
1 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

11/27 ㈮　13：00～14：30
11/30 ㈪　13：00～14：30
12/１ ㈫　13：00～14：30
プロのメイクアップアーティストが
若返りメイクのコツを教えます。
一緒にキレイになりませんか！

●対　象／女性のみ
●会　場／店舗内
●持ち物／メイク道具、つけまつげなど
●定　員／５名
●材料費／なし

●講　師／安田文恵・野崎麻衣子
●受　付／11月13日㈮から
　　　　　10時～18時
●定休日／第１・第３水曜日

7 すごい！！頭（心・髪）・目・首の疲れが『楽』に

美容室ウィズ 0120−060−443

▲小山市中央町2-1-8メゾンタカキュー1F

11/23 ㈪　18：30～20：00
12/１ ㈫　10：00～11：30
12/８ ㈫　14：00～15：30
頭・目・首の疲れ（くせ毛）の方が増加の
訳？。その疲れ、頭皮内と関連のハ
リ・コリをほぐす極『楽』のウィズ・リフ
レッシュ（マッサージ）。知って下さい。
●対　象／頭･目･首が疲れやすい方(どなたでも）
●会　場／店舗内
●持ち物／筆記用具（無くても可）
●定　員／５名
●材料費／なし

●講　師／浅倉正人
●受　付／９時～18時30分
●定休日／火曜日･第３月曜日
●小山市共通商品券加盟店

13 オシャレでかわいいアルバムを作ろう！

サトーカメラ　小山城東店☎0285−30−5485

▲小山市城東6-8-20

11/25 ㈬　13：00～14：30
12/３ ㈭　13：00～14：30
12/８ ㈫　13：00～14：30
お気に入りの写真とテープと色紙で、
素敵なアルバムを作りましょう！
スタッフがコツを伝授します。

●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／アルバムにしたい写真のデータ（BDを除く）
●定　員／４名
●材料費／1,000円（アルバム・写真プリント代）

●講　師／稲見早貴・上野莉伽
●受　付／９時～20時
●定休日／なし

19 礼儀作法講座～食事編～

きもの・あまのや ☎0285−22−0062

▲小山市中央町3-1-29

11/27 ㈮　13：30～14：30
11/28 ㈯　13：30～14：30

なかなか人に聞きづらい食事のお作法。
大好評につき、今回も和食を中心に
お伝えします。どこへ行っても恥ずか
しくないお作法を身につけましょう！
●対　象／女性
●会　場／店舗内
●持ち物／筆記用具
●定　員／６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

25 カレンダー作成＆タブレット体験

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
　の作成やタブレットの体験です！
★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／３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

火曜　　　13：30～15：00
水・木曜　11：00～12：30
金曜　　　15：00～16：30

31 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

11/24 ㈫　10：00～12：00
11/25 ㈬　10：00～12：00
12/３ ㈭　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

2 忙しいあなた！簡単ブローお教えいたします

HAIR TECHNO ☎0285−22−2233

▲小山市城東1-7-23

11/27 ㈮　13：30～14：30
12/４ ㈮　13：30～14：30

いつものブローで満足ですか？
ポイントをおさえるだけで、簡単に
仕上がるプロテクニックを教えます。

●対　象／
●会　場／店舗内
●持ち物／いつも自分が使用しているブラシ
●定　員／４名
●材料費／なし

●講　師／後藤恵美・松山明日香
●受　付／11月13日㈮から
　　　　　12時～18時
●定休日／火曜日･第３日･月曜日

8 水引きを使ったお正月飾り

ドラッグアクツ ☎0285−24−6135

▲小山市中央町3-6-17

12/９ ㈬　15：00～16：00
12/16 ㈬　15：00～16：00

新たな新年をより良く迎える時に、水
引きを使った「お正月健康飾り」を作
りましょう！！

●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／10名
●材料費／1,000円

●講　師／阿久津芳枝
●受　付／９時～20時
●定休日／日曜日

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

11/25 ㈬　13：00～16：00

お料理講演会と試食

●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／筆記用具
●定　員／10名
●材料費／1,000円（材料等）

