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第2回 得する街のゼミナール

狭山まちゼミ

〔主催〕
狭山市産業労働センター

（狭山商工会議所）

https://www.sayama-sanrou.jp

〔後援〕
狭山市　狭山市観光協会

狭山市産業労働センター　☎04-2946-7643講座についてのお問い合わせ

申込・受講の流れ
受付開始！9月17日～火

※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ください。

※中学生以下のお子様は保護者同伴でご受講ください。
※講座によっては、駐車場・駐輪場がない場合があります。各開催店にご確認ください。
※やむなく遅刻・欠席される場合は、講座開催店にご連絡ください。

開催カレンダー

受講料

無料
※講座により材

料費が

別途かかる場
合があります。

各講座の受付時間内に
お申し込みください。
各講座の受付時間内に
お申し込みください。

開催店MAPと開催カレンダーの番号は共通です。
講座の詳細につきましては中面および裏表紙をご覧ください。

開催店MAP

10月1日   31日木火

2019 開催期間
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入間市のエリア
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所沢市のエリア

このチラシまたは特設HPから参加
したい講座を選んでください。

1 講座を選ぶ
講座の開催店へ直接お電話で
「まちゼミの申し込み」と伝え、
お申し込みください。
※各講座の受付時間内にお申し込みください

2 申し込む
申し込んだ講座の受講日に直接開催
会場に行き、受講してください。

3 受講する

狭山まちゼミ
特設サイト

狭
山
市 

七
夕
の
妖
精

お
り
ぴ
ぃ

まちゼミ
とは...？

「まちゼ
ミ」とは

、そのま
ちの企業

や

お店の人
が講師と

なって、各
専門分野

の知識や
情報、コ

ツを無料
で受講者

（お客様
）に講習

する少人
数制のゼ

ミ

です。

受講者募集！
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狭山市のエリア

https://www.sayama-kanko.jp/machizemi
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美味しく食べて
学べる講座です

食べる

●…きれい　●…健康
●…つくる　●…まなぶ
●…食べる
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有限会社ミネ五十子印刷・・・・・・・・・・・・❷
株式会社粕谷自動車・・・・・・・・・・・・・・・・❸
一般社団法人教育の未来プロジェクト・・・・・❹
株式会社浅田屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・❻
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フライパンで焼く
ごまケーキ

