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各講座はカテゴリー別に 6つに分かれています。

きれい 健 康 グルメ

つくる まなぶ 親子
親子で参加できます新しい発見が

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
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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。

受講料
無料

2021年2月1日（月）～3月1日（月）

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
お問い合わせ先：日野市商工会　☎042-581-3666

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。講座を聞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。

●各店舗にて、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止対策を徹底しています。
●新型コロナウイルス感染症の影響により、日程
及び実施場所、オンライン開催への変更があり
ます。
●事前にご自宅にて検温をお願いします。
●37.5度以上の熱、咳、鼻水等が出る場合は参
加をお控えください。
●マスクの着用をお願いします。

●録画や録音、講座の風景を講師の許可なくSNSなど
へのアップロードはご遠慮ください。
●適宜、背景、お名前の設定をしてください。
●中学生以下は保護者立会いの下、受講してください。
●オンラインまちゼミ講座中、受講者同士での販売行
為や勧誘、営業はご遠慮ください。
●Zoom等のアプリが原因のトラブルは店舗の責任と
なりませんのでご了承ください。
●Wi-Fi等の通信費用は受講者負担となります。

ってなに?

コロナウイルス関連 オンラインまちゼミについて

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。
1月12日（火）

1月12日（火）

●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。

●開催期間  

お子さんが参加で
きる講座です

仕事帰りでもＯＫ
夜の講座です

インターネット上で受講できる講座です

日日日野野
第８回

野野野野野ままままままちちちちちちゼゼゼゼゼゼミミ
お問い合わせ先：日野市商工会　☎042-581-3666

フェイスブックアイコン説明： ツイッター ブログ ユーチューブインスタグラム

熟成ヘナで目指せ！天使の輪！

化学物質に頼らないで続けるほどお友達から「きれいな髪ね！」と
ほめられる熟成ヘナを体験しませんか？

美容室COZY
1

栄町1-3-18　エトワール和田103
e-mail：cozy@saloncozy.jp

●会場/自店　●対象/女性の方で当店を利用されたことがなく、ヘナをし
てみたい方　●定員/1名　●材料費/2,000円（内容＝ヘナ代）●持ち物/
マスク　着用してください　●駐車場/あり（2台） ●エレベーター/なし

2月2日㈫9:30～12:00、13:00～15:30
2月9日㈫9:30～12:00、13:00～15:30

受付時間/10：00～15：00　定休日/毎週火、水
042-583-2026

簡単！! 自分で出来るお顔のたるみ予防

マスク生活が日常となり、人との会話が減り顔の表情筋を動かすことが極端に
減っています。顔がなんとなく老けたと感じる多くの女性の悩みにお応えします。

まなべ整膚療院
2

旭が丘1-13-6
e-mail：seifu-manabe@jcom.zaq.ne.jp

●会場/オンライン　●対象/40歳以上の女性　
●定員/1講座　5名　●材料費/0円　●持ち物/なし　

2月5日㈮14:00～15:00、20:00～21:00

受付時間/1月12日から、QRコードより
042-586-2894　　定休日/水・午後、土

親子で「クイズで覚えよう！マナーと着付け」

おうちで眠っている着物はありませんか？着物を装い楽しく
マナーを学びましょう。

田口きもの学院＆高幡まんじゅう松盛堂
3

高幡1-1

●会場/高幡まんじゅう松盛堂工場2階　●対象/なるべく小学校
3年以上（兄弟・姉妹はその限りではない）　●定員/1講座　5
名　●材料費/0円　●持ち物/お手持ちの着物、着付け小物など
一式あれば　●駐車場/なし　●エレベーター/あり

2月7日㈰、21日㈰10：00～11：30

受付時間/受付随時　定休日/不定休
090-5311-8003

わくわくダイエット体験会!!

