9 回 受講者 大募集！

得する街のゼミナール 第

てくれ
お店 の 人 が 教え

る！

まちゼミ

川越

お 店 の 人 が 講 師となっ

ホームページでは、
ホームページでは、
ゼミの応募状況や内容もご案内中
ゼミの応募状況や内容もご案内中！
！
Facebook、twitter（＃川越まちゼミ）、
Facebook、twitter（＃川越まちゼミ）、
instagram、youtubeでも川越まちゼミ情報
instagram、youtubeでも川越まちゼミ情報
を発信中！
を発信中！

て、専門店ならではの専
門知識や情報、コツを無

http://www.kawagoe-machizemi.net/

料で教えてもらえる、得
する街のゼミナール、略
して「まちゼミ」です!

受講料
無 料
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東京国際大学
埼玉
4 〒 ● りそな銀行
3

※各講座は定員になり次第、締め切りとなり
ます。
（先着受付の場合）
※受講対象者が限定されている講座もござい
ます。
※申込の際に受講時の持ち物をご確認下さい。
※中学生以下のお子様は保護者同伴でご来場
下さい。
※お店によっては駐車場、駐輪場がない場合
がありますので、公共交通機関でご来場く
ださい。詳細はお申し込みの際に各お店に
ご確認ください。
※予約済の講座にやむなく遅刻・欠席される
場合は、その旨をご連絡下さい。

［主催］川越商工会議所、川越まちゼミの会

まなぶ

新しい発見がある講座

つくる

作品製作や調理を行う講座

きれい

美容・キレイを追求する講座

小学生も参加できます

http://www.kawagoe-machizemi.net

［後援］川越市

まちゼミ初参加店

ふじみ野市

65

メール受付の記入例
ふじみ野駅

件名「まちゼミの申し込み」 ららぽーと
申込み講座名：〇〇を作ろう！富士見
富士見市
講座開催日時：〇月△日□□時～
東
武
お名前： まちゼミ花子
東
上
鶴瀬駅
連絡先電話番号：090-1234-5678
線
を必ずご記入ください。

お電話での申し込みとなります
メールでの申し込みとなります
お電話、メールどちらでもOK
先着順
抽選

先着順での受付となります
抽選での受付となります
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川越市教育委員会 （公社）小江戸川越観光協会 川越商店街連合会
（川越商工会議所内）

新
河

三芳 PA
※応募先アドレスの「受信許可」設定を忘れずに！
※抽選の結果は、7月23日
（月）
に連絡予定。
（三芳スマート IC）
みずほ台駅
※連絡がない場合は、直接お店にお問合せください。

時間や場所をお間違えのないように

健康に過ごすための講座

上福岡駅

申し込み方法の種類

※各店の受付時間内にお申し込みください。
※受付初日は電話の混雑が予想されます。ご
了承ください。
なお、留守番電話での受付はできません。

けんこう

蓮光寺

川越南文化会館
（ジョイフル）

関
越
自
動
車
道

講座の開催店へ直接お電話かメールで
お申し込みください
お電話の場合は「まちゼミの申し込み
です！」とお伝え下さい。メールの場
合は件名を「まちゼミの申し込み」と
してください。

駅
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●丸数字が講座開催店です
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3. 当日お店で受講

8. 1水 ー 9. 11火

ください！
裏面のまちゼミスタンプラリーもご参加
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●丸数字が講座開催店です
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川越西文化会館
東洋大学（メルト）
鶴ヶ島駅
日枝神社
河越館跡史跡公園
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鶴ヶ島

鶴ヶ島市

開催店マップ 川越地区

全115講座

藤宮神社

山田八幡神社

小
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若葉駅

鶴ヶ島 IC

※内容により材料費等がかかる場合もあります。
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貴店も参加しませんか!？
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まなぶ

はじめて&ひさしぶりの大人ピアノ
8月11日土
①13:30˜14:30
③16:30˜17:30

アクサ生命保険株式会社 川越営業所

この夏始めようプログラミング教育!
学習塾アプト & ロボット教室

先着順
抽選

まなぶ

ユーチューブを集客ツールとして使い尽くす

きれい

アトリエライフワークス

対象 親子（小学3年~6年）
、9月の部

受付時間 10:00˜16:00

会場 自店（川越市六軒町1-1-3 プルミ

13

ベリーダンス無料体験会

会場 自店
（川越市霞ヶ関北4-21-10）

14

アミターユベリーダンス

5

先着順
抽選

健康に過ごすためのまなぶ
講座です

持ち物 タオル、水、動きやすい服

住宅会社の見極め方 違いと価格ズバリわかります！
家づくり学校 川越校

対象 18歳以上 定員 6名

受付時間 10:00˜15:00

2-4-3 木村屋ビル2階）

建て替えか？リフォームか？迷わない判断術
家づくり学校 川越校

定員 ①8名②6名

受付時間 8:00˜22:00

会場 自店
（川越市岸町2-10-25）

定休日 日, 祝

16

持ち物 ①筆記用具②なし

もっちり&美白（酒粕化粧品）

「ひとことスタイリング教室」
Ima-iro

ビル3階） 持ち物 筆記用具

定休日 日, 祝

先着順
抽選

まなぶ

初心者のための紅茶を楽しむ基礎講座
紅茶浪漫館シマ乃

親子
8月1日水13:00˜14:00
8月7日火13:00˜14:00

まなぶ

対象 上記の通り
定員 親子2組 または大人5名
会場 自店
（川越市仲町5-11）
持ち物 なし
材料費 500円
（紅茶、
お菓子、
テキスト）

受付時間 10:00˜17:00
定休日 なし

税金相談に行ってQ
コンパッソ税理士法人

先着順
抽選

まなぶ

対象 どなたでも

先着順
抽選

まなぶ

家族信託で認知症対策!
コンパッソ税理士法人

長友選手も実践!体幹トレーニング体験

きものいろはの「い」から
株式会社嵯が野

まなぶ

先着順
抽選

まなぶ

ゆかたの畳み方

先着順
抽選

まなぶ

対象 どなたでも

受付時間 10:00˜17:30

会場 自店
（川越市霞ヶ関北3-1-11）

定休日 水

定員 5名

持ち物 なし

まなぶ

先着順
抽選

まなぶ

材料費 1000円
（ローストビーフ4種）

お金と税金よろず相談
税理士法人

長岡会計

9月2日日10:00˜16:00
9月3日月10:00˜16:00

1組様50分の個別相談形式
です。事前に時間帯の予約
をお願いします。

サラリーマンから独立起業したいんだけど?そろそろ生前贈
与をやるべき?我が家の相続対策は?個人・法人のお金と税
金にまつわること、何でもご相談下さい。
☎ 049-242-6900

対象 どなたでも

受付時間 9:00˜17:00

会場 自店
（川越市脇田本町24-18）

定員 1組

先着順
抽選

まなぶ

持ち物 なし

定休日 土, 日, 祝

親子で正しい足・クツのサイズを知ろう
ナチュリーラ

8月 3日金13:00˜14:00
8月 7日火13:00˜14:00
8月 9日木13:00˜14:00
8月18日土13:00˜14:00

8月 4日土13:00˜14:00
8月 8日水13:00˜14:00
8月11日土13:00˜14:00
9月 8日土13:00˜14:00

足のトラブルが低年齢化しています。一因として、子供は
１cm大きい、大人は１cm小さいクツをはいている方が多
いこと。あなたのクツのサイズは大丈夫ですか？
naturela@outlook.com 対象 3~6歳の子供と保護者※対象外の兄
弟姉妹の参加を希望される場合はご相談
ください 定員 3組 会場 自店（川越市
受付時間 10:30˜18:00
中原町1-5-1-1F） 持ち物 クツ下とクツ
定休日 水
着用、飲み物、タオル、動きやすい服装

39

抽選

まなぶ

新種発見!サギメール、ダマシソフト大公開
パソヤドットネット

8月18日土14:00˜15:00
8月21日火14:00˜15:00
9月 3日月14:00˜15:00
9月 5日水14:00˜15:00

8月19日日14:00˜15:00
8月22日水14:00˜15:00
9月 4日火14:00˜15:00

実際にあったウィルスや詐欺メール、パソコントラブルを図解で
解説します。いまさら聞けないパソコンやタブレットの質問コー
ナーもあります。講座終了後に無料診断します!あなたのパソコ
ンを元気にします!日替わりでネコ社員がお待ちしております!

☎ 0120-154-838

先着順
抽選

201） 持ち物 なし

定休日 火, 第1・3月曜

ゆかたのシーズンです。お召しになった後の、ゆかたの
たたみ方とゆかたの帯の結び方、楽しく実践してみましょ
う。きもののいろはの「い」から始めます。
☎ 049-233-1391

会 場 自店（川越市幸町8-11 明文館

kanya@live.jp
受付時間 10:00˜23:00
定休日 なし

対象 どなたでも 定員 4名

会場 自店
（川越市的場2171-15）

持ち物 無料診断希望の方はパソコン、
タブレット

申込方法

先着順
抽選

対象 小学4年生〜中学3年生

kawagoe.fukurou2018@gmail.com 定員 4名
（川越市連雀町14-3）
受付時間 9:00˜12:30/15:00˜19:30 会場 自店
持ち物 動きやすい服装・タオル
定休日 日, 祝

対象 どなたでも 定員 10名

受付時間 10:00˜22:00

8月7日火13:30˜15:00
8月9日木13:30˜15:00

サッカー日本代表長友選手や水泳池江選手などトップアス
リートも実践する体幹トレーニング（KOBA☆トレ）を体験し
てみませんか?どんなスポーツでも上達に必要な体幹の『バ
ランス力』
『安定性』を向上させます!※親子参加も可能です。
『KOBA☆トレ』マスタートレーナーの院長が指導致します。
☎ 0120-80-2960

対象 どなたでも

OMUS

omus@nobeernolife.com

9月2日日14:00˜15:30

otonari-yasunori@compasso.jp 定員 5組
会場 自店（川越市菅原町11-2 白川ビ
受付時間 9:00˜17:00
ル3F） 持ち物 なし
定休日 土, 日, 祝

29

川越ふくろう接骨院

Le

スーパーで買える牛肉４種を美味しいローストビーフにして
食べ比べ！味の違いは勿論、見分け方や料理方法をプロが教
えます。

38

川越事務所

申込方法

材料費 300円
（お芋代、飲み物代）

先着順
抽選

Te’PAN

これから独立開業を考えている方、確定申告について
知りたい方、相続対策について知りたい方、個人・法人
問わずお金・税金・労務なんでもご相談下さい。※1組
様1時間の個別相談形式です。事前に時間帯の予約をお
願い致します。

☎ 049-224-2233

まなぶ

申込方法

ル1F） 持ち物 なし

持ち物 なし

プロが教える美味しい牛肉の選び方

8月2日木14:00˜19:00

otonari-yasunori@compasso.jp 定員 個別相談形式
会場 自店（川越市菅原町11-2 白川ビ
受付時間 9:00˜17:00
ル3F） 持ち物 なし
定休日 土, 日, 祝

先着順
抽選

まなぶ

ベル川越ビル4F） 持ち物 なし

8月 3日金14:00˜15:00
8月28日火14:00˜15:00

37

川越事務所

定員 4名まで

会場 自店（川越市脇田本町1-3 グラン

定休日 土, 日, 祝

初心者でも美味しい紅茶を淹れるコツや基本となる茶葉
の特徴などをお教えします。産地の違う7種類を実際に
飲み比べしながら、個々の香りを味わい楽しむ講座です。

8月18日土14:30˜15:30
8月25日土14:30˜15:30

申込方法

会場 自店（川越市脇田町15-15 古賀ビ

会場 自店
（川越市小堤912）

定休日 水

19

お芋の歴史と健康パワーを学びながら冷え冷えの熟
成焼き芋を食べて楽しい時間を過ごしましょう。

対象 どなたでも 定員 4名

受付時間 10:00˜17:00

定員 1組

受付時間 10:00˜18:00

対象 小3~小6（親子参加可）

申込方法

先着順
抽選

対象 どなたでも

株式会社タカインフォテクノ

大人のみ
9月1日土10:00˜11:00
9月4日火13:00˜14:00
9月5日水13:00˜14:00

認知症は高齢者の5人に1人!施設入所後に自宅を売却出
来ないことがあるのを知っていますか?認知症と診断さ
れると手遅れになってしまいます。今話題の家族信託
で事前に対策を考えてみませんか!

