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あなたは知っていますか？
　　　  自分に似合う色を

〈住〉引土290ｰ7　〈定〉火曜日　〈受〉9：30～19：00
めがね工房Glassco  ☎75ｰ2512

❶
10/20金・27金、11/3金・10金

10：45~11：45
11時の北窓から入る自然光であなたの
瞳に隠れている「似合う色」を分析しま
す。一緒にパーソナルカラーを見つけ
てみませんか。

【会場】めがね工房Glassco
【対象】女性
【定員】各回３名様　【材料費】０円
【持ち物】必要ありません

アンチエイジングは頭から

〈住〉円満寺132　〈定〉月曜日　〈受〉9：00～18：00
GARDEN  ☎76ｰ1072

❷
10/20金・29日 14：00~15：00

10/14土・17火・22日・27金、11/1水 10：50 ~12：10

10/23月、11/5日・9木 14：00~15：00

年齢と共に毛にボリュームが無くなる。
顔が弛んできた等様々な悩みが表れて
きます。頭皮～毛髪の正しいケア方法と
アンチエイジングの関係をお話します。

【会場】GARDEN
【対象】どなたでも
【定員】各回３名様　【材料費】０円
【持ち物】必要ありません

上手な眉の
　　  整え方・描き方講座

〈住〉引土260ｰ4　〈定〉火曜日　〈受〉9：30～18：30
㈱でだち化粧品店  ☎75ｰ0773

❸
10/21土・25水・29日、11/6月・16木
11：00~11：30/14：30~15：00/15：30~16：00

10/14土・15日・21土・26木
14：00~15：00

眉の整え方・描き方。自分に似合う眉を
知りたいなど、眉の悩みにお応えします。

【会場】でだち化粧品店
【対象】女性
【定員】各回２名様　【材料費】０円
【持ち物】あれば、今お使いの
　　　　眉ペンなど

自宅で簡単に
　  小顔になれる方法教室

〈住〉浜991　〈定〉火曜日　〈受〉10：00～19：00
ビボ・カーラ  ☎64ｰ0099

❺
10/13金・14土・15日 14：00~15：00

自宅でねむっている使わなくなったメーク化粧品をお持ち頂き、
昭和メークから平成メークになれるよう
アドバイスします。と同時に家で小顔に
なれる方法も勉強します。

【会場】ビボ・カーラ
【対象】きれいになりたい全女性の方
【定員】各回５名様　　【材料費】０円
【持ち物】使わなくなったメーク化粧　
　　　　品など…なくてもOK!

あなたに似合う色
　　　  ご存知ですか？

〈住〉円満寺155　〈定〉火曜日　〈受〉10：00～18：00
メガネの和諧堂  ☎75ｰ1208

❹
参加していただいた方の瞳や肌の色な
どを分析して似合う色を見つけます。
小物などを使って全体の色、バランスを
アドバイスさせていただきます。

【会場】メガネの和諧堂
【対象】女性
【定員】各回３名様　【材料費】０円
【持ち物】必要ありません

下着屋が教える
　  スタイルUPのコツ!!

〈住〉浜612（四条敷島北）　〈定〉火曜日　〈受〉10：00～19：00
おしゃれブティック Mimi  ☎63ｰ1479

❻
目指せｰ3kgスタイル!!自分のボディサ
イズをご存じですか？採寸・フィッティ
ングを通してスタイルUPの方法が学
べます。試着も楽しめる講座です!!