主　催 ふらいぱんや
080-5011-3904
▶受付 14：00～19：00（日・祝日、第1・3土曜定休）

入間市野田809-2（自店）

ＴＥＬ

会　場

簡単おいしいケーキを作りま
す。フライパンで焼くごま
ケーキです。チャレンジして
みませんか？

5
MAP

●10/  9（水）14:30～15:30

●10/17（木）14:30～15:30

●10/29（火）14:30～15:30

●対象：どなたでも　●定員：4名
●持ち物：エプロン・お手拭きタオル
●教材費：500円（ごまケーキ材料費）

阿波踊りの話

主　催 株式会社浅田屋
04-2958-1131
▶受付 8：00～18：00（日曜定休）

狭山市富士見2-22-35（自店）

ＴＥＬ

会　場

阿波踊りの歴史や、各地の阿
波踊りの話。踊りや鳴り物（楽
器）など、阿波踊りに関する
諸々のお話。

6
MAP

●10/  7（月）14:00～15:00
●10/15（火）14:00～15:00
●10/24（木）14:00～15:00

●対象：どなたでも
●定員：5名　●持ち物：無し
●教材費：0円

狭山の万葉集と
鎌倉街道についてのお話

主　催 株式会社かにや 入間川創業店
04-2954-0141
▶受付 9:00～18:00（水曜定休）

狭山市入間川3-16-19（自店）

ＴＥＬ

会　場

狭山の万葉集と鎌倉街
道についての講座

10
MAP

●10/  7（月）10:00～11:00

●10/21（月）10:00～11:00

●10/28（月）10:00～11:00

●対象：どなたでも
●定員：3名　●持ち物：筆記用具
●教材費：0円

お寿司の握り方講座

主　催 多喜味
04-2946-8651
▶受付 17:30～20:00(月曜定休）

狭山市祇園17-7（自店）

ＴＥＬ

会　場

・しゃりの切り方
・ネタの切り方
・寿司の握り方

11
MAP

●10/  9（水）13:00～14:00

●対象：どなたでも
●定員：15名　●持ち物：エプロン
●教材費：1,000円

かにやの工場見学

主　催 株式会社かにや　工場店
04-2954-7111
▶受付 9：00～18：00（水曜定休）

狭山市柏原337-13（自店）

ＴＥＬ

会　場

普段入ることのできない「か
にやの工場内」をたっぷり解
説付きで見学。お店では買
うことができない何かを食
べることができるかも！

12
MAP

●10/  5（土）10:00～11:30

●10/12（土）10:00～11:30

●10/20（日）10:00～11:30

●対象：高校生以上
●定員：10名or5組　●持ち物：無し
●教材費：0円

電気のお得な話

主　催 でんきのワンズ・ナカクボ店
04-2958-6668
▶受付 9：00～20：00（木曜定休）

狭山市中央4-2-2（自店）

ＴＥＬ

会　場

電気自由化に伴う電気プラ
ンについて分かりやすく説明
いたします。

14
MAP

●10/15（火）10:00～11:00
●10/18（金）10:00～11:00

●対象：どなたでも
●定員：3名　●持ち物：筆記用具
●教材費：0円

スマホ・タブレット
初心者向講座

主　催 狭山ケーブルテレビ株式会社
04-2954-2200
▶受付 9:30～17:00（水曜定休）

狭山市狭山20-1（自店）

ＴＥＬ

会　場

21
MAP

●10/17（木）10:00～11:30

●対象：どなたでも　●定員：10名
●持ち物：無し
●教材費：0円

スマホ・タブレットを持って
いない方、持っているが使い
方がよくわからない。そんな
方々に基本の操作や活用方
法について具体的に説明し
ていきます。

ヒップホップを
楽しく踊ろう（小学生向け）

主　催 ワタナベスタジオ
04-2959-5548
▶受付 13:00～19:30（不定休）

狭山市狭山台2-16-19（自店）

ＴＥＬ

会　場

27
MAP

●10/29（火）16:00～16:45
●10/30（水）17:00～18:00

●対象：29日小学生低学年向け、30日小学
生高学年向け　●定員：7名　●持ち物：ダ
ンスシューズ、タオル、水筒　●教材費：0円

リズムに乗る面白さやフリー
スタイルで楽しく踊る技を教
えます。お子さんが持ってい
る内の力を引き出します。子
育て世代には懐かしい選曲
です。

コーヒーを楽しもう！

主　催 珈琲泰山木
04-2968-0180
▶受付 10：00～17：30（月、第2・4土曜定休）

狭山市新狭山2-12-11（自店）

ＴＥＬ

会　場

数種類のコーヒーの味比べ。
産地、焙煎度合、抽出方法に
よる味の違いを感じていた
だきます。

32
MAP

●10/23（水）10:30～11:30
●10/25（金）10:30～11:30
●10/29（火）10:30～11:30
●10/31（木）10:30～11:30

