
5 大好評！10歳若返るメイク講座

トータルフォトスタジオ トマト ☎0285−20−5870
▲小山市宮本町2-2-6

４/23 ㈭　10：00～11：00
５/８ ㈮　10：00～11：00
５/19 ㈫　10：00～11：00
メイクで他の人と差をつけよう！
10歳若返るメイクで自信をつけてみ
ませんか？ヘアメイクのプロが丁寧に
教えます。一緒に綺麗になりましょう。
●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／普段使っているメイク道具
●定　員／５名
●材料費／なし

●講　師／安田文恵
●受　付／10時～18時
●定休日／水曜日

11 プリザーブドアレンジ（フルーツを使って）

花さーくる麻里 ☎090−9302−3825

▲小山市城東7-6-16 3F

４/30 ㈭　10：00～12：00
５/１ ㈮　10：00～12：00
５/16 ㈯　10：00～12：00
プリザーブドフラワーとフルーツを合
わせた、思わず食べたくなる様なアレ
ンジメントです。ケース入りなのでプ
レゼントとしてもどうぞ。
●対　象／10代～70代（どなたでも）
●会　場／店舗内
●持ち物／ハサミ・ペンチ・エプロン
●定　員／７名
●材料費／2,000円

●講　師／船田万里子
●受　付／10時～17時
●定休日／

17 100％勝てるステーキ講座

和牛マエストロの店 あいざわ ☎0285−24−2944

▲小山市宮本町3-1-28

４/21 ㈫　15：00～15：30
５/12 ㈫　15：00～15：30

和牛ステーキと最高級フォアグラの
ロッシーニで 100％勝てる家食講座

●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／５名
●材料費／1,000円

●講　師／相沢英之
●受　付／10時～18時30分
●定休日／日曜日・祝日

23 あなたもレトロ車・ヒルマンに乗りませんか

大山タクシー交通 ☎0285−22−0947

▲小山市犬塚2-8-5

５/４ ㈪　14：00～15：00
５/５ ㈫　14：00～15：00
５/６ ㈬　14：00～15：00
昔懐かしい車「ヒルマン」。レトロ感
に包まれながら春の小山市内を少しで
はありますが、自走して頂きます。

（路上走行２～３㎞）
●対　象／普通自動車運転免許保持者
　　　　　（オートマ限定を除く）
●会　場／社内
●持ち物／運転免許証
●定　員／３名

●材料費／500円（保険代）
●講　師／青山　淳・大山　光
●受　付／９時～16時
●定休日／なし

29 試食あり！頭の良い子が育つ魔法の朝ごパン

個別指導塾 スマイルアシスト ☎0285−37−6167

▲小山市神鳥谷1080橋本ビル1F

5/11 ㈪　10：00～11：30
5/18 ㈪　10：00～11：30

朝ごはんちゃんと食べてますか？今回
は食育をテーマに、試食をしながら大
人気のパン屋さんから毎朝実践できる
朝ごパンレシピをご紹介いただきます。
●対　象／幼児～小学生の保護者
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／８名
●材料費／500円

●講　師／黒木久美子
　　　　　藤原克敏
　　　　　（ベーカリーローレライ代表）
●受　付／10時～21時30分
●定休日／土・日曜日・祝日

35 投資の基礎を学ぼう！

アクサ生命保険㈱ ☎0285−25−6318

▲小山市城東1-6-36小山商工会議所会館3F

４/24 ㈮　14：00～15：00
５/14 ㈭　11：00～12：00
５/19 ㈫　14：00～15：00
複利計算表を差し上げます。
投資コンサルティング会社の監修によ
るDVDをご覧いただきます。お気軽に
お越し下さい。
●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／５名
●材料費／なし

●講　師／神田智子
●受　付／９時15分～17時
●定休日／土・日曜日・祝日

6 足もとからほぐしましょう！

イーグルスポーツプラザ小山 ☎0285−23−8011

▲小山市駅東通り2-4-1

４/23 ㈭・５/14 ㈭
各日
10:00～11:00/14:00～15:00
全体重を支えている足の裏。しっかり
労ってますか？足もとから整えて、快
適な日常生活を送りましょう。ご参加
お待ちしております。
●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／タオル（フェイス）、飲み物
●定　員／３名
●材料費／なし

