講座 の 色分け

アイコンの見方
… 2つ以上の店が協力して
オリジナル講座を
企画しています

健康・キレイ
美容と健康を追求する講座です。

学

❶ カラーセラピーと『おとなメガネ』のすゝめ

… 親子でも参加できる
講座です

ぶ

知識や知恵を学ぶ講座です。

つくる・食べる

（一部の日程のものもあり）

NEW … 今回初参加の講座です

作品製作や飲食に関する講座です。

最近、手元が見づらいと感じている貴方へ。老眼って抵抗がありますか？
まずは知って受け入れる事から始めてみませんか？色を交えてお話しま
しょ
！

ご自身のカラー選び にて、気持ちバランスを整え、
とても元気が出る体験
講座です

9/ 6 ㈮

9/19 ㈭

19：00〜20：00

9/20 ㈮

19：00〜20：00

… ナイトまちゼミ：
夜間開催の講座です

9/27 ㈮

19：00〜20：00

●会 場／ 店舗内
●対 象／ 興味のある方
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座2名
●講 師／ 森 あつ子
●駐車場／ 有（たかうじ君広場）

11：00〜12：00
13：00〜14：00
15：00〜16：00
19：00〜20：00

ウチダメガネ

☎ 090（2525）1259

❷ ネイルで元気に！魔法のカラーセラピー

井草町2387

● 受付／10：00〜18：30

● 定休日／水曜

❻ 眉で変わる「好感度」＆映えるポージング ❼ おやじと一緒に、愉快な靴の話

❽ 毛穴が消える？!透明感のある肌へ

9/11 ㈬

9/20 ㈮

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ 写真が撮れるもの
●材料費／ 無料
●定 員／ １講座5名
●講 師／ 山田 裕美
福島 かほる
●駐車場／ 有

11：00〜12：00

9/18 ㈬

11：00〜12：00

通３丁目2762

● 受付／9：00〜18：00 ● 定休日／毎週火曜、第１・第３日曜の次の月曜・火曜は連休

NEW

きゃらばん

●会 場／ 店舗内
●対 象／ 女性のみ
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座10名
●講 師／ 近藤 富司
●駐車場／ 有

10：30〜12：00

9/30 ㈪

14：00〜15：30

Perseverance pays oﬀ
通1丁目2703-9

☎ 0284（42）2624

● 受付／11：00〜19：00

● 定休日／水曜

⓭ 体の不調は〇〇不足！ほぼ０円お手軽健康法

NEW

9/18 ㈬

13：30〜14：30

14：00〜15：00

カーブス ビバモール足利堀込／
堀込町字宮前250-1ビバモール内（他２店舗）

● 受付／10：00〜19：00 ● 定休日／日曜・祝日

カキヌマ薬局

☎ 0284（41）2569

有楽町841

● 受付／9：00〜19：00

動かしやすいカラダを作りたい方必見！ちょっとしたコツで体が楽に動かせ
る様になる運動を一緒に学びましょう
！ご参加お待ちしてます！

カキヌマ薬局

☎ 0284（41）2569

有楽町841

● 受付／9：00〜19：00

育児、家事に追われ自分の体の悩みが後回しになっていませんか？今回
は自分でも行える骨盤ケアをお伝え致します。一緒に体を整えましょう
！

9/ 6 ㈮

●会 場／ 店舗内
●対 象／どなたさまでも
●持ち物／ 運動出来る服装・
9/15 ㈰
飲み物
12：15〜13：15 ●材料費／ 無料
1講座10名または5組
●定
員／
9/29 ㈰
●講 師／ 藤原 聡範
12：15〜13：15
●駐車場／ 有

⓮ どこに行ったらいいの？この体の不調

● 定休日／日曜

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ なし
●材料費／ なし
●定 員／ 1講座1名または1組 ※友人、
ご家族との複数人参加可
●講 師／ 柿沼 将人
●駐車場／ 有

