日曜の書道･硬筆
講師：野澤圭萌

正しい姿勢･持ち方でき
れいな字が書けるように
なります。学年に合わせ
た教材で書き順も覚えら
れます。

〒208-0022東京都武蔵村山市榎1-1-3イオンモールむさし村山3F

◆◇体験・見学・入会◇◆
★★お申込み受付中★★

～小さなメルヘンの世界～

こねこねクレイ

～かんたんで軽い～
純銀ペーパーで作るアクセサリー

講師：岩村万希子

カラー樹脂粘土や軽
量粘土を使って季節
やテーマに合わせた
可愛い作品を一緒に
楽しくこねこねしま
しょう。

写真

【日 時】第1(月)10:30～12:30

講師：加藤綾子

ペーパー状の純銀粘土
を折り紙の様に折った
り、クイリングの技法
を使って、手軽に繊細
な形のアクセサリーが
作れます。

写真

【日 時】第2(金)13:30～15:30

講師：志田香織

腰痛･膝痛、肩こりな
どの身体の不調を、
体操で改善します。
運動が初めての方や
ご高齢の方も気軽に
おこなえます。

写真

【日

【日 時】第2･4(土)10:30～11:45

【受講料】2,100円

【受講料】2,300円

【受講料】4,000円

特別講座：「ハロウィン」
9/7･10/5(月)10:30～12:30

特別講座：「お好きなパーツでアクセサリー」
9/11･10/9(金)13:30～14:30

特別講座: 「骨盤調整体操とウォーキングの基礎」
9/12(土)10:30～11:45

受講料：1,500円 材料費：1,600円(税込） 受講料：500円 材料費：500円～(税込)

①親子で習える「大人の書道」
②「大人の書道」

英語でPOPS
講師：黒田潮文

懐かしいポピュラー
ソングや映画・
ミュージカルの挿入
歌など、英語で楽し
く歌いましょう！

写真

【日 時】第2･4(木)10:30～12:00

【受講料】5,100円

家族の為の
メディカルアロマ資格講座

【日時】第2･4（火）
①17:00～19:00(親子の場合90分)
②19:00～20:00(大人クラス)
【受講料】①4,000円(お子様別料金)②3,500円

写真

【日 時】第2･4(水)10:30～12:30

9/9(水)10:30～11:30

体験料： 1,000円

材料費：500円

講師：菊池れいこ

ひなぎく監修の美しくカ
ラフルなつまみ細工の作
品作りを楽しく学びま
しょう。月･土曜の午前
に新クラス設定しまし
た。

【日 時】第3(月)または第4(土)10:30～12:00

【受講料】15,000円(全6回一括)
受講料：2,000円 材料費：1,800円(税込）

おしゃれ迷子さん必見!似合う色を軸にした

【日 時】第1･3(金)10:30～12:00
9/18(金)開講スタート予定! 締切9/15
限定4名

体験会：9/ 17(木)16:30～

体験料： 1,000円

体験料：1,500円

3級FP技能士講座
講師：田中章五

税金･保険･相続等お金
についての基礎知識を
広く体系的に学べるの
で仕事や実生活に
役立ちます。

材料費：50円

整理収納アドバイザー
2級認定講座

ルームスタイリスト
2級認定講座

講師：田辺仁美

NPO法人ハウスキーピン
グ協会認定の資格で、整
理収納について学ぶだけ
でなく、将来整理収納
サービス･講師などの仕事
をすることも可能です。

講師：田辺仁美

新しい住まいづくりや模
様替えのコツが知りたい
方!建築･インテリア等仕事
の為にスキルアップした
い方!楽しく学んで1日で
資格が取れます。

写真

【日

時】9/6･11/22(日)
10:30～17:30(休憩含む)
申込締切各3日前
【受講料】16,000円(税別）
【教材費】6,000円(税込、認定料含む)

時】10/18(日)10:30～17:30
(休憩含む)
申込締切10/15(木)
【受講料】16,000円(税別）
【教材費】7,150円(税込、認定料含む)

TCカラーセラピスト講座

講師：槇

リフトアップ･健康増進
等、様々な効果が得られ
る話題の資格取得講座で
す。

写真

【日

耳ツボジュエラー
資格取得講座
晴美

講師：原 美保子

色彩心理をベースにした
マニュアルと14本のカ
ラーボトルが付いて、1日
で誰でも簡単にカラーセ
ラピストができるように
になります。

写真

【日

時】10/ 11･ 12/ 6( 日)
10:30～ 12:00( 休憩含む )
申 込締切各 3日前
【受 講料】10,000円 (税 別）
【教 材費】2,200円 (税 込)