☎ 080-0800-2310

まなぶ

プログラミングでゲームを作ろう!

machizemi@
taka-infotechno.co.jp
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将来、お家を建てたい!とお考えの方へお家が建つまでの流
れを教えます。不安に思う事、分からない事みなさんの言葉
におこたえします。

8月3日金10:00˜11:00
8月4日土10:00˜11:00

定休日 不定休

会場 自店（川越市新富町2-4-3 木村屋

この夏！お母さんもワクワクする♡
～夏休みが1000倍楽しくなる～子供がサクッと宿題
をする「ひとこと」術

おいも堂

受付時間 10:00˜18:00

受付時間 12:00˜18:00

定員 10組（10~20名）

9月2日日10:00˜11:30
9月3日月18:30˜20:00

夏でも焼き芋を食べよう!

umegai08@gmail.com

対象 親子、小学生

8月 7日火13:00˜14:00
8月21日火13:00˜14:00

対象 両日ともお母さん（大人のみ）
定員 8名 会場 文具のキムラヤ（川越
市新富町2-4-3 木村屋ビル2階）
持ち物 筆記用具
備考 受付開始：7月22日

先着順
抽選

これからの時代、コンピューターテクノロジーを知ることは
とても重要です。自分でプログラミングし、簡単なゲームを
作ってみることでコンピューターがどの様に動いているのか
を体験してみませんか?

☎ 049-222-1199
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西営業所

対象 どなたでも 定員 10名

makoto6q1p_suzuki@sonylife.co.jp 会場 ウェスタ川越 会議室4（川越市新
宿町1-17-17）
受付時間 10:00˜20:00
持ち物 筆記用具
定休日 不定休

最近TVなどで腸内細菌が注目されています。夏休みに親子
で、どのように「うんち」が出来るのかな、というからだの
しくみを楽しく学んでみませんか?いい排便習慣が出来るた
めの生活の動機づけにもなります!

申込方法

定休日 不定休

株式会社川越設計事務所

申込方法

受付時間 10:00˜14:00

『いい家』造りのノウハウ教えます

まちゼミ参加者の皆様のアンケートから、医療保険の選び方
が知りたいという方が多くいらっしゃいました。
今回は医療保険を選択する際に抑えておきたいポイントを幾
つかお伝えいたします。

8月 4日土11:00˜12:00 8月 4日土14:00˜15:00
8月25日土11:00˜12:00 8月25日土14:00˜15:00

8月 8日水10:15˜11:45
8月22日水10:15˜11:45

申込方法

☎ 090-8008-0398

9

18

きらり

ソニー生命保険株式会社

8月8日水12:30˜13:30

☎ 049-224-2233

まなぶ

賢い医療保険の考え方
8月10日金10:00˜11:30 9月7日金19:00˜20:30
9月 8日土10:00˜11:30 9月8日土13:30˜15:00
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ひろせクリニック

先着順
抽選

まなぶ

申込方法

8

まなぶ

医療法人広彩会

8月1日水14:00˜19:00
8月3日金14:00˜19:00

先着順
抽選

先着順
抽選

まなぶ

申込方法

持ち物 なし

定休日 土, 日, 祝

有料駐車場あり） 持ち物 なし

対象 どなたでも 定員 10名

makoto6q1p_suzuki@sonylife.co.jp 会場 ウェスタ川越 会議室4（川越市新
宿町1-17-17）
受付時間 10:00˜20:00
持ち物 筆記用具
定休日 不定休

☎ 080-4793-9376

うんちの秘密を学ぼう

うれしいことに酒粕に入っている美白成分は皮膚を漂白
するだけでなく、内側からメラニンの生成を抑えること
が分かってきました。たのしく酒粕を使って手造り化粧
品を作ってみませんか?
対象 どなたでも

たビル101 JR川越線笠幡駅徒歩3分

定休日 不定休

8月10日金11:00˜12:00
8月24日金11:00˜12:00
9月 7日金11:00˜12:00

marukei@sakenomarukei.com 定員 8名
会場 自店
（川越市小室503）
受付時間 10:00˜20:00
材料費 1000円
（材料費）
定休日 水

会場 自店（川越市笠幡4461-13 ひな

8月24日金19:00˜20:30
9月 1日土10:00˜11:30

老後資金や教育資金の準備に様々な運用商品が開発され需
要が高まってきましたが、運用は不安という声が多く聞かれ
ます。そこで、運用を考える上での重要なポイントを３つお
教え致します。

8月 8日水10:30˜12:00
8月24日金18:30˜20:00

対象 どなたでも 定員 9名

travel@i-globalways.com
受付時間 10:00˜21:00
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川越角屋酒店

☎ 049-242-1734

先着順
抽選

先着順
抽選

ソニー生命保険株式会社

8月24日金10:00˜11:30
8月25日土10:00˜11:30
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GLOBAL WAYS

☎ 090-4120-1117

まなぶ

申込方法

会場 教室
（川越市六軒町2-22-1）

②1・2年生

申込方法

受付時間 9:00˜19:00

定員 10名

対象 20才以上

marukei@sakenomarukei.com 定員 10名
会場 自店
（川越市小室503）
受付時間 10:00˜20:00
材料費 1000円
（ワイン代）
定休日 水

そろばんを習うと、計算力はもちろん集中力がつき、学
習の基礎となる能力がついてきます。ぜひこの機会に参
加ください。
対象 ①小学3年生以上

先着順
抽選

大人も子供もOK!ホームステイあれこれ

自然派ワインってどんな味わい?美味しいの?自然派ワ
イン3種類の飲み比べです。ソムリエによる解説付きで
楽しく学びながら飲めます。

①8月4日土9:00˜10:00
②8月4日土10:15˜11:10

☎ 049-222-7164

24

26

川越角屋酒店

一緒に学ぼう!!運用の基礎知識

☎ 080-4793-9376

まなぶ

持ち物 なし

8月 3日金18:30˜19:30
8月17日金18:30˜19:30
8月31日金18:30˜19:30

17

一ノ瀬学園 そろばん教室

会場 自店
（川越市幸町10-5）

定休日 不定休

先着順
抽選

まなぶ

申込方法

そろばんで ひらめく力 育てます

受付時間 10:00˜15:00

定員 4組（8名程度まで）

申込方法

まなぶ

まなぶ

申込方法

7

先着順
抽選

抽選

\自然派ワインを楽しみましょう/

☎ 049-242-1734

申込方法

対象 どなたでも 定員 12名

対象 小学生

定休日 なし

8月24日金11:30˜12:30
8月25日土11:30˜12:30

対象 どなたでも

対象 小学生8歳~12歳 定員 10名
会場 ウェスタ川越（川越市新宿町117-17）
ほか
持ち物 動ける服装、プログラミング
教室はノートPC持参

受付時間 00:00˜24:00
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笛木醤油

☎ 049-297-0041
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①映像やスライド等を使い「発話」しながら、
英語を学習していきます。全く新しい英語学
習法を是非体験下さい！！
②プログラミングでロボットを動かしたり、ドローンを飛
ばします！その後、巨大トランポリンで遊ぶ事が出来ます！

夏休みで"出来る"を増やそう!シュシュで学べる
賢い知識♪8/4【東大式、頭が良くなる考え方】
8/7【キッズプログラミング教室】8/17【目指
せSASUKE!運動神経Up講座】

おしょうゆが何から作られるか知ってますか?本醸造ってど
んなおしょうゆ?醤油博士が教える、醤油豆知識から、利き
しょうゆや、搾りたて醤油のテイスティング&搾り体験など
盛りだくさん!

①8月1日水13:00˜14:00 デジタル イングリッシュ
②8月6日月10:00˜12:00 13:00˜15:00
ロボットプログラミング・ドローン体験

リフォームするべきか？建て替えるべきか？それぞれのメ
リット、デメリットを知った上で、見極めポイントを伝授！目
からウロコの２時間です！

stepcounter3@kg-net.co.jp 会場 自店（川越市脇田本町15-10 三井
生命川越駅前ビル9F）
受付時間 10:00˜18:00
持ち物 なし
定休日 火

まなぶ

川合住宅設備株式会社

8月 4日土10:00˜12:00 8月12日日10:00˜12:00
8月18日土10:00˜12:00 8月26日日10:00˜12:00
9月 1日土10:00˜12:00

☎ 049-265-7422

先着順
抽選

8月 5日日 10:00˜11:30
8月 5日日 13:00˜14:30
8月17日金 10:00˜11:30

申込方法

まなぶ

持ち物 なし

しょうゆ博士が教える!醤油のヒミツ

☎ 090-4452-7800

夢未来わくわく塾!英語,プログラミング

info@1968kawai.co.jp

先着順
抽選

先着順
抽選

まなぶ

持ち物 なし

申込方法

6

生命川越駅前ビル9F）

持ち物 筆記用具、色鉛筆（12色）

定休日 不定休
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会場 文具のキムラヤ（川越市新富町

申込方法

定休日 火

会場 自店（川越市脇田本町15-10 三井

申込方法

対象 どなたでも 定員 12名

会場 自店
（川越市宮下町1-12-7）

定休日 第2日曜

外国文化を知るにはホームステイが一番!日本で30年暮らす
豪人英語講師による、ホームステイのあれこれを楽しく分か
りやすく。2020年オリンピックで来日する外国人と交流を深
めることにも、きっと役立ちます!