●講　師／高橋光一郎
●受　付／10時30分～18時30分
●定休日／木曜日
　　　　　（第一木曜は営業）

12 作って飾って楽しもう！ミニ畳作り

㈲立堀タタミ内装 ☎0285−22−1240

▲小山市城山町2-7-24

４/22 ㈬　10：00～11：00
４/25 ㈯　10：00～11：00
５/９ ㈯　10：00～11：00
使い方は、あなたのアイディア次第！
お好みの畳表・畳縁を選んで作れます。

（サイズ約 13 ㎝ ×24 ㎝）

●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／４名
●材料費／300円（畳表・縁他）

●講　師／立堀裕保
●受　付／９時～17時
●定休日／日曜日・祝日

18 カラーイラストを描いてみよう

進駸堂 中久喜店 ☎0285−30−1115

▲小山市中久喜1345-6

４/26 ㈰　14：00～15：00
５/６ ㈬　14：00～15：00
５/17 ㈰　14：00～15：00
カラーペン（コピック）を使ってカ
ラーイラストを描いてみませんか？
塗り方の基本をアドバイスします。

●対　象／中学生以下
●会　場／店舗内
●持ち物／筆記具、お持ちの方はコピック
●定　員／５名または３組
●材料費／なし

●講　師／谷田貝美香
●受　付／10時～22時
●定休日／無休

24 アミ戸張替講座

㈲増山硝子店 ☎0285−22−0405

▲小山市城山町2-1-23

４/25 ㈯　10：00～11：30
５/17 ㈰　10：00～11：30

あなたのおうち、アミ戸は大丈夫？
プロがアミ戸張替のコツをお教えしま
す。初めてのあなたにも、手とり足と
りレクチャーします。
●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内（駐車場3台分あり）
●持ち物／軍手　900×900位の自宅にあるアミ戸（車に入る物）
●定　員／４名
●材料費／なし

●講　師／増山和晃
●受　付／8時30分～18時
●定休日／日曜日・祝祭日

30 はじめての楽しいリコーダーアンサンブル

いいだフルートアカデミー ☎090−2486−6441

▲小山市若木町3-18-1

●対　象／大人の方
●会　場／自宅教室
●持ち物／ソプラノ・アルトリコーダー（貸し出しあり）
●定　員／３～４名
●材料費／なし

●講　師／飯田妙美
●受　付／10時～19時
●定休日／なし

身近な楽器リコーダー
ソプラノ・アルトを使って音出し、
曲が吹けたらみなさんで楽しくアンサ
ンブルをしましょう。

４/28 ㈫　10：00～11：00
５/９ ㈯　13：00～14：00
５/20 ㈬　13：30～14：30

36 必ず知っておきたい！住宅塗装のポイント

石塚塗装㈱ ☎0285−23−4126

▲小山市若木町1-22-46

住まいの塗装工事には非常に重要なポ
イントがいくつかあります。そのポイ
ントを図や動画、実際の塗料等を使い、
楽しくわかりやすく解説致します。
●対　象／ご自宅の屋根、外壁などの塗替えをご検討されている方
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／５名または３組
●材料費／なし

●講　師／石塚雅彦
●受　付／８時30分～17時30分
●定休日／日曜日

４/22 ㈬　10：00～11：30
５/13 ㈬　10：00～11：30

7 空木レッスン

シダックス小山城南クラブ ☎0285−28−1711

▲小山市西城南6-5-8

声を出して健康な身体づくり

●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／楽譜、カセットテープ
●定　員／６名
●材料費／なし

●講　師／空木ゆう
●受　付／10時～20時
●定休日／なし

４/21 ㈫　13：00～15：00
５/11 ㈪　13：00～15：00
５/18 ㈪　13：00～15：00

13 伝統工芸下野しぼり和紙で【ハッピーカード】作り

下野しぼり・下野人形 ☎0285−22−2572

▲小山市城東1-3-17

小山市無形文化財下野しぼり和紙で作
られた人形はなぜ幸せを呼ぶと言われ
るのか。その歴史を学びながら、開運
御守しおりを作りましょう。
●対　象／どなたでも
●会　場／工房
●持ち物／なし
●定　員／５名
●材料費／500円

●講　師／諏訪ちひろ
●受　付／14時～18時
●定休日／不定休

４/20 ㈪　13：30～14：30
４/27 ㈪　10：30～11：30
５/11 ㈪　10：30～11：30
５/18 ㈪　13：30～14：30

19 簡単帯結び

きもの・あまのや ☎0285−22−0062

▲小山市中央町3-1-29

４/24 ㈮　13：30～15：00
５/８ ㈮　13：30～15：00
５/11 ㈪　13：30～15：00
１分で背中に付けることができます。
暑い季節は、特に便利です。汗をかか
ずに済みますョ! !

