
11:30～14:30
18:00～23:00

11:30～14:30
18:00～23:00

対　象 小学生以上（小学生の場合は親と同伴）
教材費 800円（座布団生地、綿代）
持ち物 汚れても良い服装
定　員 3名又は3組

対　象 どなたでも※小学生以下は保護者同伴
教材費 300円
持ち物 汚れても良い服装
定　員 5名

カウンターで！
初めての角打ち体験

8/3日（土）、7日（水）、14日（水）
15:00～16:00

042-391-6399

たべる

角打ちは、小さな酒屋のすみ（角）で呑むお酒の
事です。昔ながらのコップ酒を、今回少しお洒落
に楽しみたいなと、そんな体験講座です。

東村山市諏訪町1-29-8
（グリーンバス公事道南バス停前）

大森酒店

東村山市久米川町5-8-40
株式会社ウチノ板金

東村山市久米川町4-46-1（百才）
ハチコク社

東村山市久米川町4-39-26-106
Dr.関塾 東村山駅校

東村山市青葉町1-1-35
整体院コツリバ

東村山市久米川町2-29-40
トゥーズメゾン103

ひろ整体院

01

受付 8:30～18:30

講師 光永 靖子
対　象 20歳以上の日本酒初心者の皆さん
教材費 700円
定　員 3名又は3組

定休 月曜

諏訪町

※日本酒の試飲を行いますので、お車・
自転車のご来店はご遠慮ください

「痛み」が持つ意味と
病気の構造を知ろう！

042-393-4219

健康・まなぶ

痛みには恐い痛みと比較的安全な痛みがあり、
その痛みを発症する病気も又しかりです。痛みが
持つ意味と病気の構造を学んでみませんか？

東村山市富士見町1-1-66-205

東洋療法ケアセンター
小川東洋鍼灸院

02

受付 9:00～21:00

講師 齊藤 俊文
対　象 健康と病気、その内側に興味のある方
持ち物 筆記用具
定　員 3～5名

定休 水曜

富士見町 ちまたにあふれる
簡単イタリア語講座

8/8日（木）、18日（日）、28日（水）
15:30～17:00

042-394-2369

まなぶ

ふだんよく聞く言葉や名前など、知らずに使ったり
聞いたりするイタリア語がちまたに溢れています。
それらの解説やその他の簡単イタリア語講座。

東村山市野口町3-5-9

リストランテ イタリアーノ
ロ・スティヴァーレ

03

受付

講師 小島 幸洋
対　象 イタリアに興味のある方
定　員 5名又は3組

定休 月曜 受付 定休 月曜

野口町 オリーブオイルで
簡単イタリアンサラダ

8/7日（水）、17日（土）、27日（火）
15:30～17:00

042-394-2369

たべる

これさえあればお家でも簡単にできるイタリアン
のサラダやその他の料理のこつを伝授。サラダ
は実際に作って食べてみましょう。

東村山市野口町3-5-9

リストランテ イタリアーノ
ロ・スティヴァーレ

04

講師 小島 幸洋
対　象 イタリア料理の好きな方
教材費 200円
定　員 4名又は2組

野口町 ゴルフであと
10ヤード飛ばす方法

8/12日（月）10:00～11:00、14日（水）18:00～19:00
17日（土）15:00～16:00

090-2177-0535

健康

あと１０ヤード飛んだらな～。もう少しのところに
手が届く、そんな方法を知りたくないですか？自
宅でのセルフケアも伝授します。

05

受付 月・水 9:00～21:00火・木 9:00～18:00

講師 山本 広美
対　象 どなたでも
持ち物 動きやすい服装
定　員 3名

定休 不定休
（要相談）

久米川町

軽く見ないで！
肩こり、冷え性改善セミナー健康

06 久米川町 ダイエットを
成功させる3つのポイント健康

07 久米川町 毎朝１０分でできる！
顔のむくみ、疲れ顔ケア！

8/6日（火）、20日（火）、25日（日）
14:00～15:00

042-306-1715

健康