遠赤外線温熱サウナ、ハンモック体幹トレーニング、トランポリン、ボクシング、
今話題の痩身マシンと代謝アップオイル・・全てコミコミ楽しくお試し体験！

トータルセラピーMyRRHミルラ
4

神明1-3-13-1F
e-mail：info@total-therapy-myrrh.com

●会場/自店　●対象/20歳以上女性限定　●定員/1講座4名
●材料費/0円　●持ち物/フェイスタオル2枚・動きやすい服装　
●駐車場/あり（4台）　●エレベーター/なし　●施術30％割引券

2月15日㈪16:00～17:30、
2月27日㈯16:00～17:30

受付時間/10:00～21:00　定休日/不定休
090-1053-7139

新感覚！ヒーリング・ハンモックヨガ

ハンモックを使う空中ヨガで身体を整え、天然由来のアロマと瞑想の癒
しで心を整え、内面と外面の美と健康を手に入れる！香りのプレゼント付

トータルセラピーMyRRHミルラ
5

神明1-3-13-1F
e-mail：info@total-therapy-myrrh.com

●会場/自店　●対象/女性16歳以上　●定員/1講座4名　●材料費/0円　●持ち
物/動きやすい服装（ファスナー無し・ピン・髪留めは外します）タオル・マスク
●駐車場/あり（4台）●エレベーター/なし　●施術メニューの30％割引クーポン

2月5日㈮、19日㈮
各日10：00～11：00、13：00～14：00

受付時間/10:00～21:00　定休日/不定休
090-1053-7139

ヨーロピアンのハーブの知恵御存じですか？

身近なハーブで免疫力を上げたり、予防法を手軽に学び
ませんか？美味しくて、優しい気持ちになれますよ。

（有）増島商店　自然甲斐
6

豊田4-24-11
e-mail：oisi.tabemono.sizenkai@gmail.com

●会場/自店　●対象/どなたでも　●定員/1講座　8名
●材料費/500円　●持ち物/マイカップ　
●駐車場/  あり（２台）　●エレベーター/あり

2月6日㈯11：00～12：00

受付時間/13：00～18:00　定休日/日
042-581-2830

音楽療法による脳の活性化

抒情歌を歌う事で若かりし日々の記憶をよみがえり、若さ
を保つことができる。

まさつ施療院・カラオケはとぽっぽ
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高幡18
e-mail：jj3939jj@me.com

●会場/カラオケはとぽっぽ　●対象/60歳以上　男女
●定員/10名　●材料費/0円　●持ち物/なし　●駐車場/なし　
●エレベーター/なし　●3/11歌声広場招待状（1200円を無料）

2月11日㈭12:00～13:00

受付時間/10：30～20：30　定休日/日
070-3828-7936

コロナ禍で運動不足の方に！オンライン体操

在宅勤務や外出自粛で運動不足を感じている方、多いですよね。日常の生活
に取り入れやすいス体操やストレッチで体を動かして、すっきりしませんか！！

まなべ整膚療院
8

旭が丘1-13-6
e-mail：seifu-manabe@jcom.zaq.ne.jp

●会場/オンライン　●対象/どなたでも　
●定員/1講座　5名　●材料費/0円　●持ち物/なし

2月12日㈮、19日㈮、各日20:00～21:00

受付時間/1月12日から、QRコードより　
042-586-2894　定休日/水・午後、土

ラク～な体作りを！骨盤調整体験会

いまの体の状態を知り、骨盤調整によってラクな体作りを
一緒に考えましょう。

カイロプラクティック施術院  すこやか
9

e-mail：khkm.kyokomama-yo1616@
ezweb.ne.jp

●会場/PlanT多摩平の森産業連携センター　●対象/どなたでも　
●定員/1講座　3名　●材料費/0円　●持ち物/フェイスタオル
●駐車場/なし　●エレベーター/なし

2月12日㈮　①10：30～12：00
②13：00～14：30　③15：00～16：30

受付時間/10：00～20：00　定休日/不定休  完全予約制
090-9957-3203

甘栗のすべてを教えます

1.天津甘栗の由来　2.日本と中国の栗の木の違い

甘栗屋
10

高幡15-11

●会場/㈱高幡まんじゅう　工場2Ｆ　●対象/どなたでも
●定員/1講座　4名　●材料費/0円　●持ち物/筆記用具
●駐車場/なし　●エレベーター/あり　●10％OFF