☎ 090-1794-8811

担当：百瀬

シュシュフィットネス

info@shsh-body.com

カラーセラピーを用いて、楽しみながらコミュニケーション
♪子育て・自分磨きなど、キラッと輝くすぐ使えるヒントが
たくさんありますよ。

高性能な住み心地の良いおうちとは？無理のない予算を考
え、会社別の特徴・価格・選び方を伝授。賢くおうちを建て
るための極意が詰まった家づくりセミナーです！
stepcounter3@kg-net.co.jp
受付時間 10:00˜18:00

受付時間 9:00˜18:30

定員 5名

8月4日土10:30˜12:00
8月8日水13:00˜14:30

8月 5日日13:00˜15:00 8月18日土13:00˜15:00
8月19日日13:00˜15:00 8月25日土13:00˜15:00
8月29日水18:30˜20:30 8月30日木18:30˜20:30
9月 9日日13:00˜15:00

☎ 049-265-7422

対象 どなたでも

まなぶ

申込方法

会場 自店
（川越市霞ヶ関北2-2-14）

定休日 月, 日

☎ 049-222-0143

先着順
抽選

身体も心も【頭】も健康に!

ごはんを美味しく食べる方法は?これさえ守ればいつものお
米が美味しく炊ける!お米のプロが炊き方を実演、お米の食
べ比べ、役立つ豆知識など、大人も子供も楽しく学べます。
ごはんパワーで暑さを乗り切りましょう!

金笛

川越支店

対象 不動産を購入したい・買換えたい・
売却したい方・大家さん等 定員 個別
相談（秘密厳守） 会場 自店（川越市新
宿町1-16-6） 持ち物 なし
備考 受付開始：8月2日

定休日 火, 水

8月 3日金10:30˜11:30 8月 9日木10:30˜11:30
8月18日土10:30˜11:30 8月22日水10:30˜11:30

申込方法

定員 5名

住協

受付時間 9:30˜18:30
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8月5日日10:30˜11:30
9月6日木10:30˜11:30

申込方法

対象 大人、お子様連れもOK

申込方法

けんこう

まなぶ

カラーサロン Hinano

あなたの内側で眠っている女性を開いていきましょう。美容
や、ダイエットにもよいと言われるベリーダンスは、アラブ
中近東のエキゾチックな踊りです。はじめての方も、お気軽
に歓迎しております。お子様連れもOK!

lila0921@gmail.com
受付時間 10:00˜18:00

先着順
抽選

先着順
抽選

吟撰米屋「結の蔵」

8月24日金10:00˜11:00
8月25日土10:00˜11:00

自分らしく輝く☆カラーコミュニケーション

8月 3日金10:00˜11:00（大人）
8月 7日火14:00˜14:50（子連れママ）
8月10日金10:00˜11:00（大人）

☎ 090-4432-5756

持ち物 なし

定休日 不定休

株式会社

申込方法

まなぶ

受付時間 10:00˜18:00

お悩みは「住人十色」不動産よろず相談

☎ 0120-38-0041

まなぶ

持ち物 ノート、筆記用具

申込方法

4

抽選

定員 5名

会場 キムラヤ3階ルーム（川越市新富

夏でも美味しい!お米の炊き方

夏から秋にかけては、桃や梨、ブドウといった果物がおいし
い季節です。その旬の果物の正しい選び方、保存方法を教え
ます。果物のお買い物がきっと楽しくなります。美味しいフ
ルーツを食べられるかもよ!
対象 大人のみ

定休日 月、火、水

先着順
抽選

まなぶ

材料費 500円
（コーヒー、菓子代）

自宅がなかなか売れなくて困っている! 自分の収入で借りら
れる金額は? 住み替えたいけど今のローンは? 不動産の
相続を受けたが困っている! 空室があって困っている!など
など なんでもご相談ください!!

定休日 不定休

8月 3日金11:00˜12:00
8月31日金14:00˜15:00
9月 7日金11:00˜12:00

☎ 049-231-1800

持ち物 なし

会場 自店
（川越市石原町2-48-39）

遺言書は本当に必要なのか?相続と遺言書の実際の現場と事
例を経験豊富な行政書士がリアルに伝えます。遺言書の書き
方や相談会もあり。

町2-4-3 キムラヤビル3階）
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カドヤ青果

申込方法

定休日 不定休

申込方法

受付時間 14:00˜20:00

先着順
抽選

まなぶ

プロが教える旬の果物の目利き講座

美容・キレイを追求する
講座です
対象 どなたでも 定員 各時間個別対応
会場 ルコタージュ（川越市的場北2-23
-6 旧角栄診療所並び）
持ち物 通信できる状態のウインドウ
ズパソコンやアンドロイドタブレット

エール川越3FB） 持ち物 スリッパ

定休日 日, 祝

8月 5日日13:00˜14:00、15:00˜16:00
8月19日日13:00˜14:00、15:00˜16:00
9月 2日日13:00˜14:00、15:00˜16:00
（各講座1時間の個別対応です）

ユーチューブ動画は作れてますか?作れる方は集客できてま
すか?集客できている方は売り上げに繋がっていますか?作品
集や集客ツールとしてもまだまだ頼れるユーチューブ。妥協
なきツールに仕上げましょう。

は保護者・シニア対象 定員 8名

受付時間 13:00˜17:00

8月26日日10:30˜12:00
9月 9日日10:30˜12:00

受付時間 10:00˜19:00

2020年のプログラミング必修化。ビジュアルプログラミン
グのスクラッチを使いプログラミング教育を体験。パソコン
とスクラッチの基本操作から教える初心者向け講座。
☎ 049-227-6393

対象 どなたでも 定員 4名

8月10日金10:00˜11:00

対象 どなたでも 定員 10名

8月 6日月10:00˜11:30 8月 9日木10:00˜11:30
8月20日月10:00˜11:30 8月23日木10:00˜11:30
9月 3日月10:00˜11:30 9月 6日木10:00˜11:30

☎ 049-290-3068

申込方法

持ち物 筆記用具

行政書士篠原法務事務所

☎ 049-239-3144
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カフェでコーヒーを飲むのもいいですが、
お家でおいしいコー
ヒーを自分でいれられたら素敵ですよね。ということで、
ペー
パードリップの基本をご紹介したいと思います。

31

申込方法

3

会場 自店
（川越市上野田町38-1）

先着順
抽選

まなぶ

申込方法

定休日 水

定員 3組

申込方法

対象 どなたでも

info@asahi-hudousan.com
受付時間 10:30˜18:00

遺言書って本当に必要なの?

創

申込方法

宿町1-17-17） 持ち物 筆記用具、メモ

8月15日水10:30˜12:00
8月22日水10:30˜12:00

☎ 049-293-9552

会場 ウェスタ川越会議室5（川越市新

定休日 土, 日, 祝

12

相続で受けた不動産を売却したい方、住み替えでご自宅を売
却したい方必見です!不動産は同じものがないため、相場を
把握するのが難しい。少しでも高く売れる方法、又は適正価
格で売れる方法をお教え致します。
※定員になった場合でも個別相談可能

21

先着順
抽選

まなぶ

申込方法

受付時間 9:00˜18:00

申込方法

申込方法

作品製作や調理を
2
株式会社旭日不動産 行う講座です
不動産を高く売却するワンポイント

定休日 不定休

サンプルを使ってお店や教室などのアピールポイントの
見つけ方、コンテンツの企画方法を学びます。
※ホームページを初めて作る方向け・パソコン実習なし
https://www.kauniskukka.net/machizemi/
定員 4名

対象 成人男女 定員 10名
会場 キムラヤ3階ルーム（川越市新富
町2-4-3 キムラヤビル3階）
持ち物 筆記用具 材料費 100円（資料代）
備考 受付開始：7月23日

受付時間 9:00˜18:00

8月26日日10:00˜11:00
9月 6日木10:00˜11:00
9月 6日木13:00˜14:00

info@kauniskukka.com 対象 大人のみ
（女性におすすめ）

まなぶ

まなぶ

カウニスクッカ

消費税の増税やインフレ政策など、
家計をとりまく環境は日々
変化しています。本セミナーでは、脱デフレ、インフレ時代
に知っておきたい賢いお金の貯め方・守り方をわかりやすく
説明いたします。

先着順
抽選

抽選

サンプルで学ぶ!わたしらしいホームページ

8月22日水10:30˜11:30

つくる

☎ 049-225-5976

川越

8月 3日金10:30˜11:30
8月11日土10:30˜11:30
8月24日金10:30˜11:30

申込方法

11

おいしいコーヒーを家で楽しみませんか

自家焙煎珈琲豆

認知症になると自分の財産も自由に動かせなくなります。も
し、認知症になっても自分らしく生活し、家族も困らないよ
うに、知っておくと安心な制度をわかりやすくお伝えします。
申込方法

受付時間 10:00˜21:00

お金の貯め方・守り方

akane.mizuta.adv@axa.co.jp 定員 10名
会場 ウェスタ川越 研修室1（川越市新
受付時間 10:00˜17:00
宿町1-17-17） 持ち物 筆記用具
定休日 土, 日, 祝

②15:00˜16:00
④18:00˜19:00

対象 18歳以上の大人の方
③のみ子どもも参加できます 定員 2名
会 場 自 店（ 川 越 市 脇 田 本 町23-12
ミュージション川越204）持ち物 筆記
用具、弾きたい楽曲の譜面
（あれば）

30

行政書士かわばた福祉法務事務所
8月 5日日13:10˜14:20
8月22日水10:10˜11:20

申込方法

flugel.kawagoe@
gmail.com
定休日 日, 祝

☎ 049-224-2754 担当:水田 対象 どなたでも

老い支度として知っておきたいこと

ピアノを弾いてみたかったけどはじめの1歩が踏み出せな
かった方必見!過去に習ったけどもう一度チャレンジしたいと
いう方も含めて憧れの1フレーズを弾いてみませんか?受付時
にリクエスト曲をお聞かせください。

新しい発見がある
講座です

1

20

音楽教室 Flugel

先着順
抽選

まなぶ

2

40

人は人の中で生きる。お友達になりましょ!
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花むすび

8月5日日10:00˜11:30
8月7日火10:00˜11:30

遊びと学びの身体表現講座

まなぶ

持ち物 なし

家族の為に出来ること~税金編~
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税理士法人 藤井会計

半巾帯を自分で結ぼう!
れんたるきものや

手芸の山久

8月 3日金10:30˜11:30 13:30˜14:30 15:00˜16:00
8月 7日火10:30˜11:30 13:30˜14:30 15:00˜16:00
8月28日火10:30˜11:30 13:30˜14:30 15:00˜16:00

先着順
抽選

つくる

食べる宝石「琥珀糖」

エコキレ「リフォーム」・「ルームクリーニング」・「家事代行」

夏らしいポンポンマスコットを作ります。マスコットは、①
白くま ②ペンギン ③クマノミから一つお選びください。
お子様でも簡単にかわいいポンポンマスコットが作れます!
☎ 049-222-2082

対象 どなたでも（10才未満は保護者

受付時間 10:00˜18:00

会場 自店（川越市仲町1-9） 持ち物 なし

同伴） 定員 5名または5組

定休日 水、8月のみ日曜日

71

材料費 300円
（毛糸・フェルト等）

先着順
抽選

つくる

ラメルヘンテープで作るきらきらパスケース
手芸の山久

宝石のような輝きと、やさしい味わい! シンプルな材料で、
宝石のように輝く和菓子「琥珀糖」を作ってみませんか?