●対象：どなたでも
●定員：8名　●持ち物：無し
●教材費：600円（コーヒー豆代）

奥富のお米でお酒を
造ってみよう～準備編～

主　催 酒の田口
04-2953-1729
▶受付 10：00～17：00（月曜定休）

狭山市新狭山2-9-14（自店）

ＴＥＬ

会　場

狭山の酒『里平』を味わい
ながら、酒造りの基本的知識
を身に付け、酒造りの準備を
する大人の講座です。

※車でのご来店は出来ません
※未成年の方の飲酒はできません

35
MAP

●10/  4（金）19:00～20:30
●10/11（金）19:00～20:30

●対象：原則成人（未成年の方は酒造りのみ
で飲酒は出来ません）　●定員：10名
●持ち物：無し　●教材費：0円

日本酒に合う「美酒鍋」と
ローストビーフの作り方教えます

主　催 酒の田口・3Light Cafe
04-2953-1729
▶受付 10：00～17：00（日・月曜定休）

狭山市新狭山2-6-62（3Light Cafe）

ＴＥＬ

会　場

狭山の酒『里平』を味わいながら、「簡
単」「ヘルシー」「美味しい」の三拍子揃っ
た日本酒と具材だけで作る【美酒鍋】
【ローストビーフ】の作り方を教えます。

※車でのご来店は出来ません
※未成年の方の飲酒はできません

36
MAP

●10/  5（土）18：30～20：00

●対象：女性限定
●定員：10名　●持ち物：無し
●教材費：1,000円(材料費）

砂糖無し
甘酒スイーツライフのスタート！

主　催 狭山de雑穀ごはん
080-5031-3921
▶受付 10:30～16:30（不定休）

狭山市富士見2-2-8-604（自店）

ＴＥＬ

会　場

炊飯器で作る、カンタン甘酒
を甘味料にしスイーツを作っ
ています。当日は４種のスイー
ツを試食できます。甘酒の驚
く甘さを体験して下さいね。

37
MAP

●10/14（月）14:00～15:30
●10/15（火）10:30～12:00
●10/15（火）14:00～15:30
●10/30（水）10:30～12:00
●10/30（水）14:00～15:30

●対象：どなたでも
●定員：10名　●持ち物：筆記用具
●教材費：500円



美容・キレイを
追求する講座です

きれい

健康に過ごすため
の講座です

健 康

作品製作を行う
講座です

つくる

新しい発見がある
講座です

まなぶ

申込・受講の流れ

1 講座を選ぶ

2 直接電話で
申し込む

3 各会場で
受講する

耳の機能は奥深く、
知れば得する健康法

主　催 補聴器のラビット
04-2001-9144
▶受付 9:30～17:30（木・日曜・祝日定休）

狭山市狭山台1-18-11（自店）

ＴＥＬ

会　場

”きこえ”は身体全体に影響
がある事をご存じですか？身
体の健康はきこえの健康か
ら始まります。認定補聴器技
能者がじっくり解説します。

1
MAP

●10/  7（月）15:00～16:00

●10/10（木）14:00～15:00

●10/27（日）14:00～15:00

●対象：どなたでも
●定員：6名　●持ち物：無し
●教材費：0円

健康になるための
ランニング講座

主　催 有限会社ミネ五十子印刷
04-2952-2701
▶受付 8:30～18:00（土・日曜・祝日定休）

狭山市狭山12-19（自店）

ＴＥＬ

会　場

生活習慣の改善や身体能力
の向上を目的とした基本的
なランニング講座です。（尚、
運動のできる服装でお越し
下さい。）

2
MAP

●10/  8（火）11:00～12:00

●10/17（木）11:00～12:00

●10/23（水）11:00～12:00

●対象：どなたでも
●定員：10名　●持ち物：無し
●教材費：0円

Tokyo2020・
おもてなし英会話教室

主　催 株式会社粕谷自動車
04-2952-3125
▶受付 8:00～19:00（日曜定休）

狭山市狭山17-7（自店）

ＴＥＬ

会　場

2020 東京オリンピック・パ
ラリンピックが開催される
まであと１年となりました。
おもてなし英会話を修得し
世界中の人々と友達になり
ませんか？

3
MAP

●10/  5（土）  10:00～11:30

●10/12（土）  10:00～11:30

●対象：どなたでも　●定員：5名
●持ち物：無し
●教材費：100円（プリント）

学校と教育・子育ての
最新情報を学ぶ

主　催 一般社団法人教育の未来プロジェクト
04-2935-4940
▶受付 9:00～18:00（不定休）

狭山市祇園46-41（自店）

ＴＥＬ

会　場

狭山からでは中々知ることが
できない子育てや教育の最
新情報と学校の「今」を正し
く知ることで、今後の学校選
びや教育方針に役立てる。

4
MAP

●10/  3（木）13:00～15:00
●10/10（木）13:00～15:00
●10/13（日）13:00～15:00
●10/17（木）13:00～15:00
●10/20（日）13:00～15:00

