
［主催］ 川越商工会議所、川越まちゼミの会
              http://www.kawagoe-machizemi.com　

［後援］ 川越市　川越市教育委員会 
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受講者大募集！
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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、得する街のゼミナール、略し

て「まちゼミ」です!

得する街のゼミナール

（川越商工会議所内）
講座についてのお問い合わせは、川越まちゼミ事務局 ☎049-265-8860 まで

川越

※各講座は定員になり次第、締め切りとなります。（先着順）
※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。

1. 講座を選ぶ

2. 申し込む

3. 当日お店で受講
時間や場所をお間違え
のないように

申 込 方 法
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開催店マップ霞ヶ関地区
●丸数字が講座開催店です
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小学生も　

  　

　
　

    

  参加できます！　

受講料
無　料
全56講座

※内容により材料費等がかかる場合もあります。

第 ４ 回

2.5 金 ー 3.15火

1.29金受付開始日

2016

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、得
する街のゼミナール、略
して「まちゼミ」です!

参加したい講座を
選んでください

「まちゼミの申し込みです！」
とお伝え下さい。
※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も予想されます。ご了承ください。
　なお、留守番電話での受付はできません。

講座の開催店へ直接お電話
でお申し込みください 札の辻
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みんなあつまれ！まっているよ！
小学生の参加が可能な講座です

六軒町

川
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2/ 12金 13:00～14:00 　2/ 20土 11:30～12:30 
2/ 28日 15:00～16:00 　 　

スマホ完結！動画作ってユーチューブアップ
アトリエ ライフワークス　高木 宙

受  

付
☎090-8046-9531
時間 14:00～20:00
定休日 なし

◆対象 自分専用のスマホをお持ちの方（アプリをダウンロードするため）
◆定員 3名　◆会場 ルコタージュ（喫茶店）
                             川越市的場北2-23-6

46
メールが打てるなら大丈夫。好きな写真データ入りのスマ
ホを持ってきて、スライドムービーを作っておうちに持ち
帰ろう。その場でアップして知人に自慢も!?

2/ 20土 14:00～15:00 　3/ 12土 14:00～15:00 
3/ 14月 14:00～15:00  　

お花のリースをつくろう
T-WORKS

受  

付

☎090-1768-5111
時間 9:00～11:00
定休日 木曜

◆対象 どなたでも　◆定員 4名
◆会場 自店(川越市石原町1-18-8　バックヤードカフェ内)
◆材料費 1500円（リース代・お花代）
◆持ち物 持ち帰り用の袋　

47
生花のような造花、アーティフィシャルフラワーを使っ
て、彩りのよいフラワーリースをつくます。

※営業中の時間は電話に出られないこともあります。

2/ 5 金 10:15～11:45　2/ 8 月 10:15～11:45
2/ 9 火10:15～11:45

プロ用メイクで女優に変身!
お肌のメイクの専門店　おぎの

受  

付
☎0120-20-7880
時間 9:50～19:30
定休日 水曜

◆対象 女性　◆定員 4名
◆会場 自店(川越市新富町1-19-3)
◆持ち物 なし

48
創業68年のおぎのがたどり着いた、実際に女優さんが
使っているプロ用ベースメイクを使って・・・上品で自然
な、落ちないメイクを体験しませんか？乾燥肌にもOK

きれい
美容・キレイを追求する

講座です

2/ 9 火 11:30～13:00 　2/15月 11:30～13:00
3/ 8 火 11:30～13:00 

今話題のオイル美容とハンドマッサージ
サロンドエステ  ア・ラ・プラージュ

受  

付
☎222-9191
時間 10:00～19:30
定休日 水曜

◆対象 女性限定　◆定員 4名または2組
◆会場 自店(川越市新富町2-16-7協和3ビル2F)
◆持ち物 なし ◆材料費 500円（オイル・クリーム）

49
最近多くのメディアで取り上げられている美容オイルの
体験活動の中で一番使う手の誰でも簡単にできるケア
の講座です。

2/13土 9:00～9:45　2/20土 9:00～9:45

ビューティーケア体験
CHEERS for hair 本川越店

受  

付
☎224-0755
時間 10:00～20:00　　　　　　　　　　　　　
定休日 火曜・第3水曜

◆対象 どなたでも　◆定員 4組
◆会場 自店(川越市新富町2-20-4)
◆持ち物 なし

50
正しいシャンプーの仕方、髪を乾かす時のポイント・ジェ
ルネイルorネイルの塗り方、チーク・リップのポイントメイ
クのどれかを選んでもらいわかりやすく教えます。