家事育児仕事で感じる過度なストレスは身体に沢山
の悪影響が。国家資格保有の身体の専門家が自宅
で手軽にできるケアを教えます‼プレゼント付き‼

08

受付 9:00～19:00

講師 鎌谷 直也
対　象 50代～60代女性
定　員 5名

定休 土曜

青葉町 小学生★親子で
コップに砂で絵を彫ろう！！

8/3日（土）、12日（月）、27日（火）
10:30～12:00

042-341-1128

つくる

透明コップに絵柄シールを貼り、機械の中で砂を
吹き付けて絵を彫ります。作品は当日お持ち帰り
できます。安全で簡単！安心してご参加ください。

09

受付 9:00-18:00

講師 田代 貴子
対　象 保護者様＆小学生
教材費 1000円（透明コップ1個、シール手袋、梱包材他道具レンタル代）
定　員 8名又は2名×4組

定休 月・水曜

萩山町 誰でも簡単！
コップに砂で絵を彫ろう！

8/4日（日）、12日（月）、27日（火）
13:30～15:00

つくる

透明コップに絵柄シールを貼り、機械の中で砂を
吹き付けて絵を彫ります。作品は当日お持ち帰り
できます。安全で簡単！安心してご参加ください。

10

講師 田代 貴子
対　象 中学生以上
教材費 1000円（透明コップ1個、シール手袋、梱包材他道具レンタル代）
定　員 8名

萩山町

世界にひとつの
真鍮製の小皿づくり体験！

042-391-5251

つくる

１枚の真ちゅう板をハンマーで叩き、焼きを繰り
返しお皿の形を作っていきます。お皿に何をのせ
るか考えながら楽しんで作っていきましょう！

11

受付 8:00～18:00

講師 内野 國春
対　象 成人男女　教材費  500円（真鍮板）
持ち物  靴下（短パン・スカート不可）
定　員 2名

定休 なし

久米川町 子どもをその気に
させる家庭学習指導のコツ

8/3日（土）、10日（土）、24日（土）
10:30～11:30

042-313-0885

まなぶ

お子さんやお孫さんへのご家庭での学習指導のコ
ツ、教えます。基礎計算や読解の解法はもちろん、
子どもをその気にさせる効果的な声かけなど。

12

受付 14:00～22:00

講師 井本 聡
対　象 どなたでも
定　員 8名

定休 日曜 東村山市久米川町4-39-26-106
Dr.関塾 東村山駅校

東村山市栄町2-19-2
ライズ久米川治療室

東村山市青葉町1-1-35
ファミリア建設株式会社

042-313-0885
受付 14:00～22:00 定休 日曜

久米川町 教科書には
載っていない！日本史ウラ噺

8/7日（水）、21日（水）、28日（水）
10:30～11:30

まなぶ

日本史がもっとおもしろくなる、歴史上の人物や
出来事のアレコレをお伝えします。なお、テストに
は全く役に立ちませんのであしからず（笑）

13

講師 井本 聡
対　象 どなたでも
定　員 8名又は4組

久米川町 あなたの身体の
ゆがみチェック教室

8/13日（火）、20日（火）、27日（火）
10:00～11:00

042-306-3462

健康

あなたの身体のゆがみをチェックして日常生活で
の予防方法、注意事項をお伝えします！

14

受付 10:00～20:00

講師 久松 高彰
対　象 どなたでも
持ち物 動きやすい服装（スカート不可）
定　員 4名

定休 不定休 東村山市栄町2-19-2
ライズ久米川治療室

東村山市栄町3-10-8
とうまふとん店

042-306-3462
受付 10:00～20:00 定休 不定休

栄町 かんたん、５分で
できるセルフお灸温活

8/9日（金）、16日（金）、23日（金）
10:00～11:00

健康

夏の冷え、冷房や冷たい物の取り過ぎでの身体
の冷えに自分でできるお灸で温めてみませんか？
お灸の土産付き！

15

講師 久松 高彰
対　象 どなたでも　教材費  1000円（お灸）
持ち物 足が出るズボン