●対象：高校生までのお子さんをおもちの保護者
●定員：10名　●持ち物：無し
●教材費：0円

季節を彩るアレンジで
お花を楽しむ暮らしを

主　催 石田園（お花教室名 Prefla～Forever～）　
090-1658-6543
▶受付 10：00～18：00（日曜定休）

狭山市堀兼2219（自店）

ＴＥＬ

会　場

プリザーブドフラワーを使っ
て季節のアレンジメントを制
作します。10月といえばハロ
ウィン。自分で作ったアレンジ
を飾り楽しいハロウィンを迎
えましょう

7
MAP

●10/19（土）10:00～12:30

●10/26（土）10:00～12:30

●対象：小学生以上（但し、小学生は保護者同伴）
●定員：6名　●持ち物：手提げ袋（作品持ち帰り用）
●教材費：1,000円 (ﾌ ﾘ゚ｻﾞー ﾌ ﾄ゙ ﾌ゙ﾗﾜｰ、花器等)

ちょっといっぷく
手巻たばこのお話

主　催 世界のたばこ・たかはし
04-2953-0809
▶受付 10：00～18：30（第1,2,3日曜定休）

狭山市新狭山2-8-4（自店）

ＴＥＬ

会　場

はじめての方大歓迎。練
習してみませんか？
（お土産付き）

8
MAP

●10/  5（土）10:00～19:00
●10/12（土）10:00～19:00
●10/19（土）10:00～19:00

●対象：20歳以上
●定員：無し　●持ち物：無し
●教材費：0円

お茶屋さんで楽しむ、
親子”練り切り”教室

主　催 狭山茶 横田園
04-2959-6308
▶受付 9：30～17：00（水曜定休/5月・12月を除く）

狭山市沢12-5（自店）

ＴＥＬ

会　場

四季折々の「移ろい」を表現
できる”練り切り”を親子で
作っていただきます。狭山茶
を召しあがりながら体験して
みませんか？
（お土産付）
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MAP

●10/19（土）13:30～15:00
●10/20（日）13:30～15:00
●10/26（土）13:30～15:00
◎上記日時で16:00～17:30も可能

●対象：親子　●定員：3組
●持ち物：エプロン・三角巾・手拭きタオル　
●教材費：3,000円（資料、材料費代）

かんたんデジタル写真教室

主　催 フォトスタジオ クリエイティブ・BAN
04-2957-6271
▶受付 10：00～17：00（不定休）

狭山市狭山台4-44-3（自店）

ＴＥＬ

会　場

初心者向けのデジタルカメラ
教室です。カメラの操作や設
定、撮影の基本など、プロカ
メラマンがわかりやすくお伝
えいたします。
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MAP

●10/  4（金）10:00～11:20

●10/15（火）10:00～11:20

●10/24（木）10:00～11:20

●対象：どなたでも　●定員：5名
●持ち物：デジタルカメラ
●教材費：0円

１５分エステ
はりアップコース

主　催 コスメチックスたかはし
04-2953-0809
▶受付 10：00～18：30（第1,2,3日曜定休）

狭山市新狭山2-8-4（自店）

ＴＥＬ

会　場

15分間で美肌を体感できま
す。肌のきめが整い、キュッと
引き上がった美しい肌が実感
出来ます。
（お土産付き）

15
MAP

●10/22（火）10:30～11:00
●10/22（火）11:30～12:00
●10/22（火）13:30～14:00
●10/22（火）14:30～15:00
●10/22（火）15:30～16:00