話題のラメルヘンテープを使ったパスケースを作ります。色
は、①ゴールド ②ピーチ ③エナメルブラックから一つお
選びください。普段使いにぴったりな作品を、手芸初心者の
方もお作りいただけます!

まなぶ

ほけん百花川越クレアモール店
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目指せ−5才!頭皮と美肌エイジング

まなぶ

定休日 なし

フェイスブックをはじめてみませんか

☎ 049-227-3934

対象 どなたでも 定員 3名

受付時間 9:00˜18:00

ビル202）

文房具の楽しさ実感「あなたも文具博士」

知ってる? おしょうゆのつくり方

対象 小学生~大人 定員 10名

受付時間 9:45˜19:30

富町2-15-10 ルネス新富町スクエア2階）

新しい発見がある
講座です

かわいい刺しゅうの小物づくりを学びませんか?すぐにつくれてすぐに使
える刺しゅうは作り方を学べばとても簡単で誰にでも作れます。初心者
の方でも丁寧に教えますのでぜひご来店くださいませ。
※左利きの方は左利き用のハサミをお持ちいただけるとスムーズです。

定休日 水

持ち物 針と糸切りばさみ 材料費 700円

会場 自店
（埼玉県川越市連雀町11-5）

先着順
抽選

宅地建物取引士&インテリアコーディネーターによる『キレ
イがつづくお片付け講座』です。現代人は物に溢れて生活を
しています。快適な住空間にいれば、自分も自分のお部屋も
もっと好きになる♪

先着順
抽選

まなぶ

色ってなあに? 色のふしぎで個性を磨こう!
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木曜絵画 アトリエ albero

8月 2日木10:30˜11:30
8月23日木13:00˜14:00

定休日 不定休

8月 9日木13:00˜14:00

美容・キレイを追求する
スマホで動画編集*パラパラ動画*紹介動画
いいことクリエイション合同会社
講座です
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山﨑麻矢モダンバレエスタジオ

先着順
抽選

水道屋さんと作るバズーカー水鉄砲

けんこう

8月23日木10:00˜10:50
8月24日金10:00˜10:50
8月25日土10:00˜10:50

親子
8月1日水11:00˜12:30
8月4日土10:00˜11:30
8月7日火11:00˜12:30

健康に過ごすための
講座です

受付時間 10:00˜15:00

2215-5） 持ち物 お子様は着替え持

定休日 土, 日

定員 5組 会場 自店（川越市大字的場
参
（水着可） 材料費 800円
（材料費）

銅板を使って板金屋さんとあそぼう
田嶋板金工業

☎ 080-9875-6673

対象 どなたでも 定員 6~8名

受付時間 10:00˜14:00

持ち物 なし

会場 自店（川越市仲町5-11） 持ち物 エプロン、

受付時間 10:00-17:00
定休日 なし
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三角巾、タオル、ハンドミキサー、保冷剤、袋

材料費 700円（ケーキ材料、ケーキ箱、テキスト）

もしかして…“わたしは陶芸家”
土工房陶芸教室

地元、川越での本格的な陶芸体験。楽しく造って、楽しく使
える。陶芸の楽しさを実感できます。お子様から大人まで、
楽しめる陶芸体験コースです。自作の器で、楽しい食卓を演
出してみませんか?
☎ 049-222-0636

対象 どなたでも（小学生までは親子で参加）

受付時間 10:00˜12:00

越市宮元町15-8） 持ち物 エプロン

先着順
抽選

（粘土代・焼成費）
定休日 月, 水, 金, 日, 祝, 不定休 材料費 1000円

先着順
抽選

つくる

抽選

つくる

楽しい!ワイヤークラフト講座
ナンディーナ工房

やわらかい、カラフルなワイヤーを使って、メモスタンドを
作ってみませんか。ワイヤークラフトの注意点や簡単なテク
ニックをお伝えします。
対象 各日9:30~10:30の回のみ小学生・

株式会社長谷川製作所

乾電池、モーター、スイッチでリモコンカーを作り、電気の
はたらきを学びます。電流の向きとモーターの回る向き、
モー
ターを早く回す方法などを考えます。最後はサーキットコー
スを走らせて全員でタイムを競います。
☎ 049-233-1021

対象 小学生と保護者 定員 10組

受付時間 10:00˜15:00

持ち物 なし 材料費 1000円（電動リモコ

定休日 土, 日, 祝

受付時間 10:00˜17:00

会場 自店
（元町2-4-5）

定休日 土, 日, 祝

持ち物 なし

会場 自店
（川越市下小坂83-1）

ンカーセット（モーター、乾電池、スイッチ、その他））

先着順
抽選

つくる

オリジナルハーバリウムを作ろう♪
はないろ

8月6日月10:30˜11:30
8月8日水10:30˜11:30

それほど難しくない折り紙を親子で
仲良く折っていただきます！

定員 6名（親子3組）

先着順
抽選

つくる

親子で作ろう!電動リモコンカー

16:00-18:00

対象 親子・もしくはお子様

定員 5

nandina.kobo@gmail.com 名 会場 ウェスタ川越会議室（川越市新宿
町1-17-17） 持ち物 なし 材料費 600円
受付時間 10:00˜17:00
（材料費） 備考 受付開始:7月21日
定休日 不定休
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櫻井印刷所

☎ 049-222-0935

つくる

8月3日金10:00˜11:30、13:30˜15:00
8月4日土10:00˜11:30、13:30˜15:00

親子で楽しむ折紙講座
8月10日金

先着順
抽選

8月 1日水9:30˜10:30 11:00˜12:00 13:30˜14:30
8月12日日9:30˜10:30 11:00˜12:00 13:30˜14:30
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kids プログラミング && サイエンス教室 codience

①【国語×プログラミング】物語りメーカーを作ろう!
物語りを自動的に作ってくれるプログラムを作るよ。
②【クロマトグラフィー体験】お花を作ろう!
LINE@
混ざってしまったものを、化学的に分けるよ。
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定員 4名もしくは2組 会場 自店（川

☎ 090-8806-1974 保護者同伴、他の回は大人限定

つくる

先着順
抽選

つくる

材料費 1000円
（材料費）

8月 4日土 14:00˜15:00 湯呑コース
8月11日土 14:00˜15:00 お皿コース
8月18日土 14:00˜15:00 湯呑コース
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自由研究に!話題のプログラミングと理科の実験!

対象 小学生、親子 定員 10名
gmail.com
会場 ウェスタ川越 活動室4（川越市新
受付時間 受付開始日から随時 宿町1−17−17） 持ち物 特になし
定休日 不定休
材料費 300円
（資料・材料費）

会場 小江戸蔵里
（川越市新富町1-10-1）

定休日 日

大人のみ
9月4日火11:00˜12:00
9月5日水11:00˜12:00

☎ 090-4120-1117 対象 親子、大人のみ 定員 親子4組 大人4名

18:00˜19:30
14:00˜15:30

家の屋根やお寺で使っている銅の板ですきな絵（キャラク
ターなど）
を写して立体的な作品をつくろう!!

トライフルはイギリスでは定番のスイーツ。カップにスポン
ジ、生クリーム等を入れて作ります。生クリームの泡立てに
トライ! ケーキはすべて持帰りです。

夏休みに大活躍間違いなし!配管材料を使ってバズーカー水
鉄砲を作ります。水道の事を学びながら、のこぎりで水道管
を切ったり、簡単な組立作業もあります。最後は参加者全員
で一斉放射で盛り上がります!
対象 小学生以下は保護者同伴 大人のみも可

つくる

紅茶浪漫館シマ乃

8月23日木11:20˜12:10
8月24日金11:20˜12:10
8月25日土11:20˜12:10

☎ 049-231-0809

材料費 500円
（木材） 備考

抽選

先着順
抽選

つくる

8月7日火10:30˜11:30

インテリアとして大人気のハーバリウムを、オリジナルで制
作して頂きます♪沢山のお花の中から、好きなお花をお選び
下さい。
「はないろ」は自然の香りを感じるプリザーブドフラ
ワー専門店です。
☎ 049-270-5818

先着順
抽選

つくる

受付時間 10:30˜17:00
定休日 土, 日, 祝

対象 どなたでも 定員 5名

会場 自店
（川越市安比奈新田247-2）

持ち物 なし 材料費 800円（花材・オ

イル・ビン） 備考 受付開始:7月23日

申込方法

まなぶ

持ち物

申込方法

先着順
抽選

会場 自店
（川越市下松原518）

codience.machizemi@

つくる

申込方法

対象 年中~小2まで 定員 10人

maya_mbs1993@t.vodafone.ne.jp 会場 あけぼのホール（川越市新宿町5-21-6）
持ち物 動きやすい服装・水分補給用
受付時間 10:00˜20:00
の飲み物
定休日 日

申込方法

☎ 090-9142-6567

対象 どなたでも 定員 6名

材料費 800円
（バッグ 染料）

定休日 水

①8月 6日月10:00〜11:00
14:00〜15:00
②8月 7日火10:00〜11:00
14:00〜15:00

株式会社牛村水道工業

8月4日土13:00˜14:00
ディズニーの小さな世界の音楽に合わせて踊り
ながらバレエの動きや、リズム感覚を学びます。
スキップや手拍子をいれながら楽しく1曲仕上げ
ていきます。さらに学びたい方はイベント参加も
可能です。

たはインターネットに接続できるiPad

定休日 無し

持ち物 必要な方は眼鏡をお持ちください

会場 自店（川越市仲町9-10）

申込方法

「小さな世界」を踊ろう

対象 ①②大人 ③④親子 定員 大人5人・親子

受付時間 10:00˜20:00

75

挑戦!イギリス菓子トライフル作り

アイフォーンに無料アプリをダウンロードして動画を
作る。子どもはイルカのジャンプ、
百面相、
動くフィギュ
ア。大人は想いや自分を伝えるシナリオ設計動画。
kaname.ichinose@iikoto-c.co.jp 3組 会場 熊野神社鳥居斜め前の相亀「百縁処」
（川越市連雀町16-8） 持ち物 アイフォーンま
受付時間 10:00˜19:00

抽選

つくる

申込方法

まなぶ

持ち物 ①なし②筆記用具

杢和（Kiwa）工房

①8月 4日土10:30˜12:00
②8月 5日日10:30˜12:00
③8月 9日木10:30˜12:00
④8月10日金10:30˜12:00

☎ 080-5435-6515

先着順
抽選

先着順
抽選

つくる

申込方法

申込方法

対象 小学生以上ならどなたでも
 hotmail.com 定員 5人
受付時間 いつでも
会場 自店
（川越市今成1-16-34 1634artspace）
定休日 不定休
持ち物 なし 材料費 なし

持ち物 お持ち帰り用の手提げ袋をご持参ください。
材料費 1500円
（材料費）

色が見える仕組みを楽しくお話しします。簡単なゲームで色
の持つイメージや心理的な変化を体験したり、絵の具で自分
の好き!が解るカラーチャートを制作します。大人も子どもも
一緒に楽しむ講座です
hinako0102@

きれい

会場 自店
（川越市脇田町15-15古賀ビル2階）

対象 どなたでも 定員 6名

申込方法

定休日 水, 日, 祝

gmail.com
受付時間 10:00〜18:00

会場 自店
（川越市岸町2-10-25）

申込方法

（川越市新富町2-33-8）
honkawagoe@miyako-f.jp 会場 自店
持ち物 なし
受付時間 10:00˜17:30

対象 4歳〜子供も大人もok 定員 8名

☎ 090-5525-3399

8月 2日木 13:30˜15:00
8月 3日金 10:00˜11:30

ダーニングマッシュルームをつくろう!