【会場】おしゃれブティック Mimi
【対象】女性
【定員】各回５名様　【材料費】０円
【持ち物】必要ありません

スニーカーのお手入れと
　　　　  流行のオシャレ

〈住〉浜420ｰ1　〈定〉火曜日　〈受〉11：00～18：30
SCOPE  ☎62ｰ0708

❼
10/13金、11/10金 18：00~18：40
10/14土、11/11土 11：00~11：40

10/19木
15：00~16：00

10/23月
11：00~12：00

11/2木
19：30~20：30

10/20金
19：00~19：50

10/26木
10：45~11：45

11/1水
14：00~15：00

10/19木、11/2木・16木 19：00~20：00
10/23月 10：00~11：00

シューズケア「Crep」を使った、オシャ
レスニーカーのお手入れと秋冬ファッ
ションの紹介!!試着できますよ!!
レザースニーカーが洗えます。

【会場】SCOPE
【対象】20～50才の男女
【定員】各回５名様　【材料費】０円
【持ち物】必要ありません

筋力低下予防・改善
　 筋力アップマシン体験

〈住〉七条朝日北  〈定〉日・祝日  〈受〉10：00～21：00 ※土/～17：00
ライブステーション&スタジオPEP ☎66ｰ3330

❽
運動不足の方、足腰の衰えを感じている方、膝・腰に不安のある方に、体に
やさしい油圧式筋力アップマシンを、その
方に合ったやり方で体験して頂きます。

【会場】ライブステーション
【対象】どなたでも
【定員】各回５名様　【材料費】０円
【持ち物】動きやすい服装・上ぐつ・　
　　　　タオル・水

膝痛、腰痛、生理痛、失禁
予防・改善 骨盤ストレッチ体験

〈住〉五条八島南  〈定〉日・祝日  〈受〉10：00～21：00 ※土/～17：00
ライブステーション&スタジオPEP ☎66ｰ3330

❾
骨盤周辺のインナーマッスルをほぐしたり、鍛えたりして体のバランスを
整えていきます。血液、リンパの流れが
よくなり、肩凝り・冷え等の改善にも。

【会場】スタジオPEP
【対象】どなたでも
【定員】各回10名様　【材料費】０円
【持ち物】動きやすい服装・タオル・水
　　　　※くつ不要

幸せを呼びこむ♥
　  季節のドアリース作り

〈住〉小倉300ｰ9　〈定〉水・土曜日　〈受〉8：00～17：00
Clover Craft cafe&flower  ☎77ｰ8701

10
10/17火・30月、11/16木 10：00~11：30
10/29日 14：30~16：00
リースをバランスよく素敵に作るコツ
を伝授!! お家を彩る季節のリースを
プリザーブドフラワーで作ります。

【会場】Clover Craft cafe&flower
【対象】どなたでも　【定員】各回４名様
【材料費】1,000円（プリザーブド
　　　　フラワー花材、資材）
【持ち物】必要ありません

人気の多肉植物でつくる
　　  インテリアプランツ

〈住〉田中町18ｰ11　〈定〉月・火・水・日曜日　〈受〉10：00～17：00

L’Atelier de Amboise（ﾗﾄﾘｴ・ド・ｱﾝボﾜｰズ）
☎62ｰ5403・090ｰ2049ｰ7539

11
かわいくて手軽に楽しめる超人気の多肉植物でオリジナルなイン
テリアプランツを作ろう。土を使わない
ので美しく置く場所を選びません。

【会場】ラトリエ・ド・アンボワーズ
【対象】どなたでも
【定員】各回８名様　【材料費】300円
【持ち物】インテリアとして使える
　　　　百均や家にある容器

お洒落雑貨を使った
キャンドルワークショップ

〈住〉浜1054（NTTビル舞鶴別館）
〈定〉水曜日、第2・4木曜日  〈受〉10：00～18：00

WOODY HOUSE LBR  ☎77ｰ5678

12
10/24火・31火 14：00~15：00

当店が用意したお洒落雑貨の中から1つ選んでいただき、新しい
活用法としてキャンドルを使ったイン
テリアにしてもらいます。

【会場】ウッディーハウスLBR
【対象】どなたでも  【定員】各回５名様
【材料費】1,000円（キャンドルになる　
　　　　ポットとロウ）
【持ち物】必要ありません

〈住〉浜1054（NTTビル舞鶴別館）
〈定〉水曜日、第2・4木曜日  〈受〉10：00～18：00

WOODY HOUSE LBR  ☎77ｰ5678

10/20金・27金、11/10金
14：00~15：00

お客様のお持ちの洋服でお悩みのア
イテムや洋服の悩みをお聞きして
コーディネートします。

【会場】ウッディーハウスLBR
【対象】どなたでも
【定員】各回２～３名様　【材料費】0円
【持ち物】お悩みの服

洋服のお悩み相談
  and コーディネート会13 おうちで簡単

七五三着付ヘアメイク教室

〈住〉八島通り二条西　〈定〉火曜日　〈受〉9：30～19：00
瀬尾写真館  ☎62ｰ0355

14
10/13金・14土・20金 10：00~11：30

もうすぐ七五三!自宅で七五三のお支
度を考え中の方、着付けのコツや簡単
ヘアメイクを教えます。

【会場】瀬尾写真館
【対象】どなたでも（親子で参加OK）
【定員】各回5組　【材料費】０円
【持ち物】お手持ちの七五三
　　　　衣装一式 （なくてもよい）

「いいね!」が増える
　 スマホ撮影術【子供編】

〈住〉魚屋291　〈定〉水・第3木曜日　〈受〉9：00～18：00
キクヅル フォトスタジオ  ☎75ｰ1991

15
10/20金・21土 16：15~17：00
　　22日 11：30~12：15

「なんか、かわいく撮れない」「うちの子もっと可愛いはずなのに（笑）」
そんなママさん必見!たった指２本でス
マホ写真が劇的に変わります!