● 定休日／日曜

❾ 体を動かしやすくなるコアトレーニング ❿ 体のスペシャリストが教える産後ケア ⓫ 周りに差をつける！運動神経の上げ方
12：15〜13：15

● 定休日／日曜

9/ 3㈫・ 5 ㈭・
7 ㈯・10㈫・
12㈭・14㈯・
17㈫・19㈭・
21㈯・24㈫・
26㈭・28㈯

●会 場／ 店舗内
●対 象／ 女性
●持ち物／ なし
●材料費／ 300円
●定 員／ 1講座5名
●講 師／ 柿沼 将人
●駐車場／ 有

12：15〜13：15

9/13 ㈮

12：15〜13：15

9/27 ㈮

12：15〜13：15

コンディショニング サロン ＯＮＥＨＥAＲＴ 田中町65-2ビューティーモール1階C号室
☎ 0284（73）1886

● 受付／①9:00〜12:00 ②13:30〜16:30 ③18:00〜21:00 ※③は日曜営業なし ● 定休日／第１水曜・祝日・その他指定日

春夏秋冬、
⓯ よもぎ蒸しで体が喜ぶわけを学ぶ

9/ 7 ㈯

●会 場／ 店舗内
●対 象／ 女性
●持ち物／ 運動出来る服装・
飲み物
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座10名または5組
●講 師／ 臼井 駿貴
●駐車場／ 有

コンディショニング サロン ＯＮＥＨＥAＲＴ
☎ 0284（73）1886

子供必見！速く走りたい。自分の思い通りに動きたい。
そんな身体を
ＧＥＴしませんか？親子参加もＯＫです!!一緒に動いて良い身体を作り
ましょう
！
●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ 運動出来る服装・
飲み物
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座10名または5組
●講 師／ 佐々木 駿
●駐車場／ 有

12：15〜13：15

9/14 ㈯

12：15〜13：15

9/28 ㈯

12：15〜13：15

田中町65-2ビューティーモール1階C号室

コンディショニング サロン ＯＮＥＨＥAＲＴ 田中町65-2ビューティーモール1階C号室

● 受付／①9:00〜12:00 ②13:30〜16:30 ③18:00〜21:00 ※③は日曜営業なし ● 定休日／第１水曜・祝日・その他指定日

● 受付／①9:00〜12:00 ②13:30〜16:30 ③18:00〜21:00 ※③は日曜営業なし ● 定休日／第１水曜・祝日・その他指定日

⓰ デコルテ リンパ ドレナージュ体験

NEW

☎ 0284（73）1886

⓱１０分で！？あなたの印象変わる眉スタイリング

この体の不調はどこに行ったらいいの？元看護師の整体師が、整形外科・
整骨院・整体院の違いをお伝えします。当院の施術、
プチ体験付きです。

どの季節でも、
よもぎ蒸しで体が喜ぶわけを、元看護師のよもぎ蒸しマイス
ターから学ぶことができる。
よもぎ蒸し経験あってもなくても楽しめる内容。

アロマの香りと高級オイルを使用するリンパドレナージュ体験です。
肩コリやお顔のむくみにも効果的！“キレイのポイント伝授します”

顔の額縁とも言われる眉。
眉が決まれば、
その日の気分が変わる。眉スタイリングに興味ある方、ぜ
ひ、
ご参加下さい。

9/ 2 ㈪

9/ 4 ㈬

9/ 3㈫・ 4㈬・ 7㈯

9/ 3㈫・ 4㈬・ 7㈯

9/ 4 ㈬

9/ 4 ㈬

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ 運動ができる服装、ヨガマッ
ト
（ない場合はバスタオル）
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座5名
●講 師／ 和賀井 誠
●駐車場／ 有

11：00〜12：00

9/14 ㈯

11：00〜12：00

9/18 ㈬

11：00〜12：00

9/28 ㈯
福居町828-1

● 受付／8：00〜12：00 ● 定休日／不定休（完全予約制）

整体院眠りの森

☎ 0284（22）4807

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座5〜8名
●講 師／ 大竹 雄介
●駐車場／ 有

●会 場／ 店舗内
●対 象／ 女性のみ・小中学生不可
●持ち物／ 動きやすい服装・
㈪
・
㈯
9/ 9 14
スカート不可
13：00〜14：30
●材料費／ 無料
9/ 5㈭・ 6㈮・14㈯ ●定 員／ 1講座3名
●講 師／ 吉田 泉
18：30〜20：00
●駐車場／ 有
10：00〜11：30