2月6日㈯、7日㈰13：00～14：00

受付時間/10：00～12:00　定休日/火
090-2147-0534

こけ玉アレンジメント

観葉植物でこけ玉を作ります

花工房
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東豊田3-7-5
e-mail：info@hanakobo.tokyo

●会場/自店　●対象/どなたでも　●定員/1講座　4名
●材料費/1500円（こけ玉とお皿）　●持ち物/無し
●駐車場/なし　●エレベーター/なし　●切り花1本サービス

2月4日㈭10：30～11：30、
6日㈯10：30～11：30、13：00～14：00、
7日㈰10：30～11：30

受付時間/10：00～19：00　定休日/水
042-582-5822

手作り美容洗顔ソープ＆コスメ

保存料や防腐剤などの添加物を加えず作ります、柔らかくてきめ細かい泡立ち、つっぱり
感のない洗い上がりです。当教室初めて石鹸作り参加者対象です。

メルストニアンサロン＆ショップ
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石田（万願寺2分）
e-mail：vivi.mikamika@docomo.ne.jp

●会場/個人宅　●対象/20歳以上　●定員/1講座4名　●材料費/4,000円
（石鹸5～6個分）　●持ち物/エプロン、袖カバー、眼鏡、髪の毛を束ねる
ゴム、マスク、持ち帰りの保温袋　●駐車場/なし　●エレベーター/なし  

〈ズーム〉2月6日㈯、16日㈫、10:30～3時間
〈リアル〉2月19日㈮ 、27日㈯ 10:30～3時間

受付時間/10:00～18:00　定休日/日
050-3556-1173

和菓子屋で職場体験しよう（製造補助編）

和菓子作り（2点）を体験していただきます。

高幡まんじゅう工場店
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高幡15-11 多宝ビル1Ｆ
e-mail：hiroyuki@minegishi21.com

●会場/自店　●対象/小6～中3　●定員/1講座　2名
●材料費/0円　●持ち物/筆記用具　●駐車場/なし 
●エレベーター/あり　●5％割引カード

2月14日㈰、21日㈰14：00～16：00

受付時間/10:00～16:00　定休日/なし
042-591-0317

しろえびせんべいの手焼き体験

しろえびせんべいを手焼きして、店頭に並んでいる商品と
の食べ比べをします。

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

●会場/自店　●対象/しろえびせんべいを食べたい方
●定員/4名　●材料費/0円　●持ち物/なし
●駐車場/あり（8台）　●エレベーター/なし  

2月25日㈭、26日㈮14：00～15：00

受付時間/10：00～17：00　定休日/不定休
042-660-0618

終活考えてみませんか自分の本質を知って2021年を楽しく生きる

終活を考える、葬儀の疑問新しい時代を生きる私たち、どんな意識ですごすと一年を
充実させられるかご一緒させていただきます。　

㈱セレモニー小峰アコルデ
1615

程久保8-2-9多摩平3-20
e-mail：info@ceremony-komine.jpe-mail：lght.the.fi re.in.your.gut-h.i@docomo.ne.jp

●会場/自店　●対象/なし　●定員/4名　●材料費/0円
●持ち物/なし　●駐車場/あり（10台）　
●エレベーター/なし　●小さな花鉢プレゼント

●会場/PlanT（日野市多摩平の森産業連携センター） 
●対象/どなたでも　●定員/1講座 ７名　●材料費/0円
●持ち物/筆記用具　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