●講　師／萩原　廣
●受　付／11月20日㈮から
　　　　　10時～17時
●定休日／水曜日

20 英語脳にする楽しい英語絵本読みきかせ

アカデミック・ロードＡＲ

11/23 ㈪　16：00～17：00
12/３ ㈭　16：00～17：00
12/10 ㈭　16：00～17：00
英語を英語のまま理解する「英語脳」
を作る多読多聴。それをより効果的に
するのが「読みきかせ」です。楽しく
効果的な読みきかせを行っていきます。
●対　象／小学生・中学生＋御両親
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／８名または４組
●材料費／なし

●講　師／髙島美幸
●受　付／16時～22時
●定休日／日曜日

☎0285−24−5583

▲小山市中央町2-2-20メゾンド小山203･202

26 なるほど！うちの子ってそうだったのか！

個別指導塾 スマイルアシスト ☎090−8278−9968

▲小山市八幡町2-6-5

12/２ ㈬　10：00～11：30
12/８ ㈫　10：00～11：30
12/12 ㈯　10：00～11：30
その子の個性と才能が分かれば、子育
てってきっと楽になる。「うちの子って
何でこうなの？」「全然言うこときかな
い」。そんなママの悩みを解決します！
●対　象／子育て中のパパ・ママ
●会　場／店舗内
●持ち物／筆記用具
●定　員／８名
●材料費／2,000円（2,000円分の総合分析シート付き）

●講　師／黒木久美子
●受　付／平日10時～21時
●定休日／土・日曜日・祝日
●お子様連れOK

32 ダマされない！太陽光発電と蓄電池の選び方

銅市金属工業㈱ 　0120−70−6730

▲小山市羽川466-1

11/28 ㈯　10：00～11：00
12/４ ㈮　10：00～11：00

交通の便が良い小山市には様々な販売
業者が来ています。最新のグレーな手
口等を実例をあげて解説！ダマされな
い対策法や正しい選択法を教えます！
●対　象／どなたでも
●会　場／銅市金属工業株式会社
●持ち物／なし
●定　員／３名
●材料費／なし

●講　師／町田親政
●受　付／９時～18時
●定休日／日曜日

3 美しくなるストレッチ！

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

筋肉をほぐして姿勢を改善。筋肉をほ
ぐして中から美しく。手軽にほぐして
美しくなりましょう。お気軽にご参加
ください。
●対　象／中学生以上
●会　場／店舗内
●持ち物／タオル、飲み物、動きやすい服装
●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
　　　　　（第一木曜のみ営業）

11/26 ㈭　14：00～15：00
11/26 ㈭　19：00～20：00
12/10 ㈭　14：00～15：00
12/10 ㈭　19：00～20：00

9 バースデーグッズを作ろう！

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

11/27 ㈮　11：00～12：00
11/30 ㈪　11：00～12：00
12/１ ㈫　11：00～12：00
トマトのバースデープランナーが
バースデーパーティーのコツや手作り
グッズを教えちゃいます。大切な記念
日をお母様の手で盛り上げましょう☆
●対　象／女性のみ
●会　場／店舗内
●持ち物／はさみ
●定　員／４名
●材料費／300円（のり・画用紙・ひも・デコレーションペーパー）

●講　師／松本亜由美・小林利恵
●受　付／11月13日㈮から
　　　　　10時～18時
●定休日／第１・３水曜日

15 和牛のステーキ講座

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

11/25 ㈬　15：00～15：30

分かりやすい部位の説明と
美味しい試食。

●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・祝祭日

21 上手な“ホームヘルパー”利用法　Q&A

友井タクシー介護ステーションふれあい☎0285−30−0840
▲小山市城山町2-12-25

11/26 ㈭　10：30～11：30
12/14 ㈪　10：30～11：30

長年の経験をもつヘルパーがあなたの
「訪問介護ってなーに？」にお答えし
ます。訪問介護とデイサービスの違い
なども丁寧にお教えします。
●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／西村・庄田
　　　　　佐藤・島田
●受　付／10時～16時
●定休日／日曜日

27 住宅塗替えに失敗したくない方の為の講座

石塚塗装㈱ ☎0285−23−4126

▲小山市若木町1-22-46

良い見積書とは？ある事をする業者は
良い業者。そのある事とは？など住宅
塗替え工事で失敗しない為の重要ポイ
ントをわかえいやすく解説致します。
●対　象／住まいの塗替えをお考えの方
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／５名または２組
●材料費／なし