11：00〜12：00

西砂原後町1191-1

● 受付／10：00〜22：00（土曜・日曜・祝日13:00〜22:00 ※日曜・祝日は20:00まで受付） ● 定休日／水曜

全身バランス整体院

☎ 090（7193）9713

手のぬくもり

13：00〜14：30

9/ 9㈪・14㈯
10：00〜11：30

9/12㈭・13㈮
18：30〜20：00

山川町63-3

● 受付／9：00〜20：00（最終受付19:00） ● 定休日／完全予約制・不定休

⓴ ヤムナボディローリング

全身バランス整体院

☎ 090（7193）9713

●会 場／店舗内
●対 象／女性のみ・小中学生不可
●持ち物／なし
●材料費／無料
●定 員／1講座4名
●講 師／吉田 泉
●駐車場／有

手のぬくもり

10：30〜12：00

9/14 ㈯

10：30〜12：00

9/26 ㈭

14：00〜15：30

山川町63-3

● 受付／9：00〜20：00（最終受付19:00） ● 定休日／完全予約制・不定休

マイナス５歳をかなえる美人メイク術 NEW

®

●会 場／ 店舗内
●対 象／ 女性 ※ガウンに
お着替えいただきます。
●持ち物／ なし
●材料費／ 500円
●定 員／ 1講座2名
●講 師／ 本舘 智美
●駐車場／ 有

ナチュラル ビューティ サロン ボンヌ

☎ 090（2521）8617

● 受付／10：00〜20：00

●会

場／ 店舗内
象／ 男女問わず、興味のある方
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座2〜3名または2組程度
●講 師／ 渡辺 和秀（美容師）
渡辺 房子（美容アドバイザー）
●駐車場／ 有

10：30〜12：00 ●対

大町383-13 ヴィラフェリーチェ205

● 定休日／火曜

親子でワンポイントメークレッスン

NEW

はとや化粧品

☎ 0284（71）5011

朝倉町3-21-14

● 受付／10：00〜19：00（月曜除く）

● 定休日／月曜

マネーセミナー 自分年金ゲーム！

スカーフの巻き方が分からなくて鏡の前で何度も巻き直していませんか？
どなたでも何通りか楽しめるように、
ちょっとしたコツをお教えいたします。

簡単にできるヘアーアレンジや、編み込みのやり方、
ピンの止め方、
アイロ
ンのあて方のテクニック教えます

東京で大人気のヤムナ。小さなボールを使って無理なく痛みの原因の詰
まりやコリをほぐします。痛みのない柔軟な体を目指しましょう
！

あなたにピッタリ合ったベースメイクで、新しい自分発見！
お気軽にご参加下さい。

親子で楽しくお仕事体験。
プロのメイクパレットでキレイに変身。

ご自身の自分年金ゲームをしてみましょう
！
人生１００年時代に向けて準備しませんか？

9/ 3 ㈫

9/11 ㈬

9/ 7 ㈯

9/20 ㈮

9/ 7 ㈯

9/ 4 ㈬

10：00〜11：00

9/ 4 ㈬

10：00〜11：00

9/18 ㈬

10：00〜11：00

●会 場／ 店舗内
●対 象／ 女性
●持ち物／ スカーフ・ストール
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座3名
●講 師／ 馬場 美帆子
●駐車場／ 有
（近隣に観光駐車場有）

４ｓｅａｓｏｎ

16：00〜17：00

9/20 ㈮

15：00〜16：00

昌平町2364

● 受付／11：00〜18：00

● 定休日／月曜

企業と経営者・従業員の健康のために・・・

●会 場／ 店舗内
●対 象／ 女性
●持ち物／ なし
（あれば普段使いの
アイロン、ピンなど）
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座2名または1組
●講 師／ 仁田山 ひろみ
●駐車場／ 有

ｈａ
ｉ
ｒ．
ｒｏｏｍ．
ｔａｎｍｏ
☎ 0284（62）0803

15：00〜16：10

9/ 8 ㈰

15：00〜16：10

9/11 ㈬

10：00〜11：10

山下町1226-2

● 受付／9：30〜18：30

● 定休日／月曜

いざという時のために！覚えておきたい護身術

●会 場／ 法玄寺（巴町2545）
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ ヨガマット、
運動できる服装、飲み物
●材料費／ 1,000円（ボールレンタル料）
●定 員／ 5名
●講 師／ 下田 陽子
●駐車場／ 有