●対　象／女性
●会　場／店舗内
●持ち物／筆記用具
●定　員／５名
●材料費／なし（袋帯・名古屋帯・帯〆・帯あげ・前板・帯枕・ピンチ3本）レンタル

●講　師／天野啓子
●受　付／10時～18時30分
●定休日／水曜日

25 車の小傷を目立たなくするテクニック実践編

東京オートカスタマイズセンター ☎0285−31−3311
▲小山市土塔247-20

５/17 ㈰　10：00～11：00

気になる愛車の小さな傷、プロに任せ
る前に自分で簡単な修理をしてみま
しょう。缶スプレーで少しでもキレイ
に直す方法を伝授します。
●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／５名
●材料費／なし

●講　師／小菅喜徳
●受　付／９時～18時
●定休日／なし

31 吹いてみよう！はじめてのフルート

いいだフルートアカデミー ☎090−2486−6441

▲小山市若木町3-18-1

●対　象／小学４年生以上～大人の方（1人30分）
●会　場／自宅教室
●持ち物／なし（貸し出しあり）
●定　員／１名
●材料費／なし

●講　師／飯田妙美
●受　付／10時～19時
●定休日／なし

あこがれの楽器フルート
聴いて、見て、触れて、吹いて、
ぜひ、ご一緒に楽しみましょう。

４/28 ㈫　10：00～20：00
５/９ ㈯　10：30～18：00
５/16 ㈯　10：30～18：00

37 ゴルフワンポイントレッスン

サヤップゴルフフィットネス ☎0285−37−8460

▲小山市横倉新田102-1

４/27 ㈪　13：30～14：30
５/１ ㈮　13：30～14：30
５/４ ㈪　13：30～14：30
PGAプロゴルファーによるワンポイン
トレッスン。ゴルフのスイングでお悩
みの方に最適！お気軽にご参加くださ
い。
●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／室内シューズ、お持ちの方はゴルフクラブ
●定　員／４名
●材料費／なし

●講　師／PGAプロゴルファー
●受　付／10時30分～18時30分
●定休日／毎月29・30・31日

8 はじめてのヨガ

シダックス小山城南クラブ ☎0285−28−1711

▲小山市西城南6-5-8

太陽礼拝などヨガの基本的なポーズを
学びながら、心と体の変化を楽しむ初
心者向けのヨガです。

●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／必要であればヨガマット
●定　員／８名
●材料費／なし

●講　師／YUKO
●受　付／10時～20時
●定休日／なし

４/23 ㈭　14：00～15：00
４/30 ㈭　14：00～15：00
５/７ ㈭　14：00～15：00

14 家庭で出来る 本格四川料理

中国四川料理　青城飯店 ☎0285−27−2794

▲小山市駅南町2-26-9

４/22 ㈬　13：00～15：00

素材の仕込み方から、盛り付け、試食
まで、気付きや楽しみが盛り沢山!!
本格的な四川家庭料理を学んでみよ
う!!
●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／エプロン・三角巾・筆記用具等
●定　員／10名
●材料費／1,000円（食材）

●講　師／萩原　廣
●受　付／10時～17時
●定休日／水曜日

20 ビジネスマナー〈礼儀作法〉

きもの・あまのや ☎0285−22−0062

▲小山市中央町3-1-29

４/21 ㈫　17：00～18：00
４/24 ㈮　17：00～18：00
５/８ ㈮　17：00～18：00
就職するときに役に立つ、礼儀作法を
身に付けましょう。覚えておくと、便
利です。一歩先を行く、カッコイイプ
ロになれる。
●対　象／18歳～24才（女性）
●会　場／店舗内
●持ち物／筆記用具
●定　員／５名
●材料費／なし