2/13土 10:30～12:00 　2/17月 18:30～20:00 
2/22月 14:00～15:30 　

簡単！　眉の描き方セミナー☆
フェイシャリストサロン　シーボン川越店

受  

付
☎0120-136-647
時間 10:00～20:00
定休日 なし

◆対象 女性限定　◆定員 5名
◆会場 自店(川越市脇田本町1-9MKビル7F)
◆持ち物 なし

51
基本的なポイントを押さえれば眉の描き方はとっても簡
単です。眉が変われば印象も雰囲気も変わります！ぜひ
お気軽にご参加ください。

2/ 15月 10:00～11:00 　バレエ　
　　　　  13:00～14:00 　ベリーダンス　 　

～美容と癒し～簡単ダンスエクササイズ
アミターユ　ベリーダンス

受  

付
☎090-4432-5756
時間 9:00～19:00
定休日 なし

◆対象 女性　◆定員 7名　
◆会場 自店（川越市霞ヶ関北2-2-14）
◆持ち物 動きやすい服装　水分

52
健康で美しい身体つくりに。初めての方のための簡単な
ベリーダンスやバレエが体験できます。お家で出来る簡
単なエクササイズも教えちゃいます！

①2/12金 10：30-11：30(フラダンス） ④2/13土 17：00-18：00(HIPHOP）

②2/13土 14：00-15：00(HIPHOP）  ⑤2/13土 19：00-20：00(HIPHOP）

③2/13土 15：30-16：30(HIPHOP）  ⑥2/16火 16：30-17：30(フラダンス）

楽しくダンス体験
KAZATO DANCE STUDIO

受  

付
☎090-1734-7749
時間 9:00～21:00
定休日 なし

◆対象 ①どなたでも可 ②幼稚園児 ③小1～小4
 　　　④小5～中3 ⑤高校生以上 ⑥幼稚園児とその母親
◆定員 7名または4組
◆会場 自店(川越市新富町2-4-3木村屋ビル3F)
◆持ち物 運動しやすい服装、タオル、飲み物、室内用シューズ（HIPHOPのみ）

53

今、流行のHIPHOPとフラダンスを気軽に楽しくご体
験して頂ける講座です。

健康に過ごすための
講座です

けんこう

けんこう

2/15月 10:00～11:00 　2/25木 10:00～11:00　
3/ 5 土 10:00～11:00 　

目覚めスッキリ！
夜に行う簡単ストレッチ講座
Re.Ra.Ku 川越クレアモール店

受  

付

☎298-4630
時間 11:00～21:00
定休日 なし

◆対象 どなたでも　　◆定員 5名
◆会場 自店(川越市新富町1-1-1 ナカヤビル1F)
◆持ち物 動きやすい服装、タオル

54

繰り返し行うことで、朝の深呼吸が美味しく感じる…
疲れをためない活力ある身体で、あなたの毎日が変わります!

受  

付

セルフケアこんな間違いをしていませんか？
隠れ家整体・操体＆雑貨　無苦庵

受  

付
☎090-5199-9967
時間 10:00～21:00
定休日 不定休

◆対象 どなたでも　◆定員 3名
◆会場 自店(川越市末広町2-7-10)
◆持ち物 動きやすい服装・筆記用具

55
2/11木 13:00～14:00  2/24水 10:00～11:00
3/ 4 金 14:30～15:30  
自分の身体は自分で改善したい！でも自分に合った方法
は…？当講座ではセルフケアの際に陥りやすい間違いを
解説。時間をムダにしないためのコツをお届けします。

2/ 7 日  10:30～11:30　2/12金  10:30～11:30　
2/25木  10:30～11:30　　

洋服を着たままベビマ・タッチケア
ベビーリンパ　ふあふあ

受  

付

56
ふれあいを楽しみながら赤ちゃんがますます愛しくな
る、タッチケアやベビーリンパマッサージタイム♡
パパもぜひ一緒にご参加ください。

☎090-8344-1548
時間 9:00～18:30
定休日 不定休

◆対象 生後２ヶ月～歩行前までの赤ちゃんとママ、パパ　
◆定員 親子5組　◆会場 南公民館（ウエスタ川越内）
◆持ち物 バスタオル１枚、親子とも飲み物（赤ちゃんは母乳可） 
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つくる

まなぶ

◆持ち物 スマートフォン（アンドロイド）、写真やイラスト３～５枚（著作物はＮＧ）



講座のお申し込みは直接各店へ

マーク：まちゼミ初参加店舗

マーク：小学生も参加できます！

まなぶ
新しい発見がある
講座です

2/19金 18:00～19:30 　2/28日 18:00～19:30
 

おこさまカット教えます！
Y.（ワイドット）

受  

付
☎227-3934
時間 9:00～19:00
定休日 火

（2/1～2/5は研修のためお休みです）

01
道具の使い方、前髪の切り方。
女の子のカット方法、男の子のカット方法を学ぶ講座
です。

◆対象 どなたでも　◆定員 3組
◆会場 自店(川越市新富町2-33-17
　　　　　  TK2ビル202)
◆持ち物 筆記用具、いつもお使いの
　　　　 カットばさみ・くし（無くても可）