ようこカラダ教室
☎ 090（8776）3123

9/28 ㈯

10：00〜11：30
14：00〜15：30

足利市南大町3439

● 受付／9：00〜19：00

●会

10：00〜11：30
14：00〜15：30

● 定休日／不定休

かしこい住まいの生活・よもやま話

場／ 店舗内（メークサンプル
等おみやげあり）
●対 象／ 女性
●持ち物／ なし ※ノーメイクで
おいで下さい
●材料費／ 400円
●定 員／ 1講座3名または2組
●講 師／ 池嶋 美津子
●駐車場／ 有

ポーラ ザ ビューティー アシコタウンあしかが店
☎ 0284（43）0818

● 受付／10：00〜18：00

10：00〜11：30
14：00〜15：30
16：00〜17：30

9/18 ㈬

10：00〜11：30
14：00〜15：30
16：00〜17：30

大月町3-2

● 定休日／日曜・祝日

ボジョレー・ヌーボーのお話

●会 場／ 店舗内（おみやげあり）
●対 象／ お母さんとお子さんの
親子
●持ち物／ なし ※ノーメイクで
おいで下さい
●材料費／ 400円
●定 員／ 1講座2組
●講 師／ 山﨑 朋子
●駐車場／ 有

13：30〜15：00
18：00〜19：30

ポーラ ザ ビューティー アシコタウンあしかが店
☎ 0284（43）0818

● 受付／10：00〜18：00

大月町3-2

● 定休日／日曜・祝日

まだ間に合う！今から始める妊活講座！
！

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座10組
●講 師／ 西田 圭司
羽根 美智子
●駐車場／ 有

アクサ生命保険㈱足利営業所

☎ 0284（43）0623

有楽町835

● 受付／9：00〜17：00

● 定休日／土曜・日曜・祝日

手品でパーティーの主役に？
！

アクサ生命は、健康経営アドバイザー活動を通じて、
「 職場の健康づくり」
をサポートいたします。

大切な人、
自分の身を守るために、元航空自衛隊格闘上級指導官から、
初心者、女性向け「実践型護身術」
を学びませんか？

住まいの感性を見つけよう
「住まいの教室」住まいは人生の文化生活。
住まいは人間形成の場、老いは楽しさのくらし方、子育てに関わる住まい
の環境。

ボジョレーヌーボーとボジョレーヴィラージュヌーボーの違いやボジョレー地区
のお話、
さらに歴史など様々な視点からプロが詳しく説明します。

妊娠には個人差が。40代で妊娠する方もいますし、20代でも不妊に悩む
方も。
まず、
自分の身体の状態を知り漢方の知恵で妊娠力upの身体作り
を教えます。

皆が集まった時やちょっとした時にカンタンにできる楽しい手品はパー
ティーの主役?!お一人さまでも親子、男女、年齢を問わず楽しめる講座
です。

9/11 ㈬

9/ 2 ㈪

9/ 8 ㈰

9/ 7 ㈯

9/ 2 ㈪・ 4 ㈬・
9 ㈪・11㈬・
18㈬・25㈬・
30㈪ 18：00〜19：00
9/ 7 ㈯ ・14㈯・
21㈯・23㈪㈷・
28㈯ 10：00〜11：00

9/14 ㈯

13：30〜15：00
18：00〜19：30

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座10組
●講 師／ 西田 圭司
羽根 美智子
●駐車場／ 有

アクサ生命保険㈱足利営業所

13：00〜14：00

9/ 5 ㈭

13：00〜14：00

9/ 9 ㈪

13：00〜14：00

9/13 ㈮

13：00〜14：00

有楽町835

● 受付／9：00〜17：00

● 定休日／土曜・日曜・祝日

オカリナで簡単な曲で合奏してみよう

●会 場／ 店舗内
●対 象／ 女性限定・教員（男性可）
●持ち物／ タオル・運動靴・水分
（自動販売機有）
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座6名または3組
●講 師／ 石附 純
●駐車場／ 有