●講　師／天野啓子・天野愛絵
●受　付／10時～18時30分
●定休日／水曜日

26 元気ジュニアのHIPPOP

シダックス小山城南クラブ ☎0285−28−1711

▲小山市西城南6-5-8

楽しく踊って笑顔いっぱい！
元気いっぱい！
カッコ良くキメよう！

●対　象／小１～小６、幼児（20日のみ）
●会　場／店舗内
●持ち物／室内用シューズ
●定　員／15名
●材料費／なし

●講　師／KAZU
●受　付／10時～20時
●定休日／なし

４/20 ㈪　17：00～18：00※幼児のみ
４/27 ㈪　18：00～19：00
５/18 ㈪　18：00～19：00

32 誰でもできるマイホーム耐震診断

㈱大森一級建築士事務所 ☎0285−23−4464

▲小山市若木町1-23-4CDビル4F

５/２ ㈯　14：00～15：00
５/16 ㈯　14：00～15：00

ご自宅の耐震性能の理解や耐震知識の
習得を進めていただき耐震性の向上を
図るための耐震改修に向けて診断を行
う際の参考にして頂くための講習です
●対　象／どなたでも
●会　場／本社ビル内
●持ち物／なし
●定　員／６名または３組
●材料費／なし

●講　師／出田竜治
●受　付／９時～17時30分
●定休日／日曜日・第2・4土曜日

38 添乗員が本音で語る３倍楽しむ旅行術

友井観光 ☎0285−21−2840

▲小山市城山町2-12-25

４/23 ㈭　10：30～11：30
５/13 ㈬　10：30～11：30

経験豊富なベテラン添乗員が、普段話
さない『より楽しく旅行が出来るノウ
ハウ』をあなたにアドバイスします。

●対　象／どなたでも
●会　場／会社内
●持ち物／筆記用具
●定　員／５名
●材料費／なし

●講　師／関・生沼
　　　　　渡辺・大橋
●受　付／10時～17時
●定休日／日曜日

9 癒しのフラワーアレンジメント

ドラッグアクツ ☎0285−24−6135

▲小山市中央町3-6-17

５/20 ㈬　15：00～16：00

アートのお花でかわいいリースをつく
りましょう！
材料…ラベンダー・ディジー・ベリー
　　　など
●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／８名
●材料費／800円

●講　師／阿久津芳枝
●受　付／９時～20時
●定休日／日曜日

15 おり紙で作る開運!!鶴と亀

城南の森 おうち雑貨店 マシュマロウ ☎0285−38−7690

▲小山市塚崎1481-6

４/21 ㈫　10：00～11：00
４/23 ㈭　10：00～11：00
４/26 ㈰　10：00～11：00
東日本大震災の復興で注目を浴びた、
祝い鶴と亀をセットで。一緒にお部屋
に飾れば開運まちがいなし!?

●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／折り紙
●定　員／６名
●材料費／なし

●講　師／日向野政子
●受　付／11時～19時
●定休日／水曜日

21 マナー・エチケット〈礼儀作法〉～食事編～

きもの・あまのや ☎0285−22−0062

▲小山市中央町3-1-29

４/21 ㈫　13：30～14：30
４/28 ㈫　14：00～15：00
５/15 ㈮　13：30～14：30
なかなか人に聞きづらい食事のお作法。
今回はユネスコ無形文化遺産にもなっ
た和食についてお勉強します。一生役
に立つこと間違いなし！
●対　象／女性
●会　場／店舗内
●持ち物／筆記用具
●定　員／５名
●材料費／なし

●講　師／天野啓子・天野愛絵
●受　付／10時～18時30分
●定休日／水曜日

27 子どものヤル気を引き出す教育コーチング

総合学習塾 Vi Pass（ヴィーパス）☎0285−38−7319

▲小山市神鳥谷1116-7 2F

ちょっとした「聴き方」や「質問」で
子どもが大きく変わります！「違いを
創る７つの質問」など、子育てのヒン
ト満載の楽しい時間をぜひ！！
●対　象／子どもがいらっしゃる保護者
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／８名
●材料費／なし

●講　師／福本佳之
●受　付／13時～21時
●定休日／日・月曜日

４/25 ㈯　10：30～12：00
５/20 ㈬　10：30～12：00

33 すっきり解決！　遺言と相続

行政書士やまね法務事務所 ☎0285−20−3380

▲小山市羽川59-6

４/21 ㈫　10：00～12：00
４/23 ㈭　10：00～12：00
５/13 ㈬　10：00～12：00
書きかけの遺言や手つかずの相続、心
にひっかかっている心配事や不安なこ
とを、専門家に相談してみよう！
完全個別相談、秘密厳守。
●対　象／どなたでも
●会　場／事務所内
●持ち物／なし
●定　員／４組（１組あたり30分）
●材料費／なし

