
01
まなぶ

富士見町病名とその時
身体の中で起こっている事

2/11日（金）、27日（日）14:00～15:00
2/21日（月）13:00～14:00
病気の状況を詳しく説明している病名がほとんど
ありません。糖尿病、肺炎、癌など、何がどう不具
合になるのか、一緒に学んでみませんか？

齊藤 俊文
対　象 どなたでも 持ち物 筆記用具
定　員 3名 教材費 なし
会　場 自分のお店

東村山市富士見町1-1-66-205 9:00～17:00 なし

東洋療法
ケアセンター小川東洋鍼灸院 042-393-4219

02
まなぶ

栄町今からでも遅くない！
初めての資産形成講座

2/18日（金）、3/4日（金）
14:00～15:00
iDeCo・NISAなどよく耳にするけどわからない…。
節税対策にもつながる資産形成について分かり
やすくご説明します。

山田・髙木
対　象 どなたでも 持ち物 なし
定　員 3名 教材費 なし
会　場 自分のお店

東村山市栄町2-18-5 9：00～15：00 土・日曜
西武信用金庫東村山支店 042-391-0301

03
まなぶ

栄町麻雀手習い塾☆
これが麻雀パイだ

実際に麻雀を始める時の流れをお伝えします。34
種類の牌（パイ）を使って、知的な点取りゲームの
世界へいざないます。

森山 英彦
対　象 どなたでも 持ち物 なし
定　員 3名 教材費 なし
会　場 自分のお店

東村山市栄町2-5-8グランデールパートⅢ ３F 13：00～20：00 月曜
くつろぎ空間WITH 042-313-0376

04
まなぶ

青葉町わくわく！
ミュージックベルで合奏しよう

2/18日（金）、3/4日（金）
10:00～11:00
ミュージックベルは、どなたでも安心して演奏する
ことができます。仲間で音をつないでいく楽しさ
や、美しい音色をぜひ体で感じてください。

奥村 宏英
対　象 40歳以上の方 持ち物 なし
定　員 5名 教材費 なし
会　場 Mlaboサロン

東村山市青葉町3-21-4 10：00～22：00 不定休
どんぐり☆てんし ピアノ教室×Mlaboサロン 080-1101-6349

05
まなぶ

円滑に過ごしたい！
テレワークの家族間会話術

2/15日（火）、18日（金）
10:30～11:45
長時間、家族が一緒に過ごす時代です。大人の出
世、お子様の学業成就も、家族間コミュニケーショ
ンの秘訣を使い、上昇気流に乗せましょう。

泉崎 直美
対　象 どなたでも 持ち物 なし
定　員 5名 教材費 なし
会　場 オンライン

新宿区西新宿7-1-7ダイカンプラザ1109 10:00～18:00 なし

新宿多目的
レンタルスペース「プラスぺ」 090-8300-6978

06
まなぶ

栄町安心・納得して進めるための
不動産売却講座

2/11日（金）、15日（火）、3/1日（火）
11:00～12:00
コロナ禍での不動産市場の変化、査定の方法、不
動産業界の仕組みなど業者と面談する前に知ってお
いた方が良い判断基準や知識を身に付けられます。

田中 正臣
対　象 どなたでも 持ち物 筆記用具
定　員 3名 教材費 なし
会　場 自分のお店

東村山市栄町2-30-22 10:00～19:00 水曜
かえる不動産 042-391-1020

07
まなぶ

栄町目からウロコの
衣類保管術！！

2/17日（木）10:00～11:00
2/19日（土）10:00～11:00※オンライン
衣類はお洗濯してから保管されるのが望ましく、保管方法は衣類の素材
や保管する場所によって異なります。保管方法を知ることで、衣類のカビ
の発生などを防ぐことができます。Cafe74にてコーヒー1杯サービス。

山本 しのぶ
対　象 どなたでも 持ち物 なし
定　員 2名 教材費 なし
会　場 自分のお店・オンライン

東村山市栄町2-41-18 7:00～18:00 日曜、祝日
新井クリーニング商会 042-391-4495

08
まなぶ

元ヘルパーの車いす屋と
電動車いすを学ぼう

2/19日（土）13:00～14:10
3/5日（土）16:00～17:10
電動車いすだといったい何が快適で楽なのか？6年
間ヘルパーとして介助した補装具業者の私と電動
車いすがある生活を考えましょう。

三浦 健太郎
対　象 どなたでも 持ち物 なし
定　員 6名 教材費 なし
会　場 オンライン

東村山市野口町2-18-5 9:00～18:00 土・日曜、祝日
車いす工房輪

042-391-3328
web@koborin.com

09
まなぶ

野口町車いす上でも
好きな姿勢をとりませんか？

2/19日（土）15:00～16:10   25日（金）14:00～15:10
3/5日（土）13:00～14:10
車いす上での姿勢は自由に取れていますか？伸ばし
たりひねったり、好きな時に好きな姿勢を。過去の
事例を元に姿勢を動かす大切さを伝えます。