あしかが整骨院

☎ 0284（22）7867

10:00〜12:00
14:00〜16:00

9/22 ㈰

10:00〜12:00
14:00〜16:00

14：00〜15：00

9/14 ㈯

14：00〜15：00

9/21 ㈯

14：00〜15：00

●会 場／
●対 象／
●持ち物／
●材料費／
●定 員／
●講 師／
●駐車場／

店舗内
20才以上
筆記用具
無料
1講座6名
泉 荘一郎
有（商工会議所駐車場）

※予約日とは別に予約も受付します

借宿町1丁目1-20 3F

● 受付／9：00〜20：00

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座4名または1組
●講 師／ 飯島 秀雄
●駐車場／ 有

● 定休日／日曜・祝日

元気に、楽しく声を出そう！
！
ボイストレーニング講座

飯島建設

☎ 090（8841）1741

島田町876（開催場所）

● 受付／9：00〜17：00

● 定休日／不定休

パーティーダンスを楽しみましょう

ワインショップ 和泉屋
☎ 0284（21）3648

通3丁目2777

● 受付／10：00〜21：00 ● 定休日／水曜

日本酒の楽しみ方

おなかの底から、元気に楽しく声を出してみましょう
！
！。
ストレス解消！
！生活も
活き活き
！
！。
そして歌も歌ってみましょう
！
！

はじめての方でも気軽にならえるパーティーダンス！あなたも体験してみま
せんか？

①日本酒とは？ ②日本酒の選び方

9/22 ㈰

9/ 3 ㈫

9/ 2 ㈪

9/ 8 ㈰

●会 場／ 足利商工会議所会議室
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ オカリナをお持ちの方はご
持参下さい（なくてもＯＫ！）
●材料費／ 無料
●定 員／：1講座10名まで
●講 師／ 酒井 清治
●駐車場／ 有

サイクルショップサカイ

10：30〜11：30

9/14 ㈯

14：00〜15：00

永楽町5-1

● 受付／9：00〜17：00

● 定休日／無休

本場の南米音楽を一緒に体感しましょう NEW

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ なし
●材料費／ 100円（テキスト代）
●定 員／ 1講座あたり15名
●講 師／ 岸本 みゆき
●駐車場／ 有

サウンドジムあしかが

☎ 0284（22）3317

18：00〜19：00

9/ 9 ㈪

18：00〜19：00

9/16 ㈪㈷

18：00〜19：00

9/30 ㈪

通3丁目2589足利織物会館4階

● 受付／10：00〜16：00

● 定休日／火曜（10:00〜17:00）

やさしい「障害年金」のしくみ
〜もらい忘れていませんか〜

忍ダンススクール

☎ 090（1210）5131

18：00〜19：00

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ 動きやすいシューズ（上靴）
※無料貸靴あり
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座7名
●講 師／ 高橋 一彰
高橋 忍
●駐車場／ 有