定　員 4名

栄町

自分の「魅力」再発見
名刺づくりワークショップ

8/22日（木）10:30～12:00
8/24日（土）14:00～15:30

090-3905-6360

つくる

自分の魅力を人に伝える名刺づくりをデザイナーが
お手伝いします。パソコンが苦手でも大丈夫。小さ
な紙から「はじめまして」のきっかけが広がります。

16

受付 10:00～19:00

講師 福田 忍

定休 日曜

久米川町 村長「らびっこ」と
一緒にセルフケア！

042-399-3440

健康

「自分を知り、自分をいたわり、楽しむ」ことから始
める健康ケア生活。それが「自分いたわりステー
ション」。らびっこと一緒に笑顔になるピョン！

東村山市栄町2-8-1 丸山ビル２階

ラビッツ村
「自分いたわりステーション」

17

受付 10:00～18:00

講師 藤原 公子
対　象 女性限定
定　員 3～4名

定休 土・日・祝

栄町 正しい洗濯表示の
見方とシャツのアイロンがけ

042-391-4495

まなぶ

衣類は正しく色分け素材分けして洗う事が大事
ですので、分け方、洗濯表示の見方、アイロンの
かけ方を学びましょう。

東村山市栄町2-41-18

有限会社
新井クリーニング商会

18

受付 8:00～19:00

講師 山本 しのぶ
対　象 どなたでも
持ち物 アイロンかけしたいシャツ等１枚
定　員 4名又は2組

定休 日曜

栄町 ○抗酸化住宅と健康のお話
○還元陶板浴の体験会

090-3220-1100

健康

シックハウスの予防やアトピー、ぜん息の予防
の話！健康いろいろ話。健康に興味のある方
是非。

19

受付 10:00～16:00

講師 菊地 英豊
対　象 どなたでも
持ち物 下着、タオル2枚
定　員 3～5名

定休 日・水曜

青葉町 理想のマクラの
合わせ方

042-391-0302

健康

合わないマクラで寝ていると毎日の疲れは取れ
ません。自分に合ったマクラの高さを知って、毎
日気持ちよくお目覚め下さい。

20

受付 9:30～18:30

講師 當麻 活巳
対　象 どなたでも
持ち物 調整できるマクラをお持ちの方は当日ご持参OK
定　員 3名

定休 火曜

栄町

自分で出来る！
手作り小座布団の作り方健康

街のふとん屋で小座布団の綿入れ体験を！自分
へのご褒美に！猫のお昼寝用に！夏休みの自由
研究に！みんなでチャレンジしてみませんか？

21

講師 當麻 活巳

栄町 フットケア入門！
正しい足爪の切り方を学ぶ

042-398-8760

健康

健康な足をつくる為には爪のケアがとても重要で
す。あなたの足に合った爪の切り方、ケアの方法
を学んでみませんか？

東村山市秋津町5-20-2

ドクターネイル爪革命
（秋津店）

22

受付

講師 双木 孝幸
対　象 ご家族の爪を切りたい方（年齢不問）
教材費 200円
定　員 4名

定休 不定休

秋津町 ペンキ塗り体験
自分だけの植木鉢作り！

8/20日（火）、22日（木）14:00～15:30

042-391-4438

つくる

素材に合わせた塗料選びで、素焼き鉢・アルミ
缶・木製プランターなどの植木鉢をおしゃれに
リメイクしましょう♪

23

受付 月～金 9:00～17:00月～金 9:00～18:00

講師 髙橋 真沙美

定休 日曜

廻田町 みんなで踊ろう！
よさこいの輪！

8/7日（水）、21日（水）
14:00～15:30

042-396-2275

健康

私が趣味としてのめり込んでいる「よさこい」を
レクチャーします。初心者大歓迎。ぜひ一緒に踊
りましょう。

24

受付 10:30～16:30

講師 小山 雅由
対　象 どなたでも
持ち物 飲み物・タオル
定　員 4名

定休 水曜

野口町 健康演劇教室！

8/4日（日）10:30～11:30、11日（日）13:00～14:00