2/17水 10:00～11:00 　2/18木 10:00～11:00 
3/ 9 水 10:00～11:00

知って得する介護保険
介護ステーションまほろば（ひろせクリニック）

受  

付

☎227-6091
時間 10:00～16:00
定休日 日曜

◆対象 どなたでも　◆定員 10名
◆会場 自店(川越市小仙波町2-11-1)
◆持ち物 なし

02
介護保険のしくみや制度の利用の仕方を当院のケアマ
ネージャーがわかりやすく説明します。サービスの利用の
方法もわかりやすく話します。

2/13土  10:30～12:00　2/27土  10:30～12:00
3/12土  10:30～12:00

みんなでゆる～く、子育てと介護の話♪♪♪
小畔のかっぱカフェ

受  

付
☎298-6696
時間 10:00～16:00
定休日 日曜・祝日

◆対象 老若男女国籍問わずどなたでも。子連れ参加大歓迎！
◆定員 15名  
◆会場 小畔のかっぱカフェ（川越市霞ケ関北4-22-13）
◆持ち物 夢と希望をいっぱい持って来て下さい！！　　      

03
「他人に迷惑をかけ合える、お互いさまの社会をつくろう！！」明る
い未来の人づくり、街づくり、夢づくり。子育てと介護の話を中
心にみんなでおしゃべりしよう。

（かほくお手伝いサービス
　　　　　　　　カフェサロン）

2/ 5 金 10:00～16:00 　2/ 13土  10:00～16:00

税金よろず相談　　
税理士法人　長岡会計

受  

付
☎242-6900
時間 9:00～17:00
定休日 土・日・祝日

◆対象 どなたでも　◆定員 個別相談形式
◆会場 自店(川越市脇田本町24-18)
◆持ち物 筆記用具

04

確定申告、マイナンバー、相続税、結婚資金贈与、子ど
もＮＩＳＡ…。税金をめぐる制度が目まぐるしく変化して
います。何でもご相談ください。

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。

2/ 20土 10:30～11:30　3/5土 10:30～11:30

誰でもできる！やさしい遺言書教室
行政書士　篠原法務事務所

受  

付
☎239-3144
時間 10:00～19:00
定休日 なし

◆対象 20歳以上の男女　◆定員 5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3F）
◆持ち物 ノート、筆記用具

05
遺言書は本当に必要なのか？　相続と遺言書のエキス
パートである当事務所がやさしくお話しします。遺言書
の試し書きコーナーも開催！　相談会もあり。

2/6・13土11:00～12:00  
2/8・15・22月 10:00～11:00 

勉強ができるようにならない3つの方法
個別ゼミ ウィル  霞ヶ関校

受  

付
☎299-6149
時間 14:00～22:00
定休日 日曜

◆対象 月曜日：小・中学校生の保護者様 土曜日：小学5年生～中学3年生のお子様
◆会場 自店(川越市霞ヶ関北3-1-15) 
◆持ち物 なし ◆定員　6名
◆材料費 200円（成績があがるノートを差し上げます）

06
学校の成績が良いお子さんとそうではないお子さんで
は、勉強への取り組み方に差があります。塾に通わずと
もすぐに効果が出る方法をお教えします。

2/ 17水  9:30～10:30　2/ 20土 14：00～15:00
2/ 25木  9:30～10:30

なりたい自分になる★色の魔法
Hinano

受  

付
☎090-1794-8811
時間 10:00～20:00
定休日 不定休　担当：百瀬

◆対象 どなたでも　◆定員 10名
◆会場 養寿院 （川越市元町2-11-1）
◆持ち物 筆記用具、色鉛筆（12色程度）

07
色は、その人が求めているものや心の状態を表します。
本当の自分に気づいていただき、心と頭を整理し、なり
たい自分になる一歩を踏み出しましょう♪

2/ 8 月 15:00～16:00 　2/15 月 15:00～16:00 
2/22月 15:00～16:00 　2/29 月 15:00～16:00　 

おすすめ NISA 活用法
野村證券（株）　川越支店

受  

付
☎225-5160
時間 9:00～17:00
定休日 土・日・祝日

◆対象 どなたでも　◆定員 20名
◆会場 自店(川越市脇田町105)
◆持ち物 筆記用具

09

ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡの賢い活用法をお話しいたします。

2/24水 10:30～12:00　3/10木 10:30～12:00

一家に一冊！ファミリーノート作り
お片づけサービス　らしくrashiku　

受  

付
☎080-7718-2602
時間 9:30～18:30
定休日 日曜日

◆対象 30歳以上　◆定員 8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3F)
◆持ち物 筆記用具、マーカー、色鉛筆など　