8月21日火10:00〜12:00
8月24日金10:00〜12:00
14:00〜16:00
8月28日火10:00〜12:00
9月 5日水10:00〜12:00

沢山の花材の中から好きな物を選んでガラスボトルの中でアレンジ
していきます。初めての方も経験者も大歓迎。贈り物にも最適です。
自分だけのオリジナルな作品を作ってみませんか?

kyouka77@

対象 小学生 定員 ①7名②8名

材料費 500円
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申込方法

対象 どなたでも 定員 3名

申込方法

☎ 049-298-6555

定休日 日, 祝

gmail.com
受付時間 10:00˜20:00

アトリエ椿

8月 7日火10:00〜12:00
14:00〜16:00
8月15日水10:00〜12:00
8月18日土10:00〜12:00
14:00〜16:00

きものの染め方の型友禅で染めるバッグです。200種類以
上の型の中から選んで自分だけのオリジナルバッグを染め
よう! 親子参加OK!

①雑材やティッシュボックスなどが貯金箱に変身！(宿題課題としても提出可能です)
②酵母菌の自由研究＆パンの形成体験と焼きたてパンの試食が出来ます！

repair.dr.kiwa@

ハーバリウムを作ってみませんか?

8月1日水10:00˜11:00
8月8日水10:00˜11:00

染色工房稲木

①8月1日水10:00˜12:00
夢のスイーツデコ貯金箱作製
②8月3日金10:00˜13:00
自由研究&パン教室

info@1968kawai.co.jp
受付時間 8:00-22:00

つくる

8月 4日土
8月 6日月
8月11日土
8月20日月
8月25日土
9月 1日土
9月 8日土
全日程10:30˜12:00 午後の部13:30˜15:00
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川合住宅設備株式会社（なごみ倶楽部）

定休日 日, 祝

56

株式会社みやこ不動産

宿題完璧!わくわくワークショップ

先着順
抽選

伝統工芸、型友禅で染めよう!

はやりのダーニングマッシュルームをつくります。色付けし
て柄と笠を組み合わせるだけの簡単作業。だれでも簡単に作
れます。作った作品はお持ち帰りいただけます。

まなぶ

キレイがつづくお片付け

つくる

持ち物 エプロン、三角巾

材料費 500円
（材料費）

申込方法

持ち物 筆記用具・眼鏡（老眼鏡）

定休日 日

材料費 600円（はしおき作りの材料代）

定休日 水

先着順
抽選

会場 自店
（川越市大手町14-5 1F）

定休日 火

8月5日日 10:00˜11:00

作品製作や調理を
行う講座です

先着順
抽選

会場 自店
（川越市仲町10-13)

対象 どなたでも 定員 6名

受付時間 10:30˜16:00

73

申込方法

会場 自店
（川越市中台南3-9-12）

申込方法

受付時間 9:00˜18:00

持ち物 なし

つくる

日本の文化である畳の材料や制作方法、効能について学びま
す。消臭効果については実際、体験していただきます。

み可 定員 3組または5人

受付時間 10:00˜18:00

65

8月25日土14:00˜15:00
9月 5日水10:30˜11:30

対象 小学4年生以上の親子、大人の

対象 18歳以上 定員 4名

まなぶ

（刺しゅう用布、刺繍糸、アクセサリー金具等）

有限会社丸職健創

お醤油を使うとこんなものが作れるんです!今回は彩乃果
の小島氏を講師にお迎えして、一緒に醤油を使ったスイー
ツを作ってみましょう!

申込方法

対象 小学生低学年以上 定員 10人

日本の文化「畳」について学びませんか?

☎ 049-244-4383

☎ 049-226-0833

8月2日木 3日金 4日土 5日日 6日月 9日木 10日金 11日土
12日日 13日月 14日火 16日木 17日金 18日土19日日 20日月
23日木 24日金 25日土 26日日 27日月 28日火 30日木 31日金
全時間10:00˜12:00

受付時間 11:00~17:00

川越時の鐘店

参加者の皆様が共同作業でひとつのグラスを作ります。
1,200℃の炎を体感してください。ガラスの箸置きも作りま
す。

64

マドモアゼル ルゥルゥ

☎ 049-298-5558

吹きガラス実演!

ブルームーン

申込方法

まなぶ

持ち物 なし

定休日 土, 日, 祝

先着順
抽選

まなぶ

申込方法

会場 自店
（川越市仲町10-13）

申込方法

受付時間 9:00˜17:00

定員 10名または10組

まなぶ

先着順
抽選

かわいいワンポイント刺しゅう

学校給食に出てくる天保蔵醤油を作っています。みんなが食
べてるお醤油の製造工程が見学できますよ。200年以上の歴
史のある醤油蔵を肌で感じてみませんか?
対象 どなたでも

会場 キムラヤ八幡通りルーム（川越市新

つくる

先着順
抽選

つくる

8月 3日金10:30˜11:30
8月23日木10:30˜11:30
8月27日月10:30˜11:30

9月 7日金9:00˜10:00
9月10日日9:00˜10:00

持ち物 なし

定休日 無し

8月 4日土13:00˜14:00 8月 8日水13:00˜14:00
8月22日水13:00˜14:00 8月29日水13:00˜14:00
9月 1日土13:00˜14:00

☎ 049-222-0432

ガラス工房

世界で一番優れている日本の文房具を、いろいろ試して使っ
て文具博士になりましょう!大人も子供も楽しめる文具のアレ
コレ教えます。文具で楽しい生活送りましょう!

55

株式会社松本醤油商店

炎のシャワーだ!

8月 5日日 9:30˜10:45 11:15˜12:30
13:30˜14:45 15:15˜16:30
8月11日土 9:30˜10:45 11:15˜12:30
13:30˜14:45 15:15˜16:30

☎ 049-224-5252

醤遊王国

☎ 049-298-4491

先着順
抽選

材料費 864円（ラメルヘンテープ・金具等）

醬油を使ったスイーツを作りましょう!

絵が苦手? 大丈夫です!! パステルを粉状にし
て指で描く、不思議なアートです。書いても見て
も癒され、誰でも簡単に素敵な絵が描けます♪
※汚れてもいい服装でお越しください。

63

文具のキムラヤ

持ち物 なし

定休日 水、8月のみ日曜日

①8月19日日9:30〜10:30
②8月23日木9:30〜10:30
③8月27日月9:30〜10:30

（担当:百瀬） 会場 ①②キムラヤ（川越市新富町2-4-3 木村屋ビル3F）
③キムラヤ八幡通りルーム2階（川越市新富町2-15-10）
受付時間 10:00〜15:00
材料費 300円
（パステル、画用紙、額）
定休日 不定休

会場 自店
（川越市仲町1-9）

受付時間 10:00˜18:00

72

カラーサロン Hinano

対象 12才以上 定員 6名

申込方法

まなぶ

持ち物 ご自身のスマートフォン（なくても大丈夫です。）

まなぶ

持ち物 なし

定休日 火・第3水

先着順
抽選

パステルアートを楽しもう♪

☎ 090-1794-8811 対象 どなたでも 定員 10名

先着順
抽選

☎ 049-222-2082

つくる

申込方法

先着順
抽選

会場 自店（川越市新富町2-33-17TK

申込方法

会場 桜英数個別塾（川越市霞ヶ関北3-1-15）

申込方法

定休日 日, 祝

対象 フェイスブック初心者の方、初めて

フェイスブックをされる方。 定員 4名

材料費 600円
（材料費）

定休日 日・祝日

毛髪、頭皮とお肌の老化防止の為のシャンプーの選び方、や
り方、頭皮のマッサージ、紫外線があたえる頭皮、お肌への
影響についてのお勉強会です。

スマートフォンやパソコンを使って、写真付きの日記を作っ
てみませんか? フェイスブックを使った簡単な作り方をお
教えします。パソコン初心者の方、大歓迎です。

machi2voice@gmail.com
受付時間 14:00 〜 22:00

持ち物 エプロン・手を拭くタオル
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Y.

9月 3日月11:00˜12:00
9月 6日木14:00˜15:00
9月 8日土11:00˜12:00

☎ 049-299-6149

受付時間 10:00˜18:00

会場 自店
（川越市仙波町3-16-13）

8月 1日水 9:00˜10:00
8月 5日日18:00˜19:00
8月26日日18:00˜19:00

54

街町のこえプロジェクト

対象 どなたでも 定員 4名もしくは2組

申込方法

先着順
抽選

まなぶ

丈夫です） 備考 受付開始:7月23日

定休日 不定休

先着順
抽選

☎ 049-227-6316

申込方法

和ビル1F） 持ち物 年金定期便

越市幸町2-13） 持ち物 帯
（なくても大

申込方法

受付時間 11:00˜18:00

会場 自店（川越市脇田町4-16 川越平

申込方法

日㈮からになります！ お待ちしております！

年金定期便でわかる老後の年金 と公的保障

定員 6名または親子3組 会場 自店
（川

申込方法

先着順
抽選

対象 小学生以上のお子様と大人

hirohaji2002@gmail.com
受付時間 9:00˜16:00

申込方法

持ち物 なし

☎ 070-3294-0616

申込方法

会場 自店
（川越市脇田本町23-12-709）

申込方法

対象 大人 定員 3名

対象 20才~49才の男女 定員 2組

49

簡単! 楽しい! 夏休みポンポン作り

浴衣の半巾帯を何種類か自分で結べるようなレッスンをしま
す。お子様と一緒に!おひとり様でも!今年は浴衣を着て花火
を見に行きましょう。帯は持参して頂いても店の物をお使い
頂いても大丈夫です。

☎ 049-299-8726

48

つくる

ボイストレーニングは歌だけではありません!滑舌改善や健康
になるための呼吸・表情筋トレーニングなど声にまつわる様々
な疑問にお答え致します。お手軽!! 声診断（こえしんだん）付
き♪※オートロックのため、開場は10分前からとなります。

年に一回お誕生日の頃に届く年金定期便! 何だかよくわから
ない? と感じている方がほとんどだと思いますが、あなた
の老後の年金額や受けられる社会保障の金額がわかります。
一緒に確認してみませんか?