2月2日㈫、8日㈪、25日㈭
各日 10:00～12:00

2月9日㈫、16日㈭、25日㈭
各日 10:30～12:00

受付時間/9：00～18：00　定休日/なし受付時間/8：00～17：00　定休日/なし
042-591-1234042-676-8247

知って得する  上手なタタミの選び方

畳の値段の差は何故あるのでしょう。55年間日野市で
営業している畳店の作業場で気軽に学べます。

たたみ  ふすま  アシザワ  芦沢製疊（有）
17

日野629
e-mail：ashizawa@jcom.zaq.ne.jp

●会場/自店　●対象/どなたでも　●定員/1講座　5名
●材料費/0円　●持ち物/なし　●駐車場/なし　
●エレベーター/なし　●いぐさのアロマプレゼント

2月2日㈫10：00～11：00

受付時間/9：00～17:00　定休日/日
042-581-3866

捨てるからはじめないお片付け

捨てられないから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
18

多摩平2-5-1 多摩平の森産業連携センター

多摩平2-5-1 多摩平の森産業連携センター

e-mail：info@ld-oasis.com

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/1講座 4名　●材料費/0円
●持ち物/筆記用具　●駐車場/なし　●エレベーター/なし
●参加特典/初回サービス1,000円off 

2月2日㈫①10：30～11：30②13：30～14：30　

受付時間/24時間　定休日/土、日、祝日
申込フォームＱＲコード

まちゼミって何？話だけきかせて

まちゼミの魅力と効果をお伝えします

日野まちゼミ実行委員会
19

高幡15-11
e-mail：hiroyuki@minegishi21.com

●会場/松盛堂工場ビル2Ｆ　●対象/まちゼミの参加に興味を
お持ちの事業者様　●定員/1講座　6名　●材料費/0円
●持ち物/筆記用具　●駐車場/なし　●エレベーター/あり

2月4日㈭、18日㈭ 
①15：00～16：00、②20：00～21：00

受付時間/17：00～21：00　定休日/なし
080-9804-8244

HAPPYに過ごすための時間講座

時間はあるはずなのに充実感が得られない日々を送っていませんか？
時間のオーガナイズを知って、もっとHAPPYに過ごしましょう！

Ｌｉｆｅ  Ｄｅｓｉｇｎ  ＯＡＳＩＳ
20

●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/1講座 4名　●材料費/0円
●持ち物/筆記用具　●駐車場/なし　●エレベーター/な
し　●参加特典/初回サービス1,000円off 

2月5日㈮①10:30～11:30②13:30～14:30

受付時間/24時間　定休日/土、日、祝日
申込フォームＱＲコード

教えます！高幡不動尊と高幡参道商店街の年中行事を楽しむ方法

教えます。高幡不動尊と高幡不動商店街の年中行事を楽
しむ方法

高幡まんじゅう　不動売店
21

高幡15-11
e-mail：hiroyuki@minegisgshi21.com

●会場/松盛堂工場2Ｆ　●対象/どなたでも　●定員/4組 8名
●材料費/0円　●持ち物/筆記用具　●駐車場/なし　
●エレベーター/なし　●5％割引カード

2月5日㈮11:00～12:00、13:00～14:00、
12日㈮11:00～12:00、13:00～14:00

受付時間/10：00～16:00　定休日/年中無休
042-591-0035

「認知症・介護」でかかるお金とその対策

「認知症・介護」でかかるお金とその対策を事例を通してご説明します。対策と
しての「後見制度・家族信託・生命保険」をトータル的な視点で解説します。

ネクストグループ（株）西東京建設
22

豊田4-37-12
e-mail：h.matsubara@eco-ntk.com

●会場/自店　●対象/認知症介護対策費用に不安を抱
えている方　●定員/1講座5名　●材料費/0円　●持
ち物/筆記用具　●駐車場/あり（5台） ●エレベーター
/なし　●無料FP相談（回数無制限）

2月6日㈯、11日㈭、18日㈭ 各日 10：00～11：30

受付時間/9:00～19:00　定休日/火・水
090-9853-9628

オンライン

オンライン

オンライン

オンライン

ままままままちちちちちちゼゼゼゼゼゼミミ



開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付
開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付
開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

開催日時

受　　付

●日勤者/昼勤のみ23勤・21勤　夜勤のみ23勤　
空いてる時間　選べる勤務スタイル!! アルバイト時間相談!!

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 　　☎042-592-0012 

タクシー乗務員募集!