08
もしもの時、子育て、お金の事など家庭の大事な事をま
とめた家族ノートを作りましょう！エンディングノートも参
考に、工夫いっぱい素敵なノートを作ります。

2/24水 16:00～18:00 　3/3木 16:00～18:00
3/11金 16:00～18:00 　　

卵かけごはんのおいしい食べ方
醤遊王国　川越時の鐘店

受  

付
☎298-4491
時間 10:00～17:00
定休日 火曜

◆対象 どなたでも　◆定員 10名
◆会場 自店(川越市大手町14-5)
◆持ち物 なし　◆材料費 500円（卵かけご飯セット代）
                                      しぼりたて生しょうゆ50ml.１本つき

10
お米にも醤油にもその料理に合う種類があります。今回は卵かけ
ご飯に合うお米・醤油を卵かけご飯を食べながらそれぞれのプロか
らお話しをさせていただきます。
お米の話は、五つ星マイスター金子商店・金子さんがお話しします。

2/ 5 金 9:00～21:00 　2/13土 9:00～21:00
2/21日 9:00～21:00 ※開催日以外でも日程をご相談のうえ承ります。　

コンサルタントによる生命保険の無料相談会
ライフコンサルティング株式会社

受  

付
☎298-4832
時間 8:30～21:30
定休日 なし

◆対象 どなたでも　◆持ち物 なし
◆定員 1～4名または1～2組
◆会場 自店(川越市的場北1丁目4-7)

11
保険のコンサルタントによる生命保険の無料相談会です。
小学生のお子様がいるご家族にどのような生命保険が
必要なのかを中心にご相談・ご説明いたします。

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

受  

付

☎222-2715
時間 10:00～17:00
定休日 なし　

◆対象 どなたでも　◆定員 4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）

13
2/ 6 土 10:00～11:00 
2/ 8 月 10:30～11:30
2/ 8 月 19:00～20:00 
2/ 9 火 10:30～11:30
2/15月 10:30～11:30

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。産地別の茶葉を実際に飲み比
べをし個々の違いを味わいましょう。

毎週 火 金 13:00～14:00 
2/5・9・12・16・19・23・26 3/1・4・8・11・15

江戸より続く醤油の歴史
株式会社 松本醤油商店

受  

付
☎222-0432
時間 9:00～17:00
定休日 土・日曜・祝日

◆対象 どなたでも　
◆会場 自店(川越市仲町10-13)
◆定員 10名または5組　
◆持ち物 なし

12
180年以上前の蔵を見学しながら、自然醸造の醤油の製造
工程や利き醤油などで醤油の違いを知っていただけます。

2/ 11日 9:30～11:00 

暗算ができるよ！パチパチそろばんで
一ノ瀬学園　そろばん教室

受  

付
☎222-7164
時間 9:00～19:00
定休日 水・土・日曜

◆対象 小学生以上　◆定員 10名
◆会場 自店(川越市六軒町2-22-1妙昌寺そば)
◆持ち物 なし

14
そろばんをおぼえると計算力•集中力・忍耐力まで
つきま～す。

2/ 8 月 15:00～16:00 　2/15月 15:00～16:00 

ビアソムリエによるビール講座
Dining Bar Kiraku

受  

付
☎080-6521-1613
時間 15:00～21:00
定休日 月曜

◆対象 20歳以上　◆定員 10名
◆会場 自店(川越市元町2-2-1Fギャラリー内)
◆材料費 500円（ビール・プラカップ）　
◆持ち物 必要ならばペンとノート　

15
ビアソムリエによるスタイル別ビール講座。試飲しなが
ら世界のビールを知ろう！

2/ 7 日 10:00～12:00 　2/14日 10:00～12:00 
2/21日 10:00～12:00　 3/ ６日 10:00～12:00
 　　　　　　　　　　　　  3/13日 10:00～12:00

お悩みは「住人十色」不動産よろず相談
（株）住協　川越支店

受  

付
☎0120-38-0041
時間 9:00～18:00
定休日 火・水曜

◆対象 どなたでも　◆定員 個別相談形式
◆会場 自店(川越市新宿町1-16-6)
◆持ち物 なし

16
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？住替えたいけど今のロー
ンは？空室があって困っている！等々なんでもご相談ください！！