47

（瓶、オイル、花、グルー、チャーム台）

抽選

8月21日火10:30˜12:00 13:00˜14:30 15:00˜16:30
9月 6日木10:30˜12:00 13:00˜14:30 15:00˜16:30

8月 5日日11:00˜12:00
8月19日日11:00˜12:00
8月26日日11:00˜12:00

46

持ち物 持ち帰り用の袋 材料費 1800円

持ち物 なし 材料費 200円
（材料費）

8月1日水˜10日金
10:30˜17:00

定休日 月, 日, 祝

45

会場 自店
（川越市今福334-12）

定休日 月

61

寛 kan

70

手作りのドライフラワーを使ったハーバリウムにキラキラス
ワロフスキーのグルーデコチャームを飾り付けます。ハーバ
リウムもグルーデコも両方体験できちゃうお得な講座です。
対象 どなたでも 定員 4名

会場 自店
（川越市霞ヶ関北3-1-15）

定休日 日, 祝

8月 4日土10:00˜10:50 11:00˜11:50
14:00˜14:50 15:00˜15:50
8月22日水10:00˜10:50 11:00˜11:50
14:00˜14:50 15:00˜15:50

felix.111.yoko@gmail.com
受付時間 10:00˜17:00

ください。 定員 4組

8月1日水10:00˜11:30
8月6日月10:00˜11:30

yahoo.co.jp
受付時間 随時

44

まなぶ

持ち物 筆記用具

つくる

ウラニワフラワー & ナンディーナ工房

☎ 050-3743-5111

先着順
抽選

材料費 2000円（植木鉢、水苔、専用土、植物）

先着順
抽選

対象 小学1年生以上。親子でご参加

triton.ocn.ne.jp
受付時間 14:00 〜 22:00

8月 1日水13:00˜14:00 8月 4日土17:00˜18:00
8月17日金13:00˜14:00 9月 4日火19:30˜20:30

voce_realize@

43

3-1-15）

定休日 土, 日, 祝

52

ボイストレーニングスクール Voce（ヴォーチェ）

会場 桜英数個別塾
（川越市霞ヶ関北

持ち物 汚れてもいい服装、持ち帰りの袋

写真にご注目! 穴をのぞくと、そこはまるで宇
宙空間。不思議な万華鏡を親子で一緒に作り
ましょう。夏休みの自由研究に最適ですよ!
左記QRコードのLINE＠からも申し込めます。

申込方法

ボイストレーニング（声診断）

対象 どなたでも 定員 6人

8月 1日水10:00˜11:20
8月10日金10:00˜11:20
8月18日土10:00˜11:20 14:00˜15:20

sakuraeisu@

キラキラ夏のハーバリウム

お片づけが上手くなるためのスモールステップ、お片づけの
考え方と方法のヒントを学びます。今日からちょっとお片づ
けが好きになる講座です。

eriko@i-rashiku.net
受付時間 9:00˜18:00

会場 自店
（川越市今福334-12）

申込方法

まなぶ

定休日 土, 日, 祝

42

先着順
抽選

定休日 月

9月5日水 10:30˜11:30
9月6日木 10:30˜11:30
9月7日金 10:30˜11:30

☎ 080-7718-2602

対象 どなたでも 定員 3名

uraniwa.flower@gmail.com
受付時間 10:00˜17:00

60

申込方法

持ち物 なし

申込方法

受付期間は７月

20

受付時間 9:00-17:00

会場 自店
（川越市仲町13-7）

まなぶ

らしく rashiku

大切な家族の為に、家族
（会社も可）
の将来の為に、税金面で
貴方に出来ることは何か、一緒に考えましょう。

対象 どなたでも 定員 個別相談方式

先着順
抽選

桜英数個別塾

13:30˜14:30
13:30˜14:30
13:30˜14:30

今話題の園芸技術、
『ギャザリング』の寄せ植えを体験して
いだきます。ギャザリングとは根っこのついた花苗や植物を、
花束のように組み合わせて植えこむ新しい寄せ植えの技法で
す。
☎ 050-3743-5111

これなら出来る! お片づけの講座

8月20日月 10:00˜12:00
8月23日木 10:00˜12:00

☎ 049-224-1223

対象 小学3年生〜 定員 5人以上

maya_mbs1993@t.vodafone.ne.jp 会場 あけぼのホール（川越市新宿町
5-21-6） 持ち物 動きやすい服装、
受付時間 10:00˜20:00
水分補給用の飲み物
定休日 日

3D万華鏡をつくろう!

申込方法

41

先着順
抽選

8月 5日日11:00˜12:00
8月 6日月11:00˜12:00
8月 7日火11:00˜12:00

申込方法

定休日 木

☎ 090-9142-6567

申込方法

会場 自店
（川越市連雀町22-18）

申込方法

受付時間 10:00˜11:30

定員 7~8名

69

ウラニワフラワー

遊びながら身体表現に取り組み緊張をほぐしていきます。音
の響きや楽曲の内容を理解し、音楽に合わせて動きから踊り
へと繋げていきます。心と体は連動しています。体を使って
表現することを楽しんでみてください。

花むすびは、縁むすびを兼ねて、作りたてのおむすびやけん
ちん汁等々のお食事や団らんの出来る店です。お手製シソ
ジュースを飲みながら、子供の頃の話や故郷の想い出話をし
ましょう。私は与論島の生まれです。
対象 どなたでも

新しい寄せ植え方法、ギャザリング体験

8月4日土 14:30˜15:30

8月6日月10:00˜11:30

☎ 080-4693-2829

59

山﨑麻矢モダンバレエスタジオ

先着順
抽選

つくる

79

まなぶ

親子で作る虫よけスプレー

88

Baby's Breath フェイスサロン
8月 3日金10:30˜11:30
8月29日水13:30˜14:30

誰でもできる『ひざの痛み予防運動』

8月8日水10:30˜11:30

8月 1日水13:30˜14:30
8月 7日火13:30˜14:30
8月22日水13:30˜14:30

新しい発見がある
講座です

暑くてムシムシする季節、さわやかな香りの虫よけスプレー
を親子で作ってみませんか?
エッセンシャルオイルの効能についてもお話させていただき
ます。

有限会社

89

丸職健創

はじめての社交ダンス

イーゼル立てて、絵を描こう
8月2日木13:00˜14:30
9月6日木13:00˜14:30

対象 ①・③大人（男女問わず）、②・④親
子（小学生のお子様） 定員 ①③10名、
②④5組 会場 自店（川越市新富町1-11受付時間 14:00˜18:00（土曜˜16:00）2 シントミビル4F） 持ち物 動きやす
定休日 日
い服、室内用シューズ、タオル、飲み物

90

木曜絵画 アトリエ albero

共栄接骨院

8月30日木13:00˜14:30

先着順
抽選

つくる

あなたもハンコ職人!篆刻体験講座

美容・キレイを追求する
講座です

有限会社

利剣堂

並木印工房

対象 小学生以上 定員 8名

91

ピロリ菌って何者か?

92

けんこう

けんこう

医療法人広彩会

ビル3階）

けんこう

83

93

あやクリニック 歯科・皮ふ科

子どもたちダラダラするなら汗をかこう

8月 2日木13:30˜14:30 8月 4日土13:30˜14:30
8月24日金13:30˜14:30 8月25日土13:30˜14:30

①8月 8日水 9:30˜10:30
①8月 9日木 9:30˜10:30
②8月 8日水14:00˜15:00
③8月18日土17:00˜18:00

成人の80%が歯周病というデータがあります。歯肉が腫れ
たり、お口の臭いが気になったり、歯が揺れてしまったり、
、
、
怖い病気の「歯周病」
。予防法、治療法などを歯科医師のあ
や先生がお話しします。

定休日 祝

84

持ち物 なし

対象 ①小学生のみ②③小学3年生~

先着順
抽選

けんこう

野菜の栄養と健康

94

ゑびす FC

8月 4日土10:30˜12:00
8月28日火14:00˜15:30

持ち物 筆記用具

先着順
抽選

けんこう

身体測定&改善アドバイス

対象 20才以上の女性 定員 5名

受付時間 10:00〜18:00

持ち物 なし

オークスポーツクラブ川越

先着順
抽選

けんこう

自律神経を自分で整える方法

受付時間 10:00~16:00

持ち物 動きやすい服装、水分

定休日 不定休

96

ガハハカイロプラクティック整体院

97

川越鍼灸堂 ana 治療院

けんこう

便秘やアレルギー体質を解消しませんか?

むくみ専門治療院とおなじみSHSHフィット
ネスさんとのコラボ。フィットネスと、セル
フリンパマッサージで、むくみを解消し健康
的にすごすコツを身につけよう。

便秘やアレルギー体質でお悩みの方。春先は花粉症でお困り
の方。寝つきが悪く、朝起きるのが辛い方。お酒を飲んだ翌
朝、お腹の調子が悪い方などなど、乳酸菌の本当の働きを知
ることで腸内が整えられ改善されます。

けんこう

定休日 水

持ち物 なし

けんこう

1-1F）

先着順
抽選

名 会場 自店
（川越市新富町1-19-3）

持ち物 なし（クレンジング・メイク類
は当店でご用意します）

先着順
抽選

きれい

岸田ダンスアカデミー

8月23日木11:00˜12:00 8月27日月11:00˜12:00
9月 1日土10:30˜11:30
ノリの良いラテンのリズムに合わせて、簡単なステップで楽
しくダンス♪骨盤まわりを動かしてウェストラインをシェイ
プアップしちゃいましょう!
対象 大人 定員 8名

会場 自店（川越市新富町1-11-2 シン

受付時間 14:00˜18:00（土曜˜16:00）トミビル4F） 持ち物 動きやすい服、
室内用シューズ、タオル、飲み物
定休日 日

きれい

①9月4日火13:30˜14:30
③9月7日金12:45˜13:45

②9月7日金11:30˜12:30

①ピラティスで心と身体を美しく
②太極拳で健康な脚を手に入れよう
③気功法で自己免疫力を高め健康な身体へ
詳細と申込みはQRコードを読み取りLINEから

info@startland-kawagoe.com 定員 ①8名 ②③④10名
会場 自店
（川越市岸町2-36-8）
受付時間 9:00˜17:00
持ち物 水筒とタオル
定休日 月, 日, 祝
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抽選

きれい

あなたのお肌、もっとキレイになれます講座
ナチュラルショップ Beena（美ナチュラル）
8月3日金18:30˜20:00
9月9日日13:00˜14:30

8月22日水13:30˜15:00

美容情報は溢れてるのに、毛穴、シワ、くすみ・・私の悩み
は解決しないし、日に日に増えてる! そんなあなたに今回は、
なぜキレイになれなかったのか、素肌美人になれる効果的な
コツを楽しくレクチャーします。

info@bee-natural.co.jp
受付時間 0:00~24:00
定休日 不定休

会場 自店（川越市笠幡4461-13 ひな

たビル101）JR川越線笠幡駅徒歩３分
有料駐車場あり 持ち物 なし

抽選

きれい

年代別 透明感のある肌作りとナチュラルメイク
Baby's Breath フェイスサロン

①9月 2日日13：00～14：30 20～30歳代の方
②9月 7日金10：30～12：00 40～50歳代の方
③9月10日月10：30～12：00 60歳以上の方

メイクは年代によってお悩みが異なります。
透明感のあるファ
ンデーションの塗り方、年代ごとの自分の顔に合ったナチュ
ラルメイクをご提案します。どの年代の方もつややか美人に!
☎ 090-7229-6517

対象 上記の通り
rizpack36-mh@docomo.ne.jp 定員 4名
会場 自店
（川越市南通町12-2）
受付時間 9:30˜19:00
持ち物 特にありませんが、ご自分のメ
定休日 不定休
イク用品をお持ち頂いても結構です