●講　師／石塚雅彦
●受　付／８時30分～17時
●定休日／日曜日

11/22 ㈰　10：00～11：30
11/25 ㈬　10：00～11：30
12/６ ㈰　10：00～11：30
12/９ ㈬　10：00～11：30

33 木造住宅耐震診断って何だろう？

㈱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

11/21 ㈯　14：00～15：00
12/５ ㈯　14：00～15：00

耐震診断って何だろう？から、チェッ
クシートによるお住まいの状態確認ま
でご相談にのります。

●対　象／どなたでも
●会　場／本社ビル内
●持ち物／なし
●定　員／２名または２組
●材料費／なし

●講　師／所属建築士
●受　付／９時～17時
●定休日／日曜日・第2・4土曜日

4 プロが美しい眉のつくり方教えます！

プロがあなたにあった、お好みの美し
い眉のそり方、切り方を親切ていねい
にお教え致します。予約制でもちろん
無料です！
●対　象／どなたでも（2人1組でお願いします）
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／２名１組
●材料費／なし

11/20 ㈮　10：30～11：30
11/25 ㈬　10：30～11：30
11/26 ㈭　10：30～11：30
11/27 ㈮　10：30～11：30

ヘアー＆エステサロン スズラン ☎0285−25−2863

▲小山市喜沢644-4

●講　師／岩浪・畑岡
●受　付／９時～18時
●定休日／火曜日・第３月曜日

10 お茶のいれ方・茶歌舞伎（利き茶）

小林園茶店 ☎0285−22−0470

▲小山市中央町2-8-13

12/８ ㈫　10：00～11：30
12/10 ㈭　10：00～11：30
12/11 ㈮　10：00～11：30
お茶をおいしくいれる方法を、分かり
やすくお伝えいたします。茶歌舞伎の
簡易版を行います。花鳥風月、４種の
お茶当てをして楽しみましょう。
●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／筆記用具
●定　員／５名
●材料費／なし

●講　師／小林良康
●受　付／10時～19時
●定休日／日曜日

16 宝船の折り方教えます♡

下野しぼり・下野人形 ☎0285−22−2572

▲小山市城東1-3-17

11/22 ㈰　11：00～12：00
11/22 ㈰　15：00～16：00
11/23 ㈪　11：00～12：00
下野人形展の会場で、下野しぼりの歴
史の話も少しまじえて折り紙教室。
思川に浮かべる流しびなを乗せる舟を
自分で折ってみませんか。
●対　象／どなたでも
●会　場／小山市生涯学習センタ－ギャラリー
●持ち物／なし
●定　員／５名
●材料費／無料

●講　師／諏訪ちひろ
●受　付／11時～14時00分
●定休日／不定休

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

12/２ ㈬　10：30～12：00
12/９ ㈬　15：00～16：30
12/11 ㈮　18：00～19：30
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／どなたでも
●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／筆記用具
●定　員／４名

●材料費／なし
●講　師／横須賀　新
●受　付／９時～18時
●定休日／土・日・祝日

28 本屋の楽しみ方教えます

進駸堂 中久喜本店 ☎0285−30−1115

▲小山市中久喜1345-6

11/22 ㈰　11：00～12：00
12/５ ㈯　11：00～12：00
12/13 ㈰　11：00～12：00
本屋の楽しみは、様々な本との出会い。
良き本との出会い方にはコツがありま
す。本屋の秘密、本の秘密、これを知
れば、アナタも読書家の仲間入り！
●対　象／中学生～大人の方
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／６名
●材料費／なし

●講　師／鈴木　毅
●受　付／10時～22時
●定休日／無休

お申込は各店へ
「まちゼミ申込みです」とお電話ください
●各講座とも、定員になり次第締め切らせていただきます。
●お申込みの際に持ち物や注意事項（材料費等）をご確認ください。
●受講生対象者が限定されている講座もありますので、ご注意ください。
●小学生以下は保護者同伴でのご参加をお願いします。
●会場の場所や駐車場の有無などは、お申込み時に各店にご確認ください。

5 子供の笑顔を作るカット

ヘアーサロン　ベリー ☎0285−22−1258

▲小山市城東6-13-4

11/26 ㈭　18：30～20：00
12/７ ㈪　18：30～20：00
12/19 ㈯　18：30～20：00
失敗しないカット、失敗しても直せる
カット。ワンポイントアレンジで子供
に笑顔！！