2/ 6 土 10:00～11:00 　2/ 7 日 10:00～11:00 
2/11木 10:00～11:00　 

考えてますか？！死んだ後のこと！！
司法書士　中山ゆり事務所

受  

付
☎227-7772
時間 9:00～18:30
定休日 土・日・祝日

◆対象 どなたでも　◆定員 3名または1～2組
◆会場 自店(川越市六軒町1-1-3プルミエール川越)
◆持ち物 なし

17
相続手続で気をつけること、生前にやっておけることを女性司法
書士がお教えします。子供のいない方、身寄りの全くいない方も
必見。

2/　6土 10：00-11：30　2/17水 10：30-12：00
2/28日 10：00-11：30　3/12土 13：00-14：30

例題にそって実際に遺言を書いてみよう！
パートナーズ司法書士事務所

受  

付
☎238-7047
時間 9:00～19:00
定休日 日・祝日

◆対象 どなたでも　◆定員 10名
◆会場 自店(川越市脇田本町２９番１号１Ｆ)
◆持ち物 筆記用具

18
自分で遺言を書く時のルールを学び、例題にそって実際に
遺言を書いてみます。遺言作成時の雰囲気を体験できま
す。講座終了後は個別相談も可能です。

2/10水 11:00～12:00 　2/ 24水 11:00～12:00

かんたんチャーシューの仕込み方
つけそば　丸永

受  

付
☎299-8183
時間 10:00～15:00
定休日 水曜

◆対象 20歳以上　◆定員 4名
◆会場 自店(川越市仲町10-13)
◆持ち物 メモ・筆記用具

19
ご家族で本格チャーシューの作り方と、プロが教えるイ
ンスタントラーメン、グレードアップ術。

2/ 8月 15:00～16:30 　2/ 22月 15:00～16:30 
3/ 7月 15:00～16:30  　

発達障害のある子の“学ぶ”“働く”を考える
MAPLE LEAF

受  

付
☎227-3531
時間 11:00～15:00
定休日 火曜日

◆対象 どなたでも　◆定員 10名
◆会場 自店(川越市石原町1-18-7)
◆持ち物 特になし

20
LD/ADHD、自閉症スペクトラムの子供の学習や自立を
いっしょに考えましょう。NPO法人チューリップ元気の
会、理事長がお話します。

2/ 18木 19:00～20:00 　3/ 1 火 11:00～12:00 
3/ 8 火 19:00～20:00 　3/ 15火 15:00～16:00  　

目からうろこの保険の話し！
ソニー生命保険株式会社

受  

付
☎080-4793-9376
時間 8:00～22:00
定休日 なし

◆対象 どなたでも
◆定員 12名　◆持ち物　筆記用具
◆会場 木村屋ビル3F（川越市新富町2-4-3）

21
保険は難しいと思われていますが、実は基本は３種類。保
険を選択するための基礎知識を簡単にお話し致します。

つくる
作品製作や調理を
行う講座です

はじめてのソーセージ作り
ミオ・カザロ

受  

付
☎222-2861
時間 10:00～18:00
定休日 なし

◆対象 どなたでも　◆定員 4名
◆会場 自店(川越市元町1-15-3)
◆持ち物 エプロン、三角巾、タオル
◆材料費 1,000円（羊腸、ソーセージ用ひき肉等）

22
～楽しい！　簡単！　腸詰め体験～
①腸にお肉をつめよう！
②ソーセージをねじろう！
③ソーセージを食べ比べよう！

2/23火 10:30～12:00 
2/24水 15:00～16:30
3/４ 金 18:30～20:00

2/20土   9:00～10:00
2/27土   9:00～10:00
3/ ９ 水 10:30～11:30
3/ ９ 水 14:00～15:00
3/10 木 10:30～11:30

春に作りたい簡単スプリングスイーツ！
和カフェ　夢宇

受  

付

☎227-3497
時間 10:00～17:00
定休日 木曜・第2・4水曜
但し、28日とかぶる場合は営業します。

◆対象 どなたでも
◆定員 4名　◆会場 自店(川越市久保町2-19）
◆材料費 1000円（スイーツの材料）
◆持ち物 エプロン、三角巾、ハンドタオル、ビニール袋