●講　師／山根輝雄
●受　付／９時～18時
●定休日／土・日曜日・祝祭日

39 年金のしくみ　何でもＱ＆Ａ

作道労務管理事務所 ☎0285−23−6172

▲小山市神鳥谷3-9-24

４/21 ㈫　13：30～15：00
５/19 ㈫　13：30～15：00

これから年金を受け取る予定の方、す
でに年金受給されている方、年金のし
くみについて解説します。不安・疑問
を解消してみませんか。
●対　象／年金受給者、これから年金を受け取る方
●会　場／事務所内
●持ち物／年金定期便などの資料
●定　員／４名
●材料費／なし

●講　師／
　特定社会保険労務士　作道淑泰
　社会保険労務士　竹之内浩幸
●受　付／８時30分～17時30分
●定休日／土・日曜日

10 愛を込めたコーヒーづくりpart3

カフェリ　フジ ☎0285−22−3988

▲小山市犬塚4-10-16

５/18 ㈪　10：00～11：00
５/19 ㈫　10：00～11：00
５/20 ㈬　10：00～11：00
大好評につき３回目！
美味しいコーヒーを飲みながら、楽し
い語らいの時間をもちませんか？

●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／３名
●材料費／500円（コーヒー豆代）

●講　師／山本悦子
●受　付／10時～19時
●定休日／木曜日

16「女性のためのおもてなしの日本茶」淹れ方講座

日本茶カフェ「ちゃみせ 茶るん」☎0285−25−0151

▲小山市宮本町2-4-13

４/24 ㈮　13：00～14：30
４/25 ㈯　10：00～11：30
４/26 ㈰　10：00～11：30
４/27 ㈪　13：00～14：30
さあ、ご一緒においしい日本茶（新茶）
を淹れてみましょう！日本茶インスト
ラクターの店主が、プロのコツを解り
易くレクチャーします。
●対　象／女性（同伴の場合、男性の参加可）
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／６名
●材料費／200円（和菓子等）

●講　師／小林　博
●受　付／４月11日㈯から
　　　　　12時～18時
●定休日／月・金曜日
●備　考／須賀神社表参道入口

22 クイズでわかる、相続・遺言のギモン

よこすか司法書士事務所 ☎0285−27−7997

▲小山市土塔222-47

４/22 ㈬　10：30～12：00
５/13 ㈬　14：30～16：00
５/18 ㈪　10：30～12：00
相続の予期せぬトラブルの存在を知り
今から対策を考える。クイズ形式で気
軽に楽しく学んでみませんか？個別の
相談も期間中は無料にて受付中です！
●対　象／なし
●会　場／横須賀総合司法書士事務所
　　　　　小山市駅南町3-31-12
●持ち物／なし
●定　員／４名

●材料費／なし
●講　師／横須賀　新
●受　付／９時～21時
●定休日／土・日・祝日

28 カレンダー作成＆インターネット体験

富士通オープンカレッジ小山校 ☎0285−25−9233

▲小山市神鳥谷3-9-24

★写真の入ったハガキ大のカレンダー
　の作成やインターネットの体験です
★初心者の方も上級者の方も楽しめま
　す。お気軽にお越し下さい。
●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／６名
●材料費／なし

●講　師／当校インストラクター
●受　付／８時30分～17時
●定休日／祝日および土・日曜日

４/22 ㈬　９：30～11：00
５/７ ㈭　９：30～11：00
５/８ ㈮　13：30～15：00

34 省エネ住宅ポイント活用でお得なリフォーム

㈱アルファテック ☎0285−28−2711

▲小山市土塔3-1

４/21 ㈫　10：00～11：00
５/12 ㈫　14：00～15：00

今、注目の住宅リフォーム政策『省エ
ネ住宅ポイント制度』について、わか
りやすく活用法を教えます!!

●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／３名
●材料費／なし

●講　師／望月俊彦
●受　付／９時～18時
●定休日／水曜日

40 知って納得！かしこい電気の創・蓄・省

銅市金属工業㈱ 　0120−70−6730

▲小山市羽川466-1

４/25 ㈯　10：00～11：00
５/１ ㈮　10：00～11：00
５/10 ㈰　10：00～11：00
我が家の光熱費はこのままで良いの？
何をどうするとどうなるのかを詳しく
お話しいたします。是非、電気やガス
代等の光熱費データをお持ち下さい！
●対　象／どなたでも
●会　場／当社内
●持ち物／なし
●定　員／２組
●材料費／なし

●講　師／町田親政
●受　付／９時～19時
●定休日／日曜日