●対　象／親子（普段自宅でお子さんのカットをしている方）
●会　場／店舗内
●持ち物／自分で使っている道具
●定　員／３名（３組）
●材料費／なし

●講　師／相澤淳一
●受　付／８時～18時30分
●定休日／火曜日･第３日･月曜日

11 クリスマスからお正月まで飾れるリース

花さーくる麻里 ☎090−9302−3825

▲小山市城東7-6-16 3F

11/21 ㈯　10：00～12：00
11/24 ㈫　10：00～12：00
12/12 ㈯　10：00～12：00
生花でクリスマスからお正月まで長く
楽しめるリースを作ります。
お正月には松笠と水引で気分を変えて
新年を迎えてください。
●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／エプロン・ハサミ・ペンチ
●定　員／６名
●材料費／2,000円

●講　師／船田万里子
●受　付／11月13日㈮から
　　　　　９時～17時
●定休日／日曜日

17 知っておきたい　相続対策と生命保険のお話

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

11/20 ㈮　14：00～15：00
12/７ ㈪　14：00～15：00
12/11 ㈮　14：00～15：00
生命保険を活用した相続対策の案内
相続対策ハンドブックと終活エンディ
ングノートを差し上げます

●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／神田智子
●受　付／９時15分～17時
●定休日／土・日曜日・祝日

23 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（貸出あり）
●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、楽しくアンサンブルを
しましょう。

11/24 ㈫　13：00～14：00
12/３ ㈭　10：30～11：30

29 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 ☎0285−23−6681

▲小山市犬塚2-8-5

11/21 ㈯　10：00～15：00
11/22 ㈰　10：00～15：00
11/23 ㈪　10：00～15：00
要望に応えて、昔懐かしい車「ヒルマ
ン」。レトロ感に浸って秋の小山市内
を少しではありますが、自走してみま
せんか。（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／上記自動車運転免許証
●定　員／２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

インターネット上で検索できない時は、上記のアドレスを入力して下さい

まちゼミ小山

6 潤い、柔肌復活マッサージ体験！！

ポーラ新小山店 ☎0285−28−3705

▲小山市雨ヶ谷新田12-4

11/20･21･23･27･28･29
①10:30～11:30 ②13:30～14:30
③18:30～19:30 
季節に合わせたスキンケア術と肌の若
さを保つ秘訣「バーシカン」。明日の
あなたを、今日よりもっと美しく実感
できる簡単美肌作り講習会。
●対　象／女性のみ
●会　場／店舗内
●持ち物／ターバン、タオル1枚
●定　員／２名
●材料費／なし

●講　師／都筑・米田・蛭田
●受　付／９時～20時
●定休日／年末年始
●上記以外の日時もご相談に
　応じます

12 愛を込めたロイヤルミルクティーPart1

カフェリ　フジ ☎0285−22−3988

▲小山市犬塚4-10-16

12/７ ㈪　10：00～11：00
12/８ ㈫　10：00～11：00
12/９ ㈬　10：00～11：00
ご要望の多かった紅茶編です！
和気あいあいと学び、楽しい語らいの
時間を過ごしませんか？

●対　象／どなたでも
●会　場／店舗内
●持ち物／なし
●定　員／４名
●材料費／500円

●講　師／山本悦子
●受　付／11月13日㈮～17日㈫
　　　　　10時～19時
●定休日／木曜日

18 袋帯が簡単に結べる『前結び講座』

きもの・あまのや ☎0285−22−0062

▲小山市中央町3-1-29

11/28 ㈯　15：00～16：30
11/29 ㈰　10：30～12：00
11/30 ㈪　13：30～15：00
手が上がらない方、力がない方、形が
整わない方、大丈夫です。きれいに簡
単に速く結ぶことが出来ます。チャレ
ンジしてみませんか？
●対　象／女性
●会　場／店舗内
●持ち物／袋帯・前結び用帯板・ピンチ２本
　　　　　お持ちの方はご持参ください。
●定　員／５名　　●材料費／なし

●講　師／天野啓子
●受　付／10時～18時30分
●定休日／水曜日

24 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（貸出あり）
●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。

11/21 ㈯　13：00～18：00
11/28 ㈯　13：00～18：00

30 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

11/20 ㈮　13：30～14：30
12/７ ㈪　13：30～14：30
12/11 ㈮　13：30～14：30
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！皆さん、是非お気軽にご
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／根本昌秀プロ　ほか
●受　付／10時30分～18時30分
●定休日／毎月29・30・31日