23
女性パティシエと一緒に、自宅で
出来る春らしいスイーツを作りま
しょう！心を込めて、皆で楽しくス
イーツ作りをしませんか？親子参
加もOKです。

受  

付

2/12 金 11:00～12:00  2/24 水 11:00～12:00
 

女子力UP! フェルトでウェディングケーキ

恋するプレイス Koi Terrace　㈱ファイン　

☎265-7661
時間 10:00～19:00
定休日 なし

◆対象 どなたでも　◆定員 3名
◆会場 自店(川越市脇田本町4-6KM-Ⅱビル1F)
◆持ち物 なし

24
針も糸も使わないカンタン手芸で楽しく女子力UP! 
しませんか？既婚未婚問わずお気軽にどうぞ。
★地元で婚活イベント等を主催している結婚相談所
です。

◀

受  

付

2/27土 10:00～11:30 　3/ 5土 10:00～11:30 

住まいをもっと楽しむためのDIY
株式会社　出水建設

受  

付
☎231-6311
時間 9:30～16:00
定休日 なし

◆対象 どなたでも　◆定員 6名または6組程度
◆会場 自店(川越市的場北1-6-32出水ビル1F)
◆持ち物 なし・汚れてもよい服装で  ◆材料費 500円

25
手作りで暮らしを豊かに！簡単なDIYでおしゃれなインテ
リア雑貨を作ります。親子での参加も大歓迎です。DIYを
身近なものに★（写真は前回の作品です）

受付開始
2/1

2/10水 10:00～11:30   2/14日 10:00～11:30
2/17水 10:00～11:30   2/25木 13:30～15:00

初心者歓迎！篆刻体験講座
㈲利剣堂　並木印工房

受  

付

◆対象 どなたでも　◆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（石印材費）

26
初心者のための篆刻体験。ご希望の漢字またはひらが
な一文字を石材に彫ります。またハンコについて疑問・
質問等、お気軽にご相談下さい。

☎222-2946
時間 10:00～17:00
定休日 なし

2/15月 15:30～17:00 　2/26金 10:30～12:00 
3/ 1 火 19:00～20:30

おいしいごはんを炊きましょう！
大黒屋食堂

受  

付
☎227-3290
時間 14:00～21:00
定休日 水曜、奇数週の木曜日

◆対象 どなたでも　◆定員 6名
◆会場 自店(川越市仲町5-2)
◆持ち物 なし

27
おいしいごはんを炊くコツを教えます。土鍋を使って実
際にごはんを炊き、試食してみましょう。

2/ 9 火 10:30～11:30 　2/18木 10:30～11:30
2/28日 13:30～14:30 　3/12土 13:00～14:00　

マンダラ塗り絵って？！塗り絵で心理をたのしもう
Ima-iro きらり

受  

付
☎090-8008-0398
時間 10:00～15:00
定休日 不定休

◆対象 小学生も可・親子参加出来ます
◆会場 キムラヤ八幡通りルーム（川越市新富町2-15-10 ２階）
◆持ち物 筆記用具　◆定員 5名

28
色鉛筆で幾何学模様の用紙に塗り絵。色の意味を楽しみ
ながら頭も心もスッキリ！！作品よりカラーセラピー体験
出来ます。何形にしますか？何色から塗りますか♡

2/ 6 土 10:30～11:30 　2/ 8 月 16:45～17:45
2/10水 16:45～17:45 　2/13土 10:30～11:30　

デコチョコを作ろう！
エコキレ（リフォーム・ルームクリーニング・家事代行）

受  

付
☎227-6316
時間 10:00～18:00
定休日 日曜・祝日

◆対象 小学生3年生～6年生　◆定員 4名
◆会場 自店(川越市仙波町3-16-13）
◆持ち物 エプロン
◆材料費 500円（チョコ・チョコペン・アラザシ等飾り代）

31
板チョコをカラフルにデコレーションできます。絵やメッ
セージを書いてもよし、お好きなトッピングをしてもOK♪
自分だけのデコチョコを作っちゃおう！！

2/27土 11:00～12:00  12:15～13:15  13:30～14:30
3/ 5 土 11:00～12:00  12:15～13:15  13:30～14:30

冬の庭で石窯を囲む～親子で楽しむピザ教室
川越ベーカリー　楽 楽（らくらく）

受  

付
☎257-7200
時間 10:00～17:00
定休日 月曜

◆対象 親子でご参加ください。
　　　 大人1名＋小学校4年生以下のお子様1名
◆材料費 800円（ピザ材料、薪代）　　◆定員 6組
◆会場 自店(川越市元町2-10-13)　
◆持ち物 寒い時期に外で行うワークショップです。あたたかい服装でお越しください。

32
小麦を練って生地作りから行うピザ教室です。具材はお
子様が好きなものを選ぶことができます。寒い時期です
が、お庭で石窯を囲んで熱々のピザをほおばりましょう。

2/ 11木  10:30～11:30　2/ 16火 10:30～11:30
2/ 24水  10:30～11:30　3/  5 土 10:30～11:30

パステルアートで春を描こう♪
Hinano

受  

付
☎090-1794-8811
時間 10:00～20:00
定休日 不定休  担当：百瀬

◆対象 小学生以上　◆定員 10名
◆会場 キムラヤ八幡通りルーム（川越市新富町2-15-10 ２階）
◆材料費 300円（パステル・画用紙など）

30
パステルを粉状にして指で描く、不思議なアートです。描い
ても見ても癒され、誰でも簡単に素敵な絵が描けます♪

『希望の丘』か『梅とウグイス』のどちらか一つ。

文具屋の貸し教室で、カラーセラピー体験！
キムラヤ貸し教室・貸し会議室（八幡通り）　　　　　　　　　　　　　　  ルーム

受  

付
☎224-5252
時間 9:45～19:30
定休日 なし ◆会場 自店（川越市新富町2-15-10ルネス新富町スクエア２階）

29

「集いたい」「教えたい」「学びたい」をお手伝いする当室で、
色（カラー）について学び＆体験しましょう！色があふれる文
房具屋に行くのが楽しくなるかも!?※詳細は各ゼミへ