18日（日）9:00～10:00

042-306-3011

健康

あなたの声はおばあちゃん？姿勢はおじいちゃ
ん？見た目年齢を５歳若返る秘訣をご紹介！声も
姿勢も若さを取り戻しましょう

25

受付 9:00～19:00

講師 黒田 義晃
対　象 50歳以上の方
持ち物 動きやすい恰好
定　員 6名

定休 日曜

恩多町

クイズ
体って不思議！健康

26 恩多町 元気
あし体操！健康

27 恩多町 トリマーさんの
あれこれ・ペットの話

8/3日（土）、8日（木）
13:30～14:30

080-7663-1122

まなぶ

トリマーってどんな仕事？嫌がる子をどうやって
トリムするの？ボラトリって何？殺処分ゼロの為
に出来る事は？うちの子の事。なんでも質問会！

28

受付 9:00～17:00

講師 鴻江華果・石田美桜
対　象 犬を飼っている方、飼っていないけど
 トリマーになりたい方
定　員 5名

定休 日曜

恩多町 口臭バイバイ！
3ステップ歯みがき講座まなぶ

知っていますか？長生きな子は歯がキレイ。わん
ちゃんの歯の話と歯みがき成功へ導く体験型セ
ミナー。

29

講師 鴻江華果・石田美桜
対　象 犬を飼育している、飼育予定のある方
定　員 5名

恩多町 おしっこに注目！
犬と猫の健康

8/5日（月）、12日（月）、19日（月）12:30～13:30

042-391-9912

まなぶ

尿の状態の観察は腎泌尿器の病気の早期発見
に役立ちます。家での観察ポイントについて解説
します。

東村山市栄町1-18-5 志村ビル１F

トリミングサロンあにも！
＆ポウズ動物病院

30

受付 9:00～19:00

講師 梁島 綾乃
対　象 犬又は猫を飼育している方
教材費 500円（尿検査試験紙と判定表）
持ち物 飼育している犬猫の当日の尿（取れたら）
定　員 5名

定休 火曜

栄町

親子で楽しもう
ロボットプログラミング

8/4日（日）、18日（日）
13:00～14:30

042-313-3650

まなぶ

ブロックで自動車のロボットを組み立て、パソコ
ンでプログラムを作成して走らせる楽しい講座に
なります。

31

受付

講師 千葉 祐史
対　象 小学生（保護者同伴）
定　員 3組

定休 日・月曜

栄町

食べるを楽しむ

8/6日（火）、20日（火）、27日（火）
14:00～15:00

042-392-6385

まなぶ

日常の食事。どうせなら楽しく頂くために、そら屋
のテンチョーと一緒に食を探求いたしましょう♪

32

受付 月・水・木・土 10:00～19:00

講師 後藤 浩太郎
対　象 どなたでも
定　員 2～6名又は１～3組

定休 日曜

本町 いつかは乗るかも。
電動車いすで街散歩

8/3日（土）、15日（木）10:00～11:00
3日（土）16:00～17:00

042-391-3328

まなぶ

いろいろな電動車いすに乗ってみよう。スタッフ
と共に、街を散歩して買い物をしてみましょう。人
の目、道路、電柱、気が付くことがあるかも！

33

受付 9:00～18:00

講師 浅見 一志
対　象 小学５年生以上～大人
 ※中学生以下保護者同伴
定　員 3名

定休 土・日・祝

野口町 ペン立てを作ろう。
金属溶接体験

8/3日（土）、15日（木）13:30～15:00
15日（木）16:00～17:30

つくる

鉄の材料を並べて、形を考えて自分だけのペン立
てを作ってみよう！溶接機を使って、本格的な溶
接体験をします。作品は持ち帰れます。

34

講師 浅見 一志

野口町 他では聞けない！？
マイホームの売り方講座

8/10日（土）、31日（土）11:00～12:00
20日（火）13:30～14:30

042-391-1020

まなぶ

物件を売る時、不動産会社がどんな売却活動をし
ているのか？業界の仕組みはどうなっているのか？
など、これさえ知れば業者とも対等に話せます！