9/15 ㈰

14：00〜15：00

9/22 ㈰

14：00〜15：00

通2丁目16-1

● 受付／10：00〜22：00

● 定休日／日曜

Ｌ
ＩＮＥを使いこなそう！

酒道庵

10：00〜11：30

9/ 8 ㈰

10：00〜11：30

9/15 ㈰

10：00〜11：30

9/22 ㈰

10：00〜11：30

9/29 ㈰
利保町478-3

● 受付／（平日）9:00〜20:00 （日祭日）9:00〜19:00 ● 定休日／火曜

マインクラフトでアワーオブコード

ＬＩＮＥ、
自信を持って使えていますか？友だち追加、写真の送信や保存、
無料スタンプ、
スマホ引き継ぎ時の注意等、座談会形式で確認しましょう
！

Ｍｉ
ｎｅｃ
ｒａ
ｆ
ｔＨｏｕｒｏ
ｆＣｏｄｅを使って、
プログラミングを体験し
ます。
チャレンジをクリアすると修了証がもらえるよ！

9/ 4 ㈬

9/13 ㈮

9/10 ㈫

9/ 8 ㈰

9/14 ㈯

14：30〜15：30

9/29 ㈰

14：30〜15：30

ダニエラ＆清水音楽教室

10：00〜12：00

9/24 ㈫

10：00〜12：00

花園町13-2

● 受付／11：00〜20：00

● 定休日／土曜・日曜・祝祭日

教えて！足利近郊で使える優待株

NEW

いつ、
どの株を買えばいいの？どのくらいお金が必要？あらゆる質問にお答
えします。
アナリストが教える初心者向け株主優待講座

9/ 3 ㈫

16：00〜17：00

9/12 ㈭

16：00〜17：00

社会保険労務士法人パートナーズメニュー

☎ 0284（64）8735

● 受付／9：00〜17：00

商工会議所相談室（開催場所）

● 定休日／日曜・祝日

子供の自信を引き出す新習慣として注目されている、写真を使って褒め
るほめ写！
！マステなどを使って楽しくデコレーションしながらほめ写を学び
ます。

9/ 4 ㈬

10：30〜12：00

9/11 ㈬

10：30〜12：00

9/29 ㈰

10：30〜12：00

田中町32-10

● 定休日／土曜・日曜・祝日

● 受付／10：00〜16：00

10：00〜12：00

ほめ写をはじめよう！
〜おしゃれに可愛く飾っちゃおう〜

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座あたり5名
●講 師／ 笹木 和弘
●駐車場／ 有

フィリップ証券㈱足利支店

●会 場／ 商工会議所
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ １講座5名
●講 師／ 大山 裕司
●駐車場／ 有

☎ 0284（72）5311

パソコン教室ピーシーポポ

☎ 0284（64）7064

● 受付／9：00〜19：00

● 定休日／水曜

● 定休日／日曜・祝日

● 定休日／日曜

9/29 ㈰

14：30〜15：30

☎ 0284（43）8895(定休日除く)

㈯

13：30〜15：00

西砂原後町1146-4

NEW

● 定休日／土曜・日曜・祝祭日

来年から必須科目のプログラミング。
カラフルなブロックを使ってロボットを
作り、
プログラミングの世界を体験してみよう
！

9/14

● 定休日／土曜・日曜・祝日

花園町13-2

● 受付／11：00〜20：00

親子で挑戦！
遊びながらロボットプログラミング体験

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座6名
●講 師／ 竹川 宗宏
●駐車場／ 有

● 受付／9：00〜14：00

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座7組
●講 師／ 清水 宣晶
●駐車場／ 有（教室南側）

ダニエラ＆清水音楽教室

☎ 0284（41）2083

誰もが、
いつなるか分からない認知症。
自分の為、他人の為に少しだけ勉
強し認知症と付き合い、共に生きましょう
！
！

はまやグループ株式会社 デイサービスくのん

NEW

ギターは手軽でしかも奥が深い楽器です。
スペインへ留学経験がある
講師と一緒にクラシックギターを楽しく体感してみませんか。初心者歓迎
です。

14：30〜15：30

● 定休日／なし

● 定休日／水曜

クラシックギターを体感してみましょう

9/14 ㈯

認知症を学ぼう！
！
（紙芝居・ゲーム）
㈮

通1-2710

● 受付／10：00〜20：00

14：30〜15：30

親子でハンドトリートメント体験

干柿の作り方

☎ 0284（41）5703

9/ 4 ㈬

本城1丁目1606-1

● 受付／8：00〜17：00

13：30〜15：00

● 定休日／日曜・祝日

きんこん館

●会 場／ 通1丁目2697-11
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座5名
●講 師／ 新井 和勝
●駐車場／ 無（近くの公営駐車場
をご利用下さい）

10：00〜11：30

9/ 6

福富町420

● 受付／10：00〜20：00

㈱新明工産

☎ 0284（22）7182

店舗内
小学生（小３以上）
元気とやる気
無料
1講座あたり5名
長 映世
有

パソコン教室ピーシーポポ

☎ 0284（64）7064

11：00〜12：00

●会 場／ 店舗内
●対 象／ 小学生の親子
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座3組
●講 師／ 石田 友紀子
●駐車場／ 有

はまやグループ株式会社 デイサービスくのん

☎ 0284（43）8895(定休日除く)

● 受付／9：00〜14：00

西砂原後町1146-4

● 定休日／土曜・日曜・祝日

ＦＰが教えるお金の正しい貯め方

干柿を作る楽しみ、食べるよろこび、柿をつるして干柿のカーテンを作ろう。

いつでも、
どこでも手軽に出来るハンドトリートメント。親子で楽しくリラックス!!