南観光交通株式会社

養成
制度有

東京都渋谷区幡ヶ谷１-9-４
タワーズテン405

TEL：03-5388-9581
FAX：03-5388-9585

日野ブランチ
東京都日野市百草614-1
TEL：042-591-3222
FAX：042-591-3219

特許・商標・実用新案・意匠

杉山一夫特許事務所
弁理士 杉山 一夫　　弁理士 岩田 克子

テレビCMで話題のシャワーヘッド

美容カイロプラクティックフェアリー 080-5024-5129
↓ご購入はこちら↓

世界初！ミラブルのミストが特許を取得
サイエンスの特許技術｢トルネードミスト方式｣
美肌の秘訣は毛穴のお手入れから！
正規代理店　ID：02O103613B05

5,000円分のクオカードプレゼント！
送料無料 

40,900円(税抜き）

日野支店　南平支店　豊田支店　豊田北口支店　平山支店　高幡不動支店
https://www.tamashin.jp

お客さまの幸せづくり

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.050-5216-9751　FAX.042-592-8498

〒191ｰ0003 　東京都日野市日野台5-5-8
電話　042-581-4074

半澤畳店
創業59年 毎日接する畳だから

　　地元の信頼できる当店へ

〒191ｰ0011 東京都日野市日野本町6－5－12
TEL：042（582）2344　FAX：042（587）2765

携帯電話　090（3226）4152

電気設備設計施工

株式会社　髙木電設
東京都知事許可（般-22）第88603号

東京都日野市高幡1-8 高幡まんじゅう参道ビル3Ｆ
TEL：042-808-9252　FAX：042-592-3629

土方歳三没後150年

新選組グッズ専門店

営業日　木～日  AM11：00～PM5：00
池田屋池田屋

ご注文はWEBへ

〒191ｰ0003  東京都日野市日野台２-16-12

TEL：042-584-1909
FAX：042-584-19130120-051-909

㈲大野住宅設備
ホットコミュニケーションで暮らしの安全、

快適をお手伝い致します。

あなたの美が今動き出す

日野市商工会会員　  東京都知事許可　第2452号日野市商工会会員　  東京都知事許可　第2452号

日野市日野台２－37－14

〒191ｰ0001 東京都日野市栄町1－21－14
TEL 042ｰ581ｰ2280　FAX 042ｰ581ｰ0544

確かな技術の総合建設業

株式会社　加藤鉄建
日野市商工会会員／東京都知事許可（特定）第2467号

〒191ｰ0001 　東京都日野市高幡1005番地８
TEL：０４２（５９２）８０００㈹　FAX：０４２（５９１）０５５５

高幡ホーム株式
会社

土地・建物仲介・アパート・
マンション斡旋・建売分譲住宅

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.co.jp/

水廻りの「快適さ」に貢献します！水廻りの「快適さ」に貢献します！

日日日野野
第８回

野野野野ままままままちちちちちちゼゼゼゼゼゼミミ を楽しむ❻つの方法
●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。

●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2月1日から3月1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。（高幡図書館、多摩平図書館、百草図書館）

●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！ 

フェイスブック ツイッター ブログ ユーチューブインスタグラムアイコン説明：

知って安心、介護のお話＆ハーバリウム制作

杖や車いすを体験しながら、介護についてお話します。その後、
プレゼントにも使えるハーバリウムを一緒に制作しましょう。

合同会社エヌエイド
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多摩平2-5-1 1F PlanT内
e-mail：naid.gk.jp@gmail.com

●会場/PlanT　プロジェクトルーム　●対象/どなたでも　
●定員/1講座4名　●材料費/500円（ハーバリウム材料代）　
●持ち物/なし　●駐車場/なし　●エレベーター/なし  

2月6日㈯、7日㈰
各日①11：00～12：30、②13：30～15：00

受付時間/9：00～17：00　定休日/土・日・祝日
042-842-9914

40代でも間に合う！定年不安解消3つの策

大家さんFPが教える！40代からでも間に合う！老後資産2000万円を
獲得し、コロナ禍と老後不安を吹き飛ばす3つのノウハウ教えます。

株式会社井筒や
24

e-mail：hotta@izutsu8.jp

●会場/オンライン  ●対象/30～40代の会社員の方（夫婦参加OK） 
●定員/1講座5名  ●材料費/0円  ●持ち物/なし  ●駐車場/なし  
●エレベーター/なし  ●希望者には無料の個別相談