35

受付 10:00～19:00

講師 田中 正臣
対　象 どなたでも
持ち物 筆記用具
定　員 3名

定休 水曜

栄町

安心してマイホームを
買うための準備講座まなぶ

36 栄町 ウォーキングシューズ
選びと正しいはき方

8/1日（木）、8日（木）15:00～16:30
18日（日）9:00～10:30

042-306-1883

まなぶ

ウォーキングシューズの選び方が分からない方、
お教えします！外反母趾、膝の痛みは靴の履き
方・靴紐の結び方によって変わります！

東村山市栄町1-9-12
シャインハイツ久米川駅前１F

久米川ひかり鍼灸院・整骨院

37

受付   9:00～13:0015:00～20:00

講師 金子 悟
対　象 どなたでも
持ち物 紐靴、30センチ定規（無ければお貸しします）
定　員 8名

定休 日・祝

栄町 いまさら聞けない
開業ノウハウ

042-391-2269

まなぶ

新規に事業を始める方、第二創業される方に向
けて事業計画の立て方、融資の受け方など開業
に必要なノウハウを参加者と共に学びます。

東村山市栄町1-36-84

税理士法人
土田会計事務所

38

受付 9:00～17:00

講師 土田 士朗
対　象 どなたでも
持ち物 筆記用具（ボールペンはプレゼント）
定　員 5名

定休 土・日・祝

栄町 パーソナルカラー
骨格診断でイメージアップきれい

39 栄町 マージャンって
おもしろいの？

8/15日（木）、22日（木）、29日（木）
13:00～14:30

042-313-0376

まなぶ

マージャンをしたこともない方々に、一からゲーム
を楽しんでいただけるよう、アドバイスいたします。
点数は二の次！まずは楽しい仲間を作りましょう！

40

受付

講師 森山 英彦
対　象 どなたでも
 ※介護に携わっている方、大歓迎です
定　員 4名

定休 不定休

本町

店主がこっそり教える
「おいしい地元野菜」

042-313-2361

たべる

地元の農家さんと付き合いの多い店主が、旬
の野菜、旬の果物について、賢くおいしいもの
を見つける方法をご紹介します。

41

受付 10:00～17:00

講師 竹田 健次
対　象 成人
定　員 5名

定休 日・祝

恩多町 カッコイイ！
簡単にできるお釣りの返し方

042-391-0301

まなぶ

「サッ、サッ、サッ、パチン！」ワンランク上の
カッコイイ！お釣り（お札）の返し方を一緒に
身に付けましょう！

42

受付 月～金 9:00～17:00

講師 村岡・吉羽
対　象 ご商売、お仕事で現金をお取り扱い
 している方
定　員 5名

定休 土・日

栄町 「使える英語」を
身に付けるためには

042-391-2918

まなぶ

（１）使える英語についてイメージを持つ
（２）目標ごとにアプローチを考えてみる
（３）どこに時間をかけるべきかを考える
（４）単語の効果的な覚え方とは？

東村山市栄町2-21-3 石山ビル303号室

東村山英語学習センター
「エルシー」

43

受付 11:00～21:00

講師 石川 彰
対　象 どなたでも
定　員 4名

定休 水・日

栄町 足の裏がベタつかない！
夏の木の家体感ツアー

4日（日）、20日（火）10:00～12:00
18日（日）13:30～15:30

042-395-4181

まなぶ

3つの木の家を見学しながら、暑い夏の時期
だからこそ体感できる素材や性能の秘密をお
教えします！

44

受付 10:00～17:00

講師 新 次郎、伊藤 夕歩、吉川 碧
対　象 どなたでも
持ち物 筆記用具
定　員 5組

定休 水・木曜

久米川町 頭を押して
健康な身体を作ろう

8/1日（木）、15日（木）、29日（木）
13:00～14:00

042-306-0747

健康

頭にあるツボには身体を元気にする場所がた
くさんあります。場所と効果を覚えて身体も心