写真

写真

【日 時】第1･3・5(水)19:30～21:30

【受講料】18,000円(全9回一括)
無料説明会：9/2(水)19:３０～20:00

(少人数でのじっくりレッスン）

※料金は税別表記です。

業界初！オリジナルシートを
使うことで、だれでも簡単に
かわいいケースにカバーリン
グ！講師ディプロマを取得出
来ます

【日

講師：原
自分の身体の特徴を知ること
で、自信をもっておしゃれを
楽しめるようになります。

写真

時】10/ 21(水 )10:15～ 13:15
( 休憩 含む) 申込 締切3日前
【受 講料】2,500円 (税 別）
【教 材費】3,000円 (税 込)
別 途認定料 11,000円(税込)

【日

時】8/ 30･ 11/ 1( 日)
10:30～ 16:30( 休憩含む )
申 込締切前 日
【受 講料】9,000円 (税別）
【教 材費】11,000円 (税 込、認定 料含む)

～洗練された女性に変身～
骨格パーソナル診断

～講師資格取得～
バストンナージュマルチケース
講師：竹内美由紀

講師：富澤早苗

写真

写真

時】9/ 6･ 10/ 4･ 11/ 29( 日)
10:30～ 17:30 (休憩含 む)
申 込締切各 5日前
【受 講料】15,000円 (税 別）
【教 材費】19,200円 (税 込、認定 料含む)

9/26(土)･10/19(月)･24(土)10:30～12:30

お悩み攻略レッスン
最近似合うと思ってた色
がしっくりこない、流行
の取入れ方が解らないな
ど、悩みを解決し、毎日
の服選びを楽しみに変え
ましょう！

体験会：9/ 15･ 29(火)16:30～

講師：竹内美由紀

指先から肘まで40分、満
足度の高い施術を学びま
す。ボランティアやお仕
事にプラスする技術とし
て、医療･介護･福祉の現
場に拡がっています。
【日

体験料： 1,000円

パーソナルカラー講座

【日 時】月3～4回(木)16:30～17:30

写真

体験会：9/8･29･10/13･27

【受講料】6,000円（全3回一括） 【受講料】15,000円(全6回一括)
体験会：ラベンダーの化粧品作り

人気につき増設

はじめてのつまみ細工

写真

【受講料】7,200円

ハンドトリートメント
検定講座

特別講座：「姫丸花ツーウェイ」

講師：長谷川まりな

病院に行くほどでも無
い、身体の不調や傷をセ
ルフでケアする術が身に
つきます。認定後はテキ
ストのレシピを使ってご
家庭でのセルフメディ
ケーションが可能です。

写真

時】10/18･25(日)
10:30～18:00 (休憩含む)
【受講料】35,000円
(税別/教材 費･認定料込）
申込締切10/8(木)

受講料：2,000円

講師：千田富美代

大筆で基本の楷書から行
書、草書に進みます。
①親子で習える時間帯
②大人の方向けの時間
帯、ご希望に合わせてお
選びください。

写真

写真

【日 時】第1･3(火)16:30～18:00

講師：浅田直美
貴方の趣味や特技を高齢化社
会で活かしませんか?
介護や高齢者に対する基礎知
識を学び介護レクリエーショ
ンを企画･提案･実施できるよ
うになることを目的とした資
格です。

ポンポンを使って音楽に
合わせ、元気いっぱいに
身体を動かします。プロ
スポーツチームの試合や
発表会などの出演有り。

【受講料】4,300円

レクリエーション介護士
2級講座

背骨コンディショニング

Bluelegends
チア ダンスス クール キッズ
講師：浦上咲菜

講師：工藤隆志

絵画は自分の思いを表現
することが出来ます。一
人一人が持っている力･
感性を引き出すことを目
的に指導します。

【日 時】第2･4(日)
①10:30～12:00 ②13:00～14:30
【受講料】4,000円
体験 会：9/ 13･ 27(日 )
①10:30～ ②13:00～
体験料：1,000円

埼玉西武ﾗｲｵﾝｽﾞ提携

ジュニア絵画教室

「骨格診断」+ 「なりたいイ
メージカラー診断」で満足度
大幅アップ！

写真

すぐに使える
美容と癒しのレッスン

美保子

講師：細野恵美

日頃のストレス、疲れや
コリをほぐし健康に美し
くなる為に、日常にか気
軽に取り入れられる３タ
イプのレッスンです。

【日

時】9/ 20(日 )･ 10/ 18( 日)･
10/ 29( 木 )
10:30～ 12:30
申 込締切各 3日前
【受 講料】3,500円 (税 別）

《お申込み方法》
●事前のお申込み・ご入金が必要です。お申し込みは、店頭またはお電話・HPにて承っております。
●受講料は、現金もしくはクレジットカードのお手続きが可能です。
●教材費・材料費は受講当日にお持ち下さい。つり銭の出ないよう現金にてご準備をお願い致します。
●税込表記があるもの以外は全て税別価格です。

写真