2月6日㈯14：00～14：45、10㈬、17日㈬19：00
～19:45、20日㈯・27日㈯14：00～14：45

受付時間/24時間　定休日/なし
https://izutsu8.jp/online/ 又は hotta@izutsu8.jp

癒しの手・アロマ ｄE ハンドテクニック

天然由来の純粋な精油がもたらす恩恵は脳から感情へ、皮膚から細胞へ…簡単！アロマハンド
テクニックを覚えて、ご家族・ご友人・ご自身にエネルギーチャージを！　　

トータルセラピーMyRRHミルラ
25

神明1-3-13-1F
e-mail：info@total-therapy-myrrh.com

●会場/自店　●対象/どなたでも！　●定員/４組８名（お一人の
参加もできます） ●材料費/200円（内容＝自分で作るアロマブ
レンディングオイル）●持ち物/ハンカチ・マスク　●駐車場/あり
（4台） ●エレベーター/なし●施術メニュー30％引き

2月7日㈰①10:00～11:30②13:30～15：00、15日㈪③10:00～11：30
④13:30～15：00、27日㈯⑤10：00～11：30⑥13:30～15:00

受付時間/10:00 ～21:00　定休日/不定休
090-1053-7139

不動産を賢く売る方法

①売却の流れ　②売却前に必要なコト　③不動産会社選び方　④日野市内の
空家や、売却困難物件の実情と売却事例　を本音でお伝えします。

ひのたま不動産株式会社
26

多摩平2-5-1
e-mail：y.sakamoto@estate-tokyo.biz

●会場/日野市多摩平の森産業連携センター PlanT内　●対象/興味
があれば不動産の有無は関係ありません　●定員/1講座6名様　●材
料費/0円　●持ち物/なし　●駐車場/なし　●エレベーター/なし

2月6日㈯、7日㈰、8日㈪、19日㈮、20
日㈯　各日13:00～14:30

受付時間/10:00～18:00　定休日/水
042-514-8796

あなたもパーソナリティーに！～ラジオ講座～

ラジオ番組のイロハ教えます。パーソナリティーに必要な
滑舌もご指導いたします。

岩崎愛子＆カラオケはとぽっぽ
27

日野市高幡18
e-mail：info@offi  ce-aiko.com

●会場/はとぽっぽ　●対象/どなたでもご参加いただけます　
●定員/1講座　10名　●材料費/0円　●持ち物/なし
●駐車場/なし　●エレベーター/なし  

2月7日㈰、13日㈯11:00～12：00　

受付時間/15：00～20：00　定休日/年中無休（不定期）
042-848-9159

外国人のお友だちを作れる英会話

外国人とのお付き合い、おもてなし、海外旅行、東京オリンピッ
クのときのために、ちょっとしゃべれる英語を学びましょう。

スターブリッジ株式会社（英語おしゃべりクラブ）
28

大坂上3-20-10
e-mail：info@eigo-oshaberi.club

●会場/オンラインまたは会場  ●対象/中学生以上  ●定員/1
講座5名  ●材料費/0円  ●持ち物/なし  ●駐車場/なし  ●エレ
ベーター/なし  ●英語おしゃべりクラブの講座を20%割引