浅見 一志
対　象 どなたでも 持ち物 なし
定　員 お店2名・オンライン4名 教材費 なし
会　場 自分のお店・オンライン

東村山市野口町2-18-5 9:00～18:00 土・日曜、祝日
車いす工房輪

10
まなぶ

栄町ミニ琴で「さくらさくら」を
弾く体験講座

2/14日（月）14:00～15:30
2/28日（月）15:00～16:30
小さなお琴で「さくらさくら」を弾く体験講座です。
たまには何もかも忘れて、琴の音色で癒されてみま
せんか？講師は保育士免許も保有。

今井 慶子
対　象 女性・子供 持ち物 なし
定　員 1名または親子1組 教材費 なし
会　場 自分のお店

東村山市栄町2-31-36 9:30～18:00 土・日曜、祝日
ラビッツ村 042-399-3440

11
まなぶ

４つのステップで
「思考の整理」体験講座

2/15日（火）、25日（金）14:00～15:30
3/3日（木）18:00～19:30
らびっこママが、たった4つのステップで思考の整
理ができる方法をご紹介。ぐるぐるしている頭もこ
の方法を習得するとお得！

藤原 公子
対　象 どなたでも 持ち物 なし
定　員 5～6名 教材費 なし
会　場 オンライン

東村山市栄町2-31-36 9:30～18:00 土・日曜、祝日
ラビッツ村

14
つくる

栄町ベジタブルカービングを
楽しみませんか

2/12日（土）、19日（土）、26日（土）
13:00～14:30
タイ王宮から始まったタイカービングで彫刻！素材
はいつものお野菜を使って「パプリカの器」を彫り
上げます。

吉田 美津子
対　象 どなたでも 持ち物 なし
定　員 4名 教材費 300円
会　場 自分のお店

東村山市栄町2-5-8グランデールパートⅢ ３F 13：00～20：00 月曜
くつろぎ空間WITH 042-313-0376

15
つくる

久米川町世界に一つだけの
ランチョンマットづくり

2/24日（木）①11:00～11:45　②13:30～14:15　
③16:00～16:45
野菜の断面を見て当ててみよう！クイズの後は楽し
く野菜スタンプ♪世界にたったひとつのオリジナル
ランチョンマットを作りましょう！

半田 麻早与
対　象 2歳～小学校6年生 定　員　4組
持ち物 汚れてもよい服またはエプロン 教材費　500円
会　場 縁ひらく庭 百才 OMOYA（久米川町4-46-1）

東村山市多摩湖町2-8-7 10:00～17:00 日曜

こどもとおとなの
食育教室 ICHIGO-ICHIE

16
つくる

青葉町アロマオイルを使って
マスクスプレー作り

期間中 10：00～16：00の間で予約制
（お1人30分。日曜・祭日を除く）

安心安全なアロマオイルを使ってお好きな香りで
アロママスクスプレーが作れます。アロマオイルに
は殺菌効果があります。

石垣 里絵子
対　象 どなたでも 持ち物 なし
定　員 各回３名 教材費 500円
会　場 Mlaboサロン

東村山市青葉町3-21-4 10:00～22:00 不定休
ひろ整体院×Mlaboサロン 090-2404-7501

17
つくる

萩山町本格体験
～ワンポイント画の彫刻に挑戦！

2/11日（金）、20日（日）
13:00～16:00
版下カットから彫刻までサンドブラストの作業を体
験！素材は透明グラスや皿など数種から選べ、まち
ゼミだけのお得講座♪完成の達成感を！

田代 貴子
対　象 中学生以上 定　員 4名
教材費 1000円 会　場 自分のお店
持ち物 老眼鏡使用の方はお持ちください

東村山市萩山町1-13-14 ヴィラタシロ1階 9:00～18:00 月・水曜
ガラス工芸たぁとんグラス 042-341-1128

18
つくる

萩山町上級挑戦！
飾りイニシャル文字を彫ろう！

2/13日（日）、27日（日）
13:00～16:00
版下カットから彫刻までサンドブラストの作業を体
験！素材は透明グラスや皿など数種から選べ、まち
ゼミだけのお得講座♪完成の達成感を☆

田代 貴子

東村山市萩山町1-13-14 ヴィラタシロ1階 9:00～18:00 月・水曜
ガラス工芸たぁとんグラス 042-341-1128

19
健 康

青葉町あなたは何タイプ？
美容・健康・婚活・仕事 ハートグラム診断

あなたのタイプがわかれば美容も健康も恋愛も
全てうまくいく！25問の質問に答えるだけ。

山本 広美
対　象 大人の方 持ち物 なし
定　員 1名30分 教材費 なし
会　場 Mlaboサロン

20
健 康

キレイも健康も
手に入れる♪耳つぼのヒミツ

2/19日（土）11:00～12:15、25日（金）15:00～16:15
3/1日（火）11:00～12:15
全身の縮図と言われる位多くのつぼが集中する、
耳。風邪・花粉症からアンチエイジングまで全身の
セルフケアができる耳つぼの秘密をお伝えします。