先着順
抽選

きれい

第一印象up 基本の美人メイク講座
ポーラザビューティ川越モディ店

8月 7日火10:00˜12:00 8月13日月10:00˜12:00
8月20日月10:00˜12:00 8月24日金10:00˜12:00
9月 6日木10:00˜12:00 9月11日火10:00˜12:00

10年前と同じメイクしていませんか??
艶っと輝く若肌に仕上げるベースメイクの基本と、お悩み解
消!パッと輝くマイナス5歳のポイントメイク講座
☎ 049-273-7857

対象 女性 定員 5名

受付時間 10:00〜20:00

ディ5F）

定休日 なし
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会場 自店（川越市脇田町4-2 川越モ
持ち物 なし

先着順
抽選

きれい

40代・50代から始める大人キレイメイク
メナードフェイシャルサロン リノセス

8月 4日土10:00〜11:30 8月8日水10:00〜11:30
8月21日火10:00〜11:30 9月6日木10:00〜11:30
今よりももっと素敵に輝ける自分にぴったりのメイクを見つ
けてみませんか? 普段のメイクにお悩みの方もお気軽にご
参加下さいませ。
☎ 049-272-7929

対象 女性 定員 4人、2組

受付時間 10:00〜18:00

ンS 305）

定休日 不定休

会場 自店（川越市脇田町12-3 アーバ
持ち物 なし

先着順
抽選

きれい

受講者の皆様へお願い

ラテンダンスでシェイプアップ♪

☎ 049-223-3843

会場 ナチュリーラ（川越市中原町1-5-

対象 大人 定員 5名

定休日 水

対象 女性のみ（18歳以上） 定員 4

先着順
抽選

スタートランド

8月6日月 10:15˜11:30

申込方法

先着順
抽選

be5bmgdhif@i.softbank.jp
受付時間 9:00˜17:00

申込方法

持ち物 タオル

☎ 090-8568-3291

8月8日水11:00˜12:00
9月5日水11:00˜12:00

きれい

お肌とメイクの専門店 おぎの
講座です

oginocos@w2.dion.ne.jp
受付時間 9:45˜19:30

持ち物 運動出来る服装、水分

美ボディメイクはスタートランドへ

夏は、暑さと紫外線で、たるみ・むくみ顔になりがち! 創業
71年・エステは18年の、マッサージが得意なおぎのが、お
家で出来る「ラクちんマッサージ」をお教えします♪ほうれ
い線・くすみが気になる方もぜひ!
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ドリーミング KLB

8月1日水11:00˜12:00
8月9日水11:00˜12:00

申込方法

定休日 木, 日

先着順
抽選

先着順
抽選

健康に過ごすための
★ラクちんマッサージでカンタン若返り!

☎ 0120-207-880

8月8日水 10:00˜11:30

対象 大人の女性 定員 10名
会場 ウェスタ川越（川越市新宿1-1717）

対象 16歳以上 定員 3名

1-17-17）

定休日 なし

8月22日水14:00˜15:30

けんこう

8月3日金 10:15˜11:30

定員 10

名 会場 ウェスタ川越（川越市新宿町

申込方法

けんこう

リンパフィットネス with SHSH

ana.kawagoe@gmail.com
受付時間 24h

株式会社旭日不動産（Wear Jewellery Nail）

体内の断舎利とも言えるファスティング（断食）
。どうやって
やるの?どんな効果があるの?私にもできる?ファスティング
カウンセラーが酵素栄養学に基づいて、プチ断食から本格的
なものまでお伝えします。
beautysalonkanon@gmail.com 会場 自店（川越市松江町1-21-4オー
クハイツ川越102） 材料費 700円（資
受付時間 10:00~21:00
料、酵素ドリンク
（試飲）
）
定休日 不定休

対象 18歳以上の女性限定
info@shsh-body.com
受付時間 00:00˜24:00
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申込方法

持ち物 タオル

セルフジェルネイル講座

対象 女性限定と親子 定員 3組
（川越市上野田町38-1）
naiwenhuang@gmail.com 会場 自店
持ち物 メモ用具
受付時間 10:00~20:00
材料費 500円（使用するジェルネイル材
定休日 不定休
料やアート用パーツ、ストーンなど）

8月21日火10:00˜11:30

今話題のパーソナルトレーニングで理想のカラ
ダをGet!運動が苦手な方でも大丈夫♪プロのト
レーナーが美ボディ作りのマル秘テクニックを教
えます!詳しくはQRコードをチェック☆

「ネイルに興味があるけど、サロンでやってもらうと高いし、
自分でやるのは何だか難しいそうだなあ」という方が必見で
す!ちょっとしたコツで、自分でも簡単に出来ちゃうジェルネ
イルをやってみませんか!

8月15日水13:00˜15:00 8月19日日10:00˜12:00
8月24日金19:00˜21:00 8月29日水13:00˜15:00
9月 7日金19:00˜21:00 9月 9日日13:00˜15:00

☎ 090-8047-6231

先着順
抽選

けんこう

美容・キレイを追求する
講座です
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申込方法
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会場 自店
（川越市中原町1-6-2）

申込方法

定休日 不定休

方、お悩みの方限定 定員 4名

けんこう

total beauty salon Kanon

あなたは、倦怠感や自律神経の症状でお悩みではありません
か?今回は自律神経を自分で整える方法を講義と実技を交え
てマスターしていただきます。
対象 自律神経の症状で体調不良の

先着順
抽選

シュシュフィットネス

対象 どなたでも 定員 5名

先着順
抽選

先着順
抽選

きれい

目指せ美ボディ!キレイなカラダの作り方
8月6日日10:00˜11:30

きれい

☎ 090-7838-2903

体の断舎利ファスティング（断食）講座

8月 4日土13:30˜14:30 8月17日金12:00˜13:00
8月17日金13:30˜14:30 8月19日日13:30˜14:30

gahahachiro@gmail.com
受付時間 当日9:00˜

会場 自店
（川越市松江町1-7-5）

対象 ジェルネイル未経験の女性の方

nailjoliemaman@yahoo.co.jp 定 員 ① 各3名 ② 各1名 会 場 自店
（埼玉県川越市今福1711-16）
受付時間 10:00〜17:00
材料費 500円
（10本体験の方のみ）
定休日 不定休

申込方法
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定休日 不定休

申込方法

定休日 月

受付時間 12:00˜20:30

対象 お子様連れの場合は小学生以上、
受付時にスタッフまでお知らせ下さい。
定員 5名 会場 自店（川越市新富町
1-1-1 ナカヤビル1F）

8月15日水14:00˜15:30

申込方法

持ち物 動きやすい服装

対象 5才〜小学生まで 定員 10名

☎ 080-4671-3768

疲れをためない活力ある身体で、あなたの毎日がかわりま
す!ReRaKuがすすめる”肩甲骨”をポイントに、3日15日29日
は肩回りのストレッチ、10日23日9月6日は腰回りのストレッ
チをプラスしました。

ポンポンを使って踊るチアダンスを楽しく踊りましょう♪
初めてでも先生が優しく教えてくれますよ!簡単なスト
レッチや筋トレも行うので体力作りに最適です♪
☎ 080-4836-1118

①お茶を飲みながら「ジェルネイルとは」について楽しくお
話しましょう。
②見本の中から選べる簡単ジェルネイル10本体験。※詳し
くはQRコードからご確認下さい。

行う講座です
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Dance&Yoga Studio Sunny Piece

自宅ネイルサロン ジョリーママン

8月 3日金10:00˜10:40 8月10日金10:00˜10:40
8月15日水10:00˜10:40 8月23日木10:00˜10:40
8月29日水10:00˜10:40 9月 6日木10:00˜10:40

8月 4日土17:00˜18:00

申込方法

受付時間 10:00-22:00

対象 18歳以上 定員 5名

つくる

ReRaKu 川越クレアモール店
作品製作や調理を

先着順
抽選

楽しく踊ろうチアダンス♪

体成分測定器とゆがみ測定器で現在の身体の
状態を調べます。トレーナーより、測定結果
について、わかりやすく説明いたします。
会場 自店
（川越市旭町2-15-7）

けんこう

先着順
抽選

けんこう

定休日 月, 日

8月18日土10:00~11:00
8月22日水10:00~11:00
8月28日火14:00~15:00
8月30日木14:00~15:00

☎ 049-241-0909

会場 自店
（川越市脇田本町22-6-411）

初めてのジェルネイル講座&体験会

対象 大人

目覚めスッキリ!夜に行う簡単ストレッチ

ダイエットは健康的な体をつくるため!◯◯ダイエットとか、
カロリーだけを気にするとか、痩せる（枯れる）ダイエットは
もうやめましょう!3つの大切な秘訣を指導歴25年の椿が伝授
します〜!食育にも繋がるので知識は大切です。子育中のお
母さまも必見〜!
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持ち物 動きやすい服装、室内靴

207）

きれい

申込方法

85

越市新宿1-17-17）

定休日 日

会場 自店（川越市南台2-1-50大晃ビル

対象 どなたでも 定員 8名

先着順
抽選

①8月 9日木10:00˜11:30 ①8月18日土10:00˜11:30
①9月10日月10:00˜11:30 ②8月22日水10:00˜16:00
②9月 6日木10:00˜16:00 ②は時間内より1時間程度
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申込方法

定休日 土, 日, 祝

会場 ウェスタ川越 研修室１・２（川

申込方法

ebisu196119@gmail.com
受付時間 10:00〜13:00

studio@moriya-dance.com
受付時間 9:00~21:00

8月 8日水10:30˜12:00

☎ 049-249-1578

会場 自店（川越市脇田本町1-9 MKビ

定休日 なし

みなさん、社交ダンスを踊ってみませんか。ステップを教え
るだけでなく、
美しい姿勢、
歩き方を教えます。
ご夫婦、
お友達、
親子、おひとりでも参加OK。むずかしい事は何ひとつありま
せん。どうぞお気軽に!