2月8日㈪、12日㈮ 各日19:00～20：00、
20日㈯13:00～14:00

受付時間/8：00～21:00　定休日/なし
042-582-8691

将来に向けての資産づくりセミナー

個人型確定拠出年金「iDeCo」と「つみたてNISA」の制
度や特徴について解説します。
講師　篠原千明（すまいるプラザ多摩センター）

多摩信用金庫高幡不動支店
29

高幡1008-3
e-mail：ten075@tamashin.net

●会場/自店　●対象/どなたでも　●定員/1講座8人　●材料費
/0円　●持ち物/なし　●駐車場/あり　●エレベーター/あり

2月10日㈬13:30～14:30

受付時間/9:00～17:00　定休日/土、日、祝日
042-591-8911

教えます！商標登録を代理人によらず個人で出願する方法　　　　　

商標、特許などの知的財産は、特に出願前は秘密であるこ
とが要求される。個人で出願する方法。

杉山一夫特許事務所＆高幡まんじゅう松盛堂
30

峯岸会館
e-mail：sugicchi@beige.plala.or.jp

●会場/峯岸会館　2Ｆ　●対象/商標、特許に興味のある方　
●定員/1講座　3～4名　●材料費/0円　●持ち物/なし
●駐車場/あり　●エレベーター/なし  

2月10日㈬、23日㈷11：00～12：00、　
14：00～15：00

受付時間/10：00～14：00　定休日/不定休
090-9812-5763

売り上げに直結する「ＰＯＰ広告」講座

・文字の下手な方　・レタリングに興味ある方
・今すぐ売り上げを上げたい方

クレアーレ総研
31

多摩平3-1-1
e-mail：haya44@offi  ce.email.ne.jp

●会場/アフタースクールカフェ　●対象/どなたでも
●定員/1講座　8名　●材料費/0円　●持ち物/なし　
●駐車場/あり　●エレベーター/なし

2月10日㈬
①14:00～15:30　②18:00～19:30

受付時間/9：00～17:00　定休日/なし
090-2656-1936

タイ風タピオカを食べながらタイ人による日本人のためのタイ講座　　

タイ産のタピオカとココナッツミルクを使用

高幡まんじゅう　本店
32

高幡15-11　多宝ビル2Ｆ
e-mail：hiroyuki@minegishi21.com

●会場/多宝ビル2Ｆ　屯所ホール　●対象/どなたでも　
●定員/1講座　4名　●材料費/0円　●持ち物/筆記用具　
●駐車場/なし　●エレベーター/あり　●5％割引カード

2月10日㈬、27日㈯
①11：00～12:00　②13：00～14：00　

受付時間/10：00～16:00　定休日/なし
042-591-0317

タクシーのお仕事

タクシーの仕事の内容と、市内の観光スポットに
ついて説明致します。

南観光交通（株）
33

日野市程久保8-3-2

●会場/自店　●対象/自動車免許所有の方　●定員/3名　
●材料費/0円　●持ち物/なし　●駐車場/あり　
●エレベーター/なし

2月5日㈮、12日㈮、19日㈮、
26日㈮、13：00～14：00

受付時間/13：00～17：00　定休日/なし
042-592-0012

初めての高幡不動参道通り周辺のディープな商店街めぐり

高幡不動参道通り周辺の商店街を回り、とっておきのお店、
商品をご紹介します。

高幡不動参道会
34

高幡1-1
e-mail：hiroyuki@minegishi21.com

●会場/高幡不動参道通り　●対象/どなたでも　
●定員/1講座　4名　●材料費/0円　●持ち物/筆記用具　
●駐車場/なし　●エレベーター/あり　●5％割引カード

2月13日㈯、19日㈮11：00～12：00

受付時間/10：00～16：00　定休日/なし
042-591-0317

やりたいことを仕事にできる！「副業講座」

やりたいことを仕事にできる「副業」をはじめてみよう！7社以上の経営
に関わる講師が副業のやり方をお伝えします。副業は誰でもできる！！

高幡不動参道会＋富田IT経営コンサルティング合同会社
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e-mail：
tomita@titc.co.jp

●会場/オンライン　●対象/副業を始めたい方　●定員/1講
座4名　●材料費/0円　●持ち物/なし　●駐車場/なし
●エレベーター/なし　●1時間の無料相談

2月14日㈰、21日㈰、28日㈰ 
いずれも時間は15:00～16:00

受付時間/24時間　定休日/なし
tomita@titc.co.jp

子育てのイライラ解消法

子育て中のイライラを笑顔に変えるヒントをお伝えします

オフィスさえき
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e-mail：anger481tama@gmail.com