●対象：どなたでも
●定員：各2名　●持ち物：無し
●教材費：1,000円（材料費/税抜）

シニア塾
イキイキメーキャップ

主　催 コスメチックスたかはし
04-2953-0809
▶受付 10：00～18：30（第1,2,3日曜定休）

狭山市新狭山2-8-4（自店）

ＴＥＬ

会　場

自分の不得意な部分と悩み
を簡単に積極的にキレイに
なるメーキャップ。
（お土産付き）
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MAP

●10/16（水）10:30～11:00
●10/16（水）11:30～12:00
●10/16（水）13:30～14:00
●10/16（水）14:30～15:00
●10/16（水）15:30～16:00

●対象：どなたでも
●定員：各2名　●持ち物：無し
●教材費：300円（材料費/税抜）

足のむくみスッキリ、
冷え対策。美脚講座

主　催

04-2936-7816
▶受付 9:00～20:00（日曜定休）

所沢市花園4-2589-90（自店）

ＴＥＬ

会　場

座りっぱなし、立ちっぱなし
でむくむ足。夕方、足が重だ
るくなりませんか？冷えとむ
くみの原因とカイロプラク
ティックによる対処法をご紹
介します。

17
MAP

●10/  4（金）10:00～11:30
●10/17（木）10:00～11:30
●10/29（火）10:00～11:30
◎ご希望により午後の開催も可能です。ご相談下さい。

●対象：どなたでも　●定員：5名
●持ち物：動きやすい服装、タオル、水分
●教材費：0円

カイロプラクティック＆ビューティーサロン
ＯＨＡＮＡ所沢花園店

ボウリングで
「親子ワークショップ」

主　催 新狭山グランドボウル
04-2952-2111
▶受付 10：00～21：00

狭山市新狭山1-1-9（自店）

ＴＥＬ

会　場

ボウリングで親子の「共同作
業」にチャレンジ！普通のボ
ウリングとは違う特別ルール
で、力を合わせて楽しみます。
何かを見つけるのは皆さん
です！！
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MAP

●10/  5（土）13:00～14:30

●10/12（土）13:00～14:30

●10/26（土）13:00～14:30

●対象：親子ペア（父または母とその小学生
のお子様）　●定員：10組　●持ち物：動きや
すい服装、タオル、水筒　●教材費：0円

今から始める！
ゆるゆる健康ボウリング

主　催 新狭山グランドボウル
04-2952-2111
▶受付 10：00～21：00

狭山市新狭山1-1-9（自店）

ＴＥＬ

会　場

遊びでやったら、あっちこっ
ちが痛くなっちゃって、、。な
んてコワさを魔法の様な「コ
ツ」で解消しちゃいます。先
生は "プロボウラー "ですか
ら。
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●10/  3（木）13:00～14:30

