10月9日（月）13:00〜14:00/23日（月）11:00〜12:00/26日（木）10:30〜11:30

または 050-5880-9955（受付時間/10：30〜18：00） 定休日/月
申込フォーム www.areist.com（24時間受付OK）

少年剣道体験教室

剣道体験教室

東京至誠館道場
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日野市程久保8-3-2

●会場/東京至誠館道場　●対象/小学1年生〜中学3年生
●定員/5名　●材料費/無料　●持ち物/トレーニングウェア　
●駐車場/あり　●エレベーター/なし

10月7日（土）・14日（土）
16：30〜18：00

受付時間/10：00〜19：00　定休日/日・月
042-592-1505

初めての方へ  社交ダンス体験レッスン会

マンボの簡単なステップをリズムに合わせて踊れるようにレッスン
します。

松永ダンス教室
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日野市多摩平1-2 パークビル7Ｆ

●会場/松永ダンス教室　●対象/どなたでも　●定員/3名
●材料費/無料（1回でも3回でもOK）　●持ち物/軽装、運動靴また
はダンスシューズ　●駐車場/なし　●エレベーター/あり

10月10日（火）・18日（水）14：00〜14：30
10月27日（金）18：00〜18：30

受付時間/13：00〜21：00　定休日/日
042-583-1220

子供の歯をむし歯にしない方法

歯みがきの方法、虫歯菌を感染させない方法、キシリトール、
フッ素の効果の説明及び実験、試食などを行います。

堀井歯科医院
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日野市多摩平6-35-4
e-mail：totalfoot14@aol.com

●会場/堀井歯科医院　●対象/お子様をお持ちの親御様
●定員/3組6名　●材料費/無料　●持ち物/なし
●駐車場/あり（2台）　●エレベーター/あり

10月11日（水）・25日（水）9:30〜10:00

受付時間/9：30〜19：00（13：00〜15：00昼休み）
定休日/水・祝

042-589-1418

第2種免許を生かした仕事について

1.業務車両の種類と仕事内容について　2.日野市内観光名所について説明します。

南観光交通㈱
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日野市程久保8-3-2

●会場/南観光交通㈱　●対象/自動車免許有の方
●定員/3名　●材料費/無料　●持ち物/なし
●駐車場/あり　●エレベーター/なし

10月3日（火）・4日（水）・5日（木）・
10日（火）13：00〜17：00

受付時間/13：00〜17：00　定休日/なし
042-592-0012

刃物の研ぎ方

研ぎのしかた、な切包丁の研ぎ方

タックサービス
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日野市神明2-5-10

●会場/タックサービス　●対象/婦人の方　●定員/2名
●材料費/無料　●持ち物/な切り包丁　1本
●駐車場/なし　●エレベーター/なし

定休日を除く10月1日（日）〜31日（火）
11：00〜12：00

受付時間/10：00〜14：00　定休日/水、第3火曜
042-583-7893　携帯 090-5545-2189

初心者でも安心　きもの着付け講座

初心者でも丁寧にお教えします。きものの着方、帯結び
（カジュアル半幅帯結びorお太鼓結び）、補正の仕方など

高幡まんじゅう＆ハクビ京都きもの学院
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日野市高幡15-11
e-mail：tachikawa@hakubischool.or.jp

●会場/池田屋別館（高幡まんじゅう松盛堂 工場ビル ２階）
●対象/女性のみ　●定員/10名　●材料費/無料　●持ち物/
貸出あり。※ご自分の着物、帯、小物一式あればご持参くだ
さい　●駐車場/なし　●エレベーター/あり

10月22日（日）10:30〜12:00、13:00〜15:00

受付時間/9：00〜17：00　定休日/土・日・祝
042-522-0709

日野美味しいもんと用水まちあるき [浅川編]

日野は都心からわずかにもかかわらず浅川、用水路、たんぼ道、
畑の残る多摩の宝。改めて日野市を見直して見ませんか？

こもれび食堂 × こぷらすラボ
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日野市西平山２丁目
e-mail：happy@areist.com

●会場/出発は西平山リバーハウス　●対象/2時間ほど歩いて１時
間ほどお食事が可能な方　●定員/10名　●材料費/1,500円（日野
産野菜と自家製麹を使った平山城祉公園こもれびさんでのランチ） 
●持ち物/歩きやすい服装で　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

10月1日（日）・29日（日）9：00〜

定休日/月

申込フォーム  www.areist.com（24時間受付OK）
または 050-5880-9955（受付時間/10：30〜18：00）

スマホでかんたん外国人おもてなし講座（Voice Traヴォイストラの使い方）

話した内容を外国語に翻訳する音声翻訳アプリVoice Tra
（ヴォイストラ）の使い方を説明します。

高幡不動参道商店会＆日野市観光協会
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日野市高幡15-11多宝ビル2F
e-mail：hiroyuki@minegishi21.com

●会場/㈱高幡まんじゅう松盛堂 本工場　●対象/どなたでも　
●定員/1講座10名　●材料費/無料　●持ち物/筆記用具
●駐車場/なし　●エレベーター/あり

10月7日（土）17：30〜19：00

受付時間/9：00〜16：00　定休日/なし
042-591-0317（松盛堂内）