お金は生き物です。正しい知識を得ることで周りの人と差をつけるチャン
ス！自分たちに合った正しいお金の貯め方を一緒に学び考えましょう
！

9/15 ㈰

9/15 ㈰

9/21 ㈯

9/ 7 ㈯

9/22 ㈰

13：30〜14：15

9/29 ㈰

13：30〜14：15

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座5名または3組
●講 師／ 農家生まれの果物店
店主 出井 賢一
●駐車場／ なし
（近隣に駐車場有）

フルーツいでい
☎ 0284（22）0360

場／
象／
●持ち物／
●材料費／
●定 員／
●講 師／
●駐車場／

11：00〜12：00

9/28 ㈯

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ トランプがありましたら
お持ち下さい。
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座6名または3組
●講 師／ 西田 孝志
●駐車場／ 近隣に有

無農薬野菜を自宅で栽培できる方法。プランターでの育て方を説明し
ます。

13：30〜14：15

田中町40-1

福富町420

● 受付／10：00〜20：00

●会

13：00〜14：30 ●対

サヤエンドウ、スナックエンドウを
自宅で栽培しよう

●会 場／ 店舗内
●対 象／ 子育て中の方や祖父母の方
●持ち物／ お子さんの写真・データ
●材料費／ １００円
●定 員／ １講座3〜4名
●講 師／ 須田 美香子
●駐車場／ お問い合わせください

フォト・フレンズ

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ ご自身のスマートフォン
（Ａｎｄｒｏ
ｉ
ｄまたはｉＯｓ）
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座あたり5名
●講 師／ 長 映世
●駐車場／ 有

9/21 ㈯

有楽町841

● 受付／9：00〜19：00

9/ 1 ㈰

障害年金は公的年金の一つであり、国民の権利です。
ご自身は勿論、
ご
家族や知人で障害を抱えておられる方、興味のある方はお気軽にご参加
下さい。

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座7組
●講 師／ ダニエラ・ブスタマンテ
●駐車場／ 有（教室南側）

11：00〜12：00

旧５０号。路地に入るとalleyがあります。元飲食店を全面改装。
そこを独立
開業前提のテナントビルとして活用。開業するまでのことを全て話します。

場／ ココスプーン（伊勢町南町
11-4 / ☎0284-40-3323）
●対 象／ 満20歳以上の方・男女、
年齢不問
●持ち物／ 筆記具
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座5〜6名
●講 師／ 酒道庵 庵主 武井 保則
●駐車場／ 有

世界６ヶ国ツアーやチリ国内でアニメの主題歌を担当。音楽教師としての
経験も豊富な講師と本場の南米フォルクローレを楽しんでみませんか。

14：30〜15：30

☎ 0284（41）2569

③日本酒の美味しい飲み方

武井酒店

☎ 0284（41）6513

場／ 店舗内
象／ 妊活に関心のある
女性または夫婦
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座1名または1組
●講 師／ 柿沼 将人
●駐車場／ 有

カキヌマ薬局

●会

14：00〜15：00

●会
●対

路地裏の空家をチャレンジショップにする訳

一つのオカリナより二つ、三つと合奏する事で、
より深く、
より幅広くなり
ますよ。

10：00〜12：00

☎ 0284（73）3566

☎ 0284（22）3889

13：30〜14：30

辛い冷え性。冷え性の原因は人それぞれ！体質チェックをしながら、
それぞ
れにあった対策をアドバイス致します！
！冬が来る前に対策しましょ☆

肩コリ腰痛等、体の不調は〇〇が不足している可能性があります。不調
が起こるメカニズムを知ればお悩み解決！ほぼ０円お手軽健康法伝授し
ます。

⓲ かんたん☆おしゃれなスカーフの巻き方 ⓳ ヘアーアレンジ学びませんか！

☎ 0284（41）2083

カーブス ビバモール足利堀込・足利寿・足利中央

9/ 4 ㈬

9/ 8 ㈰

鹿島町1107-23

● 受付／9：00〜20：00

毎日使う化粧水。簡単に手作り出来るのをご存知でしたか？
防腐剤を使用しない、安心の化粧水を生薬入りで手作りしましょう
！薬剤
師の漢方解説付!!