●会場/オンライン　●対象/子育て中のママ、パパなど　
●定員/6名　●材料費/0円　●持ち物/筆記用具

2月15日㈪10：00～11：00
2月20日㈯10：00～11：00

 電話9：00～18：00　定休日/不定期
042-800-1884  受付時間/QRコードは24時間

美容と健康に役立つ和菓子の話

和菓子にかかせない小豆や寒天、砂糖は実は美容と健康に
欠かせないスーパーフードなのです。

高幡まんじゅう　京王店
37

高幡128-5
e-mail：hiroyuki@minegishi21.com

●会場/自店　●対象/どなたでも　●定員/1講座 3～4名　
●材料費/0円　●持ち物/なし　●駐車場/なし
●エレベーター/なし　●5％割引カード

2月16日㈫、17日㈬14：00～15：00

受付時間/10：00～19：00　定休日/なし
042-592-5123

感情のコントロール

今話題の感情のコントロール法（アンガーマネジメント）の初歩を
お伝えします。

オフィスさえき
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e-mail：anger481tama@gmail.com

●会場/オンライン　●対象/どなたでも　●定員/1講座6名　
●材料費/0円　●持ち物/筆記用具　

2月20日㈯14：00～15：00、20：00～21：00

 電話9：00～18：00　定休日/不定期
042-800-1884  受付時間/QRコードは24時間

「思わず買いたくなる」店舗演出講座

事前に参加店を訪問して現状を把握してから具体的な改
善方法を学びます。

クレアール総研
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多摩平3-1-1
e-mail：haya44@offi  ce.email.ne.jp

●会場/アフタースクール　カフェ　●対象/どなたでも　
●定員/1講座　8名　●材料費/0円　●持ち物/なし　
●駐車場/あり　●エレベーター/なし

2月24日㈬
①14：00～15：30②18：00～19：30

受付時間/9：00～17：00　定休日/なし
090-2656-1936

土方歳三のふるさと高幡不動尊 幕末歴史ツアー

日野新選組同好会が高幡不動境内の史跡を案内しながら
取っておきのエピソードをお話します。

新選組グッズ　池田屋
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高幡1-8 参道ビル3Ｆ
e-mail：hiroyuki@minegishi21.com

●会場/自店　●対象/どなたでも　●定員/1講座　5名　
●材料費/0円　●持ち物/筆記用具　●駐車場/なし　
●エレベーター/なし　●5％割引カード

2月28日㈰
①11:00～12：00 ②13：00～14：00

受付時間/10：00～20：00　定休日/月～水
080-9804-8244

一級建築士に建物相談

新築や改修をどのように進めればよいのか…、建築士に相談したいけど…迷っている
方、是非この機会を活用下さい。あなたのモヤモヤを解決します。

タウンファクトリー 一級建築士事務所
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大坂上 1-29-1-2階
e-mail：qyk15242@nifty.com

●会場/自店　●対象/年齢・性別は問いません　●定員/1講座1組（2
名まで）●材料費/0円　●持ち物/建物や敷地の資料　●駐車場/なし　
●エレベーター/なし　●タウンファクトリー鉛筆プレゼント

2月20日㈯10：30～12：00、13：30～
15：00、15：30～17：00

受付時間/10：00～18：00　定休日/日・祝日
042-582-3955

気になる子供の姿勢と骨盤の講座

子どもの猫背や集中力不足は骨盤の歪みが原因かも？お子様と一緒に姿勢をチェック
して骨盤調整を体験してみましょう。

美容カイロプラクティックフェアリー
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万願寺4-5-13
e-mail：ta_fl yaway@yahoo.co.jp

●会場/自店　●対象/親子（小・中学生） ●定員/1組 2～3名
●材料費/0円　●持ち物/フェイスタオル　●駐車場/なし
●エレベーター/なし

2月11日㈷、28日㈰10：00～11:30、
13:30～15:00、16:00～17:30

受付時間/9：00～18:00　定休日/不定休
080-5024-5129

オンライン

オンライン

オンラインオンライン オンライン