●10/10（木）13:00～14:30

●10/17（木）13:00～14:30

●対象：ボウリング'初心者′の大人　●定員：20名
●持ち物：動きやすい服装、タオル、水筒
●教材費：0円

音の響きで感じる
喜びと悲しみ

主　催 TRES CASA 粋
04-2957-4990
▶受付 11:00～14:00（火曜定休）

狭山市祇園31-10（自店）

ＴＥＬ

会　場

ピアノを用いて、これまで私
が研究してきた演奏法・音
楽史を通した音色作成のア
プローチの紹介

20
MAP

●10/  6（日）15:00～16:00

●対象：どなたでも
●定員：20名　●持ち物：無し
●教材費：0円

誰でもできる
「脂肪燃焼ダイエット」講座

主　催 ＯＨＡＮＡ狭山本店
04-2935-3174
▶受付 10:00～20:00（日曜定休）

狭山市祇園9-25（祇園自治会館）

ＴＥＬ

会　場

ダイエットは苦手だけどやせ
たい。やせづらい原因を分
かりやすく教えます。お家で
できるエクササイズ＆姿勢
チェック付き。

22
MAP

●10/10（木）10:00～11:30

●10/10（木）12:00～13:30

●対象：女性　●定員：6名
●持ち物：動きやすい服装（スカート不可）、フェイスタオル
●教材費：0円

誰でもできる
「小顔＆うるおい肌」講座

主　催 ＯＨＡＮＡ狭山西口店
049-215-8562
▶受付 10:00～17:00（日曜定休）

狭山市祇園9-25（祇園自治会館）

ＴＥＬ

会　場

しみ・しわ・たるみ・ニキビ
に乾燥。あらゆる肌トラブル
に対応できるケア方法教え
ます。目指せマイナス５才肌。
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MAP

●10/31（木）10:00～11:30

●10/31（木）12:00～13:30

●対象：どなたでも　●定員：6名
●持ち物：フェイスタオル２枚、髪をとめるもの
●教材費：1,000円（材料費）

親子でできる！！
猫背改善講座

主　催 ＯＨＡＮＡみかりば店
04-2907-3786
▶受付 10:00～20:00（日曜定休）

狭山市祇園9-25（祇園自治会館）

ＴＥＬ

会　場

姿勢が悪いなんて、もう言わ
せない。正しい姿勢のつくり
方教えます。自分でできる姿
勢チェック＆歪み調整法を教
えます。

24
MAP

●10/26（土）10:00～11:30

●10/26（土）12:00～13:30

●対象：どなたでも　●定員：8名
●持ち物：動きやすい服装（スカート不可）、フェイスタオル
●教材費：0円

お子様連れＯＫサロンで
ママの為の骨盤矯正

主　催 カイロプラクティックサロン Ａｔ ｓｍｉｌｅ
04-2930-3076
▶受付 10:00～19:00（不定休）

狭山市狭山台2-28-16（自店）

ＴＥＬ

会　場

ママだからこそ健康が大切。
抱っこ筋痛や腰痛はありませ
んか？不調は骨盤の歪みか
らかもしれません。自身の体
を良くする改善方法をお伝え
します。
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●10/  8（火）10:30～12:00

●10/17（木）10:30～12:00

●10/25（金）10:30～12:00

●対象：子育てママ　●定員：5名
●持ち物：動きやすい服装、タオル、水分
●教材費：0円

ママ・お母さん注目！
ヨガで気分をリセット

主　催 ワタナベスタジオ
04-2959-5548
▶受付 13:00～19:30（不定休）

狭山市狭山台2-16-19（自店）

ＴＥＬ

会　場

母は家族の太陽！！ヨガの呼吸
法で身体を整えられ、自分と
向き合う時間を作り、新たな
気分で家庭に戻れます。ママ・
お母さん・初心者大歓迎！

26
MAP

●10/21（月）11:10～12:10

●10/24（木）14:00～15:00

●10/25（金）  8:00～  9:00

●対象：どなたでも　●定員：6名
●持ち物：動きやすい服装、ヨガマット又はバ
スタオル、水筒　●教材費：0円

簡単　お顔がキュッと
小さくなるマッサージ

主　催 エステサロン　アンジュビューティー
04-2907-3400
▶受付 10:00～19:00（日曜定休）

狭山市入間川1-6-13ファーストマキノビル201（自店）

ＴＥＬ

会　場

毎朝のフェイスラインを小さ
くしたいリンパの流れをよく
し老廃物を流す痛くない小顔
マッサージをお教えいたしま
す。
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●10/  1（火）13:00～14:00

●10/  9（水）13:00～14:00

●10/21（月）10:00～11:00

●対象：女性
●定員：3名　●持ち物：無し
●教材費：0円

無料毛髪診断

主　催 美容室ＦＲＩＥＮＤＳ
04-2959-9474
▶受付 9:30～17:00（火曜・他店休有り）
狭山市富士見1-24-1（自店）

ＴＥＬ

会　場

日頃、頭皮や髪のことで、誰
に相談していいのか、わから
ないなんてことはありませ
んか？毛髪診断士が、お悩
みを的確にアドバイスいたし
ます。
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●10/22（火）10:00～12:00