◇足利中央（通3丁目・フレッセイ前） ●会 場／ 市内の各カーブス店舗
9/10 ㈫
●対 象／ 女性
11：00〜12：00 15：00〜16：00
●持ち物／ 動きやすい服装と、動き
◇足利寿（寿町・わたなべ整形外科前）
やすいくつ
9/19 ㈭
11：00〜12：00 15：00〜16：00 ●材料費／ 無料
●定
員／
1講座5〜15名
◇ビバモール足利堀込（ビバモール内）
●講 師／ 健康運動アドバイザー
9/25 ㈬
11：00〜12：00 15：00〜16：00 ●駐車場／ 有

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ タオル
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座4名
● 講 師／久保田 典子
加川 明美
●駐車場／ 有

久保田化粧品店

☎ 0284（62）0665

❹ 目指せ美肌！漢方で手作り化粧水講座！ ❺ 冬が来る前に！薬剤師による冷え性対策講座！！

肩コリ、腰痛を予防しながら正しく姿勢改善するエクササイズ。
ストレッチ
ポールで整え、体幹トレーニングで維持し、
ストレッチで柔らかくします。

ストレッチ専門店 Ｒｅｖ
ｉ
ｖｅ

☎ 0284（41）2517

● 定休日／不定休

9/12 ㈭

10：00〜11：00頃

☎ 0284（43）0623

● 受付／11：00〜20：00

毛穴汚れやくすみをとる酸素洗顔！角栓や黒ずみを取ってくれる化粧水
でパック！つるっとした透明感のある肌の作り方をアドバイス

⓬ ストレッチポールを使った姿勢改善

☎ 0284（22）7848

☎ 0284（73）4711

朝倉町591-1

痛い・ゆるい・履きにくいなど、靴の悩みを解決します。おやじと一緒に愉
快に靴の話をしましょう。

キムラ美容室

☎ 090（8494）9600

エム−ネイルズ Ｆｏｒｅｖｅｒ

NEW

楽しく健康について学べちゃう!!自分の血管年齢や筋力チェックが無料
でできちゃう!!健康運動アドバイザーがあなたと一緒に健康について考え
ます。

エムーネイルズ
ホームページ

眉は、
あなたの印象を決める大切なポイントです。整え方、描き方をレッスン！
！
写真映えするポージングをアドバイス
！
！

16：00〜17：30

☎ 0284（21）2649

●会 場／ 店舗内
●対 象／ 女性
●持ち物／ なし
●材料費／ 1,080円
●定 員／ 1講座4名または2組
●講 師／ 大野 瑛里子
●駐車場／ 有

❸ 血管年齢がわかる！筋力チェックができる!!

14：30〜15：15

9/22 ㈰

14：30〜15：15

9/29 ㈰

14：30〜15：15

通3丁目2778

● 受付／10：30〜12：30

● 定休日／水曜

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ ピーラ
（皮むき）
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座5名または3組
●講 師／ 農家生まれの果物店
店主 出井 賢一
●駐車場／ なし
（近隣に駐車場有）

フルーツいでい
☎ 0284（22）0360

10：00〜11：30
14：00〜15：30
16：00〜17：30

9/25 ㈬

10：00〜11：30
14：00〜15：30
16：00〜17：30

通3丁目2778

● 受付／10：30〜12：30

● 定休日／水曜

●会 場／ 店舗内（おみやげあり）
●対 象／ お母さんとお子さんの親子
●持ち物／ なし
●材料費／ 400円
●定 員／ 1講座2組
●講 師／ 山﨑 朋子
●駐車場／ 有

ポーラ ザ ビューティー アシコタウンあしかが店
☎ 0284（43）0818

● 受付／10：00〜18：00

● 定休日／日曜・祝日

10：00〜11：30

9/11 ㈬

18：30〜20：00

大月町3-2

●会 場／ 店舗内
●対 象／ どなたさまでも
●持ち物／ なし
●材料費／ 無料
●定 員／ 1講座5名
●講 師／ 石井 修一
●駐車場／ 有

マインズプランニング

☎ 0284（72）6806

● 受付／9：00〜17：00

堀込町3005

● 定休日／土曜・日曜・祝日