ダイアナプログレス

美味安全野菜栽培士が教える目からウロコの「食べるな、危
険！」
。ベランダ菜園、家庭菜園の簡単な野菜の育て方。
対象 どなたでも 定員 10名

けんこう

ル7F）

8月 3日金11:00˜12:00 8月10日金11:00˜12:00
8月11日土13:00˜14:00 8月24日金11:00˜12:00
8月31日金11:00˜12:00 9月 7日金11:00˜12:00

☎ 049-298-4630

抽選

受付時間 10:00˜
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モリヤダンススタジオ川越

そろそろ!本当のダイエットを知ろう〜♥️

8月 7日火10:00〜11:00 研修室２
8月21日火14:00〜15:00 研修室２
8月30日木10:00〜11:00 研修室２
9月 5日水10:00〜11:00 研修室１

☎ 090-7829-4920

美しい姿勢で楽しく踊る!社交ダンス

①運動の基礎となる体操を楽しく体験しよう!②みんなの憧れの
バク転を体験しよう!③映画やドラマのアクションシーンを体験
してみよう!詳細と申込みはQRコードを読み取りLINEから
info@startland-kawagoe.com 中学生 定員 ①②14名 ③5名
会場 自店
（川越市岸町2-36-8）
受付時間 9:00˜17:00
持ち物 水筒とタオル
定休日 月, 日, 祝

対象 20歳以上 定員 6名

申込方法

化センタービル1階）
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申込方法

受付時間 10:00-17:00

会場 自店（川越市中原町2-2-1NHK文

新しい発見がある 先着順
抽選
けんこう
講座です

9月11日火11:00˜12:30

☎ 0120-136-218

まなぶ

tsubaki03040323@gmail.com 会場 自店（川越市脇田町15-15古賀ビ
ル2階） 持ち物 筆記用具
受付時間 10:00〜18:00
材料費 500円
（材料費）
定休日 不定休

川越店

流行りの眉毛も良いですが自分の顔立ちに合った眉毛です。
眉毛は重要なポイント気分に合わせて、眉毛の形や書き方も
ご紹介します。

耳つぼの質問やツボ療法の説明。家庭で実践できる生活習
慣の見直し術をお伝えします。耳つぼ体験もご用意しました。
この機会に健康体を手に入れましょう

①8月 8日水11:00˜12:00
①8月 9日木11:00˜12:00
②8月 9日木14:00˜15:00
③8月18日土18:15˜19:15

申込方法

対象 どなたでも 定員 6名

申込方法

☎ 049-299-6106

株式会社シーボン

8月10日金13:00˜14:00 8月16日木13:00˜14:00
8月20日月11:00˜12:00 8月30日木11:00˜12:00
9月 3日月13:00˜14:00
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スタートランド

眉毛で大きく印象が変わる!

8月8日水11:00˜12:30

110

耳つぼダイエットサロン椿

☎ 090-4201-3052

先着順
抽選

眉セミナー

申込方法

受付時間 12:00˜17:30

会場 自店（川越市新富町2-4-3木村屋

先着順
抽選

けんこう

申込方法

対象 小学生から可能 定員 10名

持ち物 運動できる服装 タオル

耳つぼダイエットって?

便秘?下痢?おなかの調子はいかがですか?
善玉菌・悪玉菌からヤセ筋・デブ菌、アレルギーにまで腸内
細菌が関係していることがわかってきました。今話題の腸内
フローラから体の健康を考えてみましょう!
☎ 049-222-1199
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先着順
抽選

きれい

持ち物 ヘアバンド、ヘアゴムなど

定休日 日, 祝
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定休日 金, 土

8月15日水18:00˜19:00

定休日 日, 祝

歯周病についてきちんと知っていますか?

先着順
抽選

ひろせクリニック

8月6日月18:30˜19:30

会場 自店
（川越市豊田町2-2-9）

対象 大人 定員 4名

「腸から元気」おなかの調子と腸内フローラ

申込方法

健康に過ごすための
講座です

予約電話は平日のみにて願います

持ち物 筆記用具

定休日 日, 祝,第３月曜

対象 どなたでも 定員 5名

会場 自店（川越市砂新田43-2メゾンア

申込方法

つくる

会場 当院
（川越市仙波町2-9-2）

けんこう

ち物 ぬれタオル、乾いたタオル各1枚

申込方法

抽選
先着順

99@kib.or.jp
受付時間 9:00˜17:00

申込方法

定休日 無し

申込方法

受付時間 9:00˜17:00

hasebeat915@gmail.com
受付時間 9:00〜19:00

胃の中に「ピロリ菌」の存在が知られてから
３０数年。今や胃炎や胃潰瘍、さらに胃がんの
原因であることが確実になりました。あなたの
胃にピロリ菌がいるかどうか？いたらどうする
べきか？一緒に考えましょう！
講師：望月智行理事長・院長
対象 未就学児は不可 定員 40名

先着順
抽選

からだの「ものさし」からだバーを使って健康能力を高める
為のエクササイズを体験して頂きます。後半はトランポリン
で気持ちよく汗をかきましょう。運動後の身体の変化に驚く
事でしょう。※レッスン中は電話に出られません。メッセー
ジを残して頂ければ折り返しお電話いたします。

9月6日木 15:00˜16:00

☎ 080-1260-6888

イリス101）

8月 5日日 11:00˜11:45 8月 9日木 13:30˜14:15
8月20日月 19:00˜19:45 8月29日水 10:00˜10:45
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医療法人財団献心会川越胃腸病院

初心者のための篆刻体験講座。ご希望の漢字またはひらが
な一文字を石材に彫ります。初めてでも大丈夫!「唯一無二」
世界に一つだけの印が出来上がります。またハンコについて
質問・疑問等お気軽にご相談下さい。
対象 ①〜③は小学生限定
④〜⑥は大人限定
定 員 3名 会 場 自 店（ 川 越 市 仲 町
1-32）
大正浪漫夢通り 持ち物 なし
材料費 500円
（石印材料費）

先着順
抽選

越 会議室5（川越市新宿1-17-17️） 持

Fitness Art IZAC LINK

☎ 049-257-6677

けんこう

定員 各1

名か1組（2〜3名） 会場 ウェスタ川

からだものさし＆トランポリン！

8月24日金12:00~13:00
8月30日木12:00~13:00

会場 自店（川越市新富町1-9-6ライオ
kyoei@medical.email.ne.jp
受付時間 10:00˜12:00、16:00˜17:00 ンプラザ本川越103号室）
持ち物 動きやすい服装、飲み物
定休日 日, 祝

①8月 1日水10:00˜11:30 ②8月 5日日10:00˜11:30
③8月 8日水10:00˜11:30 ④8月22日水10:00˜11:30
⑤8月26日日10:00˜11:30 ⑥8月29日水10:00˜11:30

☎ 049-222-2946

定休日 不定休

首・肩のストレッチ指導、姿勢と深層筋・スマホ巻肩・猫背・
ストレートネック等にも適応。希望者に施術体験有。川越で
17年以上の開院実績。国家資格者(柔整師)の研修を国から受
託。近隣小学校でのセミナーも大好評。書籍掲載多数。
☎ 0120-4976-82

受付時間 10:00˜16:00

申込方法

材料費 300円
（額装代）

Info@taisou.net
受付時間 10:00〜23:00
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本川越院

8月22日水12:00~13:00
8月28日火12:00~13:00

対象 女性 定員 3名

見た目でわかる「健康」と「若々しさ」としてお腹周り
の太さがある。毎日、風呂場でできる「お腹周りメイク
テク」を個人レッスンでお伝えします。夏の薄着を楽し
めるように!

申込方法

きれい

artspace）

けんこう

申込方法

82

会場 自店（川越市今成1-16-34 1634

申込方法

定休日 不定休

対象 大人 定員 4名

先着順
抽選

☎ 049-241-4667

8月23日木9:10~9:55 10:10~10:55 11:10~11:55
8月30日木9:10~9:55 10:10~10:55 11:10~11:55
お申し込み多数の場合は他日でも開催します

対象 15歳以上〜90歳代

首・肩痛予防ストレッチ&施術体験

好きなモチーフを選んでお家に飾れる小さい水彩画を描きま
す。描き方の基本や作品をより魅力的にするヒントも楽しく
お話ししていきます。かしこまらない額装のポイントも掴ん
で気軽に絵画を楽しみましょう
hinako0102@hotmail.com
受付時間 いつでも

5s セルフメンテナンス

『洗顔を見直すとお肌は別人ほど変わる』とも言われていま
す。スキンケアの第一歩であるクレンジングと洗顔を見直し
て、素肌美人を目指しましょ☆実習を通してご自身のお肌と
向き合ってみましょう!

申込方法

81

☎ 049-223-3843

けんこう

申込方法

申込方法

作品製作や調理を
先着順
抽選
行う講座です つくる

抽選

ウェストを15分で自分で作る個人レッスン

テレビでもお馴染みの社交ダンス!まずは簡単なステップで
音楽に合わせ、二人で踊る楽しさを体験してみませんか?
ダンスで楽しいコミュニケーションを♪
申込方法

つくる

定休日 水

①8月 4日土16:00˜17:00 ②8月 8日水11:00˜12:00
③8月18日土16:00˜17:00 ④8月20日月11:00˜12:00

日本の文化である「畳」で実際、使用している材料をつかい、
小物つくりをしてみませんか?

対象 クツのサイズ22~25㌢の小学
3~6年生と保護者 定員 4組
会場 自店
（川越市中原町1-5-1-1F）
持ち物 クツ下・クツ着用、タオル、
飲み物、動きやすい服装

naturela@outlook.com
受付時間 10:30˜18:00

enna

8月 4日土10:30˜11:30・13:00˜14:00
8月10日金10:30˜11:30 8月23日木10:30˜11:30
8月28日火10:30˜11:30

子供の運動神経のピークは8〜11歳ですが、自在に
動くカラダにはケガや悩みも多いです。足の使い方
を知っていれば未然に防げるものも。正しい足の使
い方で速く走るコツをJrスポーツ指導員とコラボで
伝授します。
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岸田ダンスアカデミー

クルミボタン/コースター
8月1日水・18日土10:00~12:00
ミニ畳
8月8日・22日水 8月4日・25日土10:00~12:00

☎ 049-244-4383 対象 ★クルミボタン/コースター（小学生以上の
親子★ミニ畳（小学4年生以上のお子様）親子★大
人のみの参加OKです。 定員 3組または5名
受付時間 9:00~18:00
まで 会場 自店
（川越市中台南3-9-12）
定休日 日
持ち物 眼鏡
（老眼鏡） 材料費 500円
（材料）

けんこう

CP サロン

申込方法

和文化にふれよう!「小物つくり」

先着順
抽選

見た目年齢 “-５歳” を目指そう!!

8月4日土11:00˜12:00
8月18日土11:00˜12:00

申込方法
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つくる

対象 どなたでも

kawagoe.fukurou2018@gmail.com 定員 5名
（川越市連雀町14-3）
受付時間 9:00˜12:30/15:00˜19:30 会場 自店
持ち物 タオル、膝が曲がりやすい服装
定休日 日, 祝
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ナチュリーラ＆５ｓセルフメンテナンス

年齢を重ねると気になるひざの痛み。軟骨の問題?運動不足?
栄養不足?等沢山の情報が飛び交う情報社会。何が正しい情
報か混乱していませんか?正しい知識と運動法をお伝えしま
す。ご相談もお気軽に!!
☎ 0120−80-2960

先着順
抽選

速く走りたい!足の使い方講座

8月 3日金13:30˜14:30
8月 9日木13:30˜14:30

申込方法

対象 親子 定員 4組

（川越市南通町12-2）
rizpack36-mh@docomo.ne.jp 会場 自店
持ち物 なし
受付時間 9:30˜19:00
材料費 200円
（スプレー容器）
定休日 不定休

申込方法

☎ 090-7229-6517
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川越ふくろう接骨院

先着順
抽選

きれい

■多くの皆様が参加する「まちゼミ」
です。皆様でゼミを楽しめるよう、
時間厳守でご来場ください。
■申込内容に変更が発生した場合は、
お早めに開催店舗へご連絡ください。
■ご来店の際には、まちゼミの受講で
あることをお伝えください。
■店内の商品や展示物などに手を触れ
る際は、店員までお声がけください。