2/11木 10:30～11:30  2/16火 10:30～11:30
2/24水 10:30～11:30  3/ 5 土 10:30～11:30

Hinano

2/ 9 火 10:30～11:30  2/18木 10:30～11:30
2/28日 13:30～14:30  3/12土 13:00～14:00　

Ima-iro
きらり

2/12金 14:00～15:30　2/13土  10:30～12:00

バレンタインのチョコ菓子製作
ティーベリー

受  

付
☎223-5020
時間 10:00～17:30
定休日 日・月曜

◆対象 小学中学年から大人まで　◆定員  6名
◆会場 自店(川越市西小仙波町1-3-11)
◆持ち物 エプロン、おてふき、筆記用具
◆材料費 1,000円（チョコ、生クリーム、バター他）

33
当店開店以来の人気、ガトーショコラを中心に、生チョ
コ、トリフチョコの製作。試食か持ち帰りか選べます。こ
れで、今年はバッチリ！大人も子供も参加できます。

3/ 5 土 10:00～10:40　3/ 5 土 11:00～11:40　
3/12土 10:00～10:40　

水道屋さんと作るバスーカー水鉄砲！
株式会社 牛村水道工業

受  

付
☎231-0809
時間 10:00～15:00
定休日 日・祝日

◆対象 どなたでも（小学生以下は保護者同伴）　
◆定員 3名または3組　◆持ち物 防寒具（屋外での作業のため）
◆会場 自店(川越市的場2215-5)
◆材料費 子供用700円　大人用1000円

34
水道工事で使う配管材料で、飛距離5m以上の水鉄砲を
作ります。水道のことを学びながら、のこぎりでパイプを
切ったり、工作気分で作れます！

冬においしいロイヤルミルクティーシマ乃流
紅茶浪漫館シマ乃

受  

付

☎222-2715
時間 10:00～17:00
定休日 なし

◆対象 どなたでも　
◆定員 4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）

35
2/18木 10:30～11:30 
2/20土 10:00～11:00
2/22月 10:30～11:30 
2/22月 19:00～20:00
2/25木 10:30～11:30
3/14月 10:30～11:30

1杯ずつ鍋で煮立てて作るロイヤルミ
ルクティーを実際に1人1杯ずつ作っ
てみましょう。シマ乃流レシピ大公開！

紅茶浪漫館シマ乃

受  

付

☎222-2715
時間 10:00～17:00
定休日 なし

36

◆対象 子供対応可能（親子参加に限る）◆定員 2名または2組（親子の場合）
◆会場 自店(川越市仲町5-11)
◆持ち物 ハンドミキサー、エプロン、三角きん、ハンドタオル　
◆材料費 1,000円（ケーキ材料・ケーキBOX・テキスト）

親子向け
2/27土 10:00～12:00  3/5土 10:00～12:00
大人向け
3/1火 10:30～12:00  3/7月 10:30～12:00
3/7月 19:00～20:30  3/8火 10:30～12:00
５号サイズのデコレーションケーキを１人１台組み立てます。市販のスポン
ジを使うので簡単！　しっとり仕上げるコツをお教えします。

2/ 7 日 9:30～10:30 　2/20土 9:30～10:30

冬でも暑いぜ ! 炎のガラス体験
ガラス工房　Blue moon

受  

付
☎226-0833
時間 10:00～18:00
定休日 水曜

◆対象 どなたでも　◆定員 5名
◆会場 自店(川越市仲町10-13)
◆材料費 500円（はしおきの材料ガラス）
◆持ち物 なし

37
参加者の皆様が協同作業でひとつのグラスを作ります。
1200℃の炎を体験して下さい。
ガラスの箸置きもつくります。

2/15月 10:00～12:00　2/27土 10:00～12:00

リラックマ・コリラックマで飾り寿司！！
北野屋

受  

付
☎090-3200-3833
時間 10:00～12:00
定休日 月・火曜日

◆対象 小学校1年生以上　◆定員 8名または8組
◆会場 南公民館（ウェスタ川越内）
◆持ち物 エプロン、台ふきん、三角きん
◆材料費 600円（寿司にかかる材料）