喜名 慶子
対　象 どなたでも 持ち物 鏡（スタンド型が望ましい）
定　員 5名 教材費 なし
会　場 オンライン

東村山市萩山町1-10-25 10:00～18:00 水・日曜
IKKABO

21
健 康

萩山町ストレス解消？！
ガラスに穴を開けるぞ！！

2/23日（水）①10:00～10:45　②11:00～11:45　
③12:00～12:45
機械の中でガラスに砂を吹き付けて穴を開けるだ
けの単純講座！でも削れる様子や穴の開く瞬間は
チョッと快感☆妙にハマります♪お試しあれ！

田代 貴子
対　象 小学生以上（小学生は保護者同伴）
持ち物 なし 定　員 2名
教材費 なし 会　場 自分のお店

東村山市萩山町1-13-14 ヴィラタシロ1階 9:00～18:00 月・水曜
ガラス工芸たぁとんグラス 042-341-1128

22
健 康

本町猫背を治して
背中を美しく魅せるストレッチ

2/16日（水）、27日（日）12:00～13:00
2/25日（金）17:00～18:00
美mekeトレーナーの高嶺プロがお金をかけない
で自宅で簡単に改善できるセルフケアを伝授し
ます。

高嶺 雄大
対　象 筋力不足が原因でスタイルなど気になる40～50代女性
持ち物 動きやすい恰好 定　員 4名または2組
教材費 なし 会　場 自分のお店

東村山市本町2-18-10 武田ビル201 9:00～21:00 なし
整体院コツリバ -美make- 042-306-1715

23
健 康

本町セルフ整形☆
二重、涙袋を作るマッサージ

2/18日（金）17:00～18:00
3/2日（水）、6日（日）12:00～13:00
自分に使う時間がない！そんな方の為に1日5分で
完結できる二重やたるみを改善するセルフ整形の
技術を伝授します！

高嶺 雄大
対　象 筋力不足が原因でスタイルなど気になる40～50代女性
持ち物 動きやすい恰好 定　員 4名または2組
教材費 なし 会　場 自分のお店

12
まなぶ

久米川町まちにかくれた
「顏」を探そう！

2/20日（日）
14:00～16:00
まちを散歩しながら、隠れた「顏」を探してみま
しょう。いつもの景色を新しい視点で眺める、
探究の時間です。

うぉーりー（探究型学習塾ベースクール講師）
対　象 小学生 持ち物 なし
定　員 6名 教材費 なし
会　場 自分のお店

東村山市久米川町4-46-1  OMOYA 9:00～17:00 土・日曜、祝日
縁ひらく庭 百才（ももとせ）

13
まなぶ

久米川町てつがくタイム 
~ モヤモヤを楽しむ対話の場 ~

2/27日（日）
14:00～16:00
アニメーション作品を鑑賞し、不思議を探し
て、みんなでじっくり、ゆっくり考え、対話する
時間です。

ハタ坊（探究型学習塾ベースクール講師）
対　象 小学生(保護者も参加可) 持ち物 なし
定　員 10名 教材費 なし
会　場 自分のお店

東村山市久米川町4-46-1  OMOYA
縁ひらく庭 百才（ももとせ）

2/17日（木）、22日（火）、3/1日（火）
13:00～14:30

9:00～17:00 土・日曜、祝日

対　象 中学生以上 定　員 4名
教材費 1000円 会　場 自分のお店
持ち物 老眼鏡使用の方はお持ちください

東村山市青葉町3-21-4 10:00～22:00 不定休
ひろ整体院×Mlaboサロン 090-2177-0535

期間中の予約制
（お1人30分）

オンライン

オンライン オンラインオンライン

オンライン

オンライン

東村山市本町2-18-10 武田ビル201 9:00～21:00 なし
整体院コツリバ -美make- 042-306-1715

お店の人が講師となってプロの知識を
教えてくれる「得する街のゼミナール」
のこと。全国300以上の地域に広まっ
ており、東村山では2019年以来ご好
評いただき3回目の開催となります。

●チラシのQRコード、または記載のメールアドレス
よりお申し込みください。

●申し込み時には、お名前・ご希望日時・人数・連
絡先などを記載の上、送信してください。

●講師より返信がありましたら、申し込み完了です。
（先着順のため、定員に達した講座は受講でき
ないこともあります。予めご了承ください）

オンラインまちゼミに
ついての注意点

※新型コロナウイルスの感染拡大により講座が中止となる場合がございますのでご了承ください。

042-391-3328
web@koborin.com

042-399-3440
fujiwara@rabbits-coco.com

042-313-2773
info@ikkabo.com

090-9134-0996
info@baseschool.net

090-9134-0996
info@baseschool.net 080-3019-3800