●10/22（火）14:00～16:00

●対象：女性
●定員：5～6名　●持ち物：無し
●教材費：0円

太巻きの作り方

主　催 大國鮨
04-2954-6255
▶受付 11:00～22:00（水曜定休）

狭山市広瀬東4-8-6（自店）

ＴＥＬ

会　場

太巻きの巻き方と魚の目利
きについてお教えします。
作って頂いた太巻きはお持
ち帰り頂きます。
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●10/  1（火）14:00～15:00

●10/  8（火）14:00～15:00

●対象：どなたでも　●定員：5名
●持ち物：エプロン
●教材費：1,000円 (材料費)

１からスタート
安心ボクシング

主　催 多寿満ボクシングジム
090-7285-0781（桜井）
▶受付 10:00～21:00（日曜定休）

狭山市入間川1-15-8（自店）

ＴＥＬ

会　場

初めてのスポーツへの
挑戦！目的は人それぞれ
で大丈夫。基本的なパ
ンチの打ち方から学ん
でいきましょう。ミット
打ちでストレス解消！
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●10/  3（木）16:30～18:00

●10/  6（日）10:00～11:30

●10/27（日）10:30～12:00

●対象：どなたでも　●定員：7名
●持ち物：動きやすい服装、軍手、タオル、室内
用運動くつ　●教材費：0円

プロの職人さんに学ぶＤＩＹ

主　催 株式会社たばる
04-2950-1116
▶受付 9:00～19:00（日曜定休）

狭山市堀兼1673　SOUZOU館（自店）

ＴＥＬ

会　場

お手軽に暮らしのアク
セントになるＤＩＹ体験！
タイルクラフト＆リメ
缶作り体験を実施致し
ます。皆様で楽しくＤＩ
Ｙしていきましょう。
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●10/13（日）10:00～12:00
●10/13（日）15:00～17:00
●10/27（日）10:00～12:00
●10/27（日）15:00～17:00

●対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
●定員：各5名　●持ち物：軍手
●教材費：500円（材料費）

手作りほうじ茶体験

主　催 株式会社斎藤園
04-2953-4188
▶受付 9:30～17:30（日曜定休）

狭山市入間川4-11-13（自店）

ＴＥＬ

会　場

ほうじ茶を手作りする体験で
す。焙煎（ほうろく）を使っ
て緑茶を炒り、ほうじ茶に仕
上げます。お茶は茶缶に入れ
てお持ち帰りいただけます。
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●10/10（木）11:00～12:00

●対象：どなたでも　●定員：4名
●持ち物：無し
●教材費：1,000円（緑茶、茶缶)

百年杉でもっと眠れて
キレイに元気！

主　催 有限会社加藤木材
04-2957-9444
▶受付 9:00～17:00（日曜定休）

狭山市堀兼2348-1（自店）

ＴＥＬ

会　場

呼吸が深くなるといわれる百
年杉。講師はスウェーデン大
使館でも講師実績有りです。
百年杉を体感してお部屋の
空気の質を考えましょう。
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●10/19（土）10:00～12:00

●10/26（土）10:00～12:00

●対象：どなたでも
●定員：8名　●持ち物：無し
●教材費：0円

自然から学ぶ健康学

主　催 ふれあいファームセンター
04-2956-7001
▶受付 8：00～18：00（火曜定休）※9/18受付開始

狭山市入間川1166-1（自店）

ＴＥＬ

会　場

・野菜の持っている素晴らしさ
　（栄養・抗酸化作用）

・病気を予防する食生活

・細胞を活性化する方法
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●10/11（金）13：30～14：30

●対象：どなたでも
●定員：8名　●持ち物：無し
●教材費：300円（野菜）