【会場】キクヅル フォトスタジオ
【対象】ぜひお子様とご一緒に
【定員】各回５組　【材料費】０円
【持ち物】iPhoneなど明るさ補整の
　　　　できるスマホ

七五三のプロが教える
　　　　  よろず相談会

〈住〉魚屋291　〈定〉水・第3木曜日　〈受〉9：00～18：00
キクヅル フォトスタジオ  ☎75ｰ1991

16
10/14土 10：00~10：45
10/26木、11/2木 10：30~11：15

「娘に私が着た四つ身を着せたい」「初
着を使いたい」など、自前の着物でお参
りされる方への一言アドバイス&ご不
安に何でもお答えします。

【会場】キクヅル フォトスタジオ
【対象】どなたでも
【定員】各回５名様　【材料費】０円
【持ち物】自前の七五三衣裳

携帯乗り換えるなら
格安スマホ 格安携帯講座

〈住〉小倉67ｰ1　〈定〉日曜日　〈受〉9：00～17：00
㈱アート  ☎62ｰ1579

18
10/14土 14：00~15：00

格安携帯（もしもシークス）で、携帯に
かける料金の削減や驚きの便利ツール
の紹介をさせていただきます。

【会場】アート
【対象】どなたでも
【定員】各回５名様　【材料費】０円
【持ち物】必要ありません

楽しく料理をする為の
　　  包丁との付き合い方

〈住〉浜615　〈定〉火曜日　〈受〉10：00～17：00
きっちんはうす ㋥ マルニ ☎62ｰ5533

19
包丁の種類や用途、研ぎ方など包丁にまつわる話をお教えします。
包丁と上手に付き合っておいしい料理
を楽しく作りませんか。疑問とか何でも
相談を承ります。

【会場】きっちんはうす ㋥ マルニ
【対象】どなたでも
【定員】各回５名様　【材料費】０円
【持ち物】必要ありません

初心者のための
  テーブルコーディネート

〈住〉浜231　〈定〉火曜日　〈受〉10：00～18：30
土岐陶器店  ☎62ｰ0515

20
10/17火・29日 13：30~15：00
10/18水・26木、11/10金・11土 10：30~12：00
テーブルコーディネートの基本を一緒
に勉強してみましょう。そしてブレイク
タイム（お茶とお菓子）。

【会場】土岐陶器店
【対象】どなたでも
【定員】各回３～４名様
【材料費】350円（お菓子代）
【持ち物】必要ありません

おもしろい金の話

〈住〉浜266　〈定〉火曜日　〈受〉10：00～19：00
㈱シオミ  ☎62ｰ0370

22
10/14土 10：30~11：30
27金 18：00~19：00

古代からの金の価値について。
どうしたら金を安全に売買できる方法
について。

【会場】シオミ
【対象】どなたでも
【定員】２～７名様　【材料費】０円
【持ち物】必要ありません

園芸（花・野菜づくり）
　　　　　  よもやま話

〈住〉円満寺148ｰ10　〈定〉不定休　〈受〉8：00～20：00
荒川種苗㈱  ☎090ｰ8825ｰ9490

17
10/13金・18水

10：00~11：30/13：30~15：00

11/3金㊗ 11：00~ /14：00~

春から秋にかけての花づくり、野菜づく
りの取り組みや成果、苦労話を互いに
気楽に語り合う会です。

【会場】荒川種苗
【対象】どなたでも
【定員】各回10名様　【材料費】０円
【持ち物】必要ありません

ひとつのメガネで
　　　  遠くも近くも!

〈住〉浜266　〈定〉火曜日　〈受〉10：00～19：00
㈱シオミ  ☎64ｰ4100

21
そろそろ老眼かな?と自覚のある方必見!
遠近メガネと中近メガネの見え方を体験し
てみませんか。併せてあなたのメガネを分
解して隅々までクリーニングしましょう!

【会場】シオミ
【対象】お手元が見えにくい方
【定員】各回２名様　【材料費】０円
【持ち物】ご使用中のメガネ

秋の時計ケア術
　&時計なんでも相談会

〈住〉浜266　〈定〉火曜日　〈受〉10：00～19：00
㈱シオミ  ☎62ｰ0370

23
10/14土 14：00~15：00

腕時計のダメージが蓄積しやすい夏が
過ぎ、時計のお手入れはできています
か。ご自身でできる簡単なお手入れ方
法を実践から学んでいただくことがで
きます。お気軽にどうぞ!

【会場】シオミ　【対象】小学生以上
【定員】各回４名様　【材料費】０円
【持ち物】あれば、ご自身の腕時計

煮干でだしをとってみよう

〈住〉浜318　〈定〉火曜日　〈受〉10：00～16：00
㈲長谷川巳之助商店  ☎62ｰ0156

24
10/31火、11/7火・14火 10：30~12：00

おとひめキッチンシリーズの魚につい
ての基礎知識を学びながら、だしを実
際にとってみます。とれただしでうどん
つゆを作り、試食していただきます。

【会場】長谷川巳之助商店
【対象】女性（20～40代の方）
【定員】各回５名様　【材料費】０円
【持ち物】筆記用具、箸

わ　　か い　 ど う