38
寿司ごはんを油揚を使って、かわいいリラックマとコリ
ラックマを作ります。目や鼻はみなさんで作っていただき
ます。さて、どんなクマができるでしょうか。楽しみ

① 2/10水 10:30～12:00 　② 2/14日 10:30～12:00
③ 3/ 6 日 10:00～11:30 　

大人も子供も、スマホで30秒ムービー
いいことクリエイション合同会社

受  

付
☎080-5435-6515
時間 8:00～19:00
定休日 なし

◆対象 ①②：大人・男女 ③親子（小学生）　◆定員 5名または5組
◆会場 ①②川越市駅前2Fシ―ムーン  ③ウェスタ川越2F情報コーナー
◆持ち物 iPhone（4S以上）・ムービー素材写真データ
　　　　　③のみ「お絵描き道具」も

39
無料アプリで写真や動画をつなぎ音入れ文字入れして30
秒ムービーに。大人はプロモーションや思い出記録のムー
ビーを、親子はパラパラ漫画ムービーを作る。

2/６ 土 10:00～11:00 　2/６ 土 11:30～12:30
2/22月 10:30～11:30 　3/14月 10:30～11:30　

下手でいい、下手がいい！絵手紙体験教室
キムラヤ　カルチャー教室

受  
付

☎224-5252
時間 9:45～19:30
定休日 なし

◆対象 小学生以上　◆定員 5名
◆会場 自店(川越市新富町2-4-3木村屋ビル2F)
◆持ち物 なし

40
葉書に絵を描き、字を添えて出す絵手紙の体験教室です。
道具や葉書、描く物は当店で用意がありますので安心して
お越し下さい。

2/20土 ①13:00～14:00 　②14:30～15:30
3/　5土  ①10:30～11:00 　②11:30～12:30

みんなで楽しく！新聞紙エコバッグつくり
文具のキムラヤ　

受  

付
☎224-5252
時間 9:45～19:30
定休日 なし

◆対象 小学生以上　◆定員 10名
◆会場 かほくお手伝いサービス（川越市霞ヶ関北4-22-13）
◆持ち物 なし

41
作って楽しい、使ってワクワク、見て美しいエコバッグ！み
んなでワイワイ霞ヶ関の角栄商店街で作りましょう。みん
なで広げようエコバック作りの輪

2/  7日 13:00～14:00 　14:30～15:30
2/ 28日  9:30～10:30 　11:00～12:00

油性マジックで染め物体験！
文具のキムラヤ

受  

付
☎224-5252
時間 9:45～19:30
定休日 なし

◆対象 小学生以上　◆定員 12名
◆会場 自店(川越市新富町2-15-10ルネス新富町スクエア2階)
◆材料費 200円　◆持ち物 特になし

42
大人も子供も大歓迎！簡単に楽しく染め物体験を。油性
マーカーと秘密の液体で個性的なエコバッグが誕生！み
んなで作りましょう！

2/6土 10:30～12:30 　2/13土 10:30～12:30
3/5土 10:30～12:30 　3/12土 10:30～12:30

電動糸のこで「組み木」を作ろう
もっこ館

受  

付
☎222-1025
時間 10:00～16:00
定休日 木・金曜日

◆対象 親・子（小学生2～5年生）　◆定員 8組
◆会場 もっこ館カフェ・テラス駐車場(川越市石原町1-18-3)
◆材料費 500円　
◆持ち物 汚れても良い服装・タオル

43
木に触れて、木のぬくもりを感じてほしい。
かわいい組木が作れます。

2/ 7日 14:00～15:30 　2/ 16火 17:30～19:00 
3/ 8火 10:30～12:00 　3/ 12土 10:00～11:30   　

筆を使って楽しくお礼状を書こう！！
心書家　蓮見可奈恵

受  

付
☎090-4332-9488
時間 10:00～20:00
定休日 なし

◆対象 どなたでも　◆定員 5名
◆会場 2/7・3/12（小江戸蔵里） 2/16・3/8
　川越はすみそば（川越市小仙波町2-15-10）

44
普段使い慣れない筆を使って、自分らしい文字やあなた
の心の中にある本当の想いや感謝を筆に託し自由に書い
ていきます。想いが伝わるオリジナルお礼状が作れます。

オリジナルクリアファイルを作ろう！
株式会社　櫻井印刷所

☎222-1164
時間 平日 ８:30～17:30
定休日 土・日・祝

◆対象 どなたでも　
◆定員 ４名　◆材料費 500円
◆会場 自店(川越市元町2-4-5)
◆持ち物 サインペン、色鉛筆、クレパスなど　

45

受  

付

2/５ 金 16:00～17:30　2/ 12 金16:00～17:30　

A4 の紙に好きな絵を描いて、そのままクリ
アファイル（２枚）にプリントしよう。

コ
ラ
ボ
企
画

市販のスポンジでしっとりデコレーションの組立