も健康になりましょう。

45

受付 9:00～20:00

講師 鈴木 啓介
対　象 どなたでも
教材費 100円（資料・体験代）
定　員 6～7名又は2～3組

定休 火曜

栄町

まちゼミひがしむらやま 講座一覧

8/7日（水）、21日（水）14:00～15:00
17日（土）、24日（土）17:00～18:00

東村山市久米川町2-29-40
トゥーズメゾン103

ひろ整体院 090-2177-0535
東村山市久米川町2-29-40
トゥーズメゾン103

ひろ整体院
東村山市萩山町1-13-14
ヴィラタシロ1階

ガラス工芸たぁとんグラス 042-341-1128
受付 9:00-18:00 定休 月・水曜

東村山市萩山町1-13-14
ヴィラタシロ1階

ガラス工芸たぁとんグラス090-2177-0535

8/5日（月）10:00～11:00、7日（水）18:00～19:00
10日（土）15:00～16:00
デスクワークでPCの見すぎ。肩甲骨のあたりが
キューっと痛い！そんな痛みも実は自分で何とか
出来ちゃいます。いい方法を教えます。

講師 山本 広美
対　象 どなたでも
持ち物 動きやすい服装
定　員 3名

8/19日（月）10:00～11:00、21日（水）18:00～19:00
24日（土）15:00～16:00
今まで何度も挑戦してきたけど、3日坊主や、リバ
ウンド・・・あなたに足りないのはこれかもしれま
せん。次は必ず成功します！

講師 山本 広美
対　象 どなたでも
定　員 3名

兄弟姉妹の方の追加参加、保護者様自
身も制作をご希望の場合、お一人につ
き＋500円。席数の関係上、ご参加者
様以外のご来店はご遠慮ください。

席数の関係上、ご参加者様以外
のご来店はご遠慮ください。

8/3日（土）、23日（金）、31日（土）
各日①10:00～12:00、②14:00～16:00

対　象 どなたでも（親子参加OK）
持ち物 名刺に入れたいイラスト、写真など（あれば）
定　員 3名又は3組

8/6日（火）11:00～12:00、20日（火）16:00～17:00
27日（火）13:00～14:00

8/25日（日）、31日（土）
14:00～15:00

8/3日（土）、10日（土）、24日（土）
10:00～11:30

8/10日（土）、24日（土）、28日（水）
13:30～15:00

東村山市栄町3-10-8
とうまふとん店

東村山市本町1-21-23-101
そら屋

東村山市野口町2-18-5
車いす工房 輪 042-391-3328

受付 9:00～18:00 定休 土・日・祝東村山市野口町2-18-5
車いす工房 輪

東村山市栄町2-30-22-1F
株式会社かえる不動産

東村山市本町4-12-54 B1
くつろぎ空間 WITH

東村山市廻田町4-7-2
有限会社グッドジョブ

東村山市恩多町2-10-54
トリミングサロン あにも！ 080-7663-1122

受付 9:00～17:00 定休 日曜東村山市恩多町2-10-54
トリミングサロン あにも！

東村山市野口町1-20-29
カクリ西口ビル１階

株式会社大賀不動産
東村山市恩多町3-28-2
金子ビル102

恩多町の整骨院042-391-0302
受付 9:30～18:30 定休 火曜

8/4日（日）、18日（日）13:30～15:00 8/4日（日）、9日（金）、21日（水）、27日（火）
11:00～12:00

8/4日（日）9:00～10:00、11日（日）10:30～11:30
18日（日）13:00～14:00

042-306-3011

骨の数は？古傷が痛むのは？体は不思議がいっ
ぱい。知って納得、明日から実践。生活に役立つ
情報もクイズでご紹介！

受付 9:00～19:00

講師 黒田 義晃
対　象 どなたでも
定　員 6名又は3組

定休 日曜
東村山市恩多町3-28-2
金子ビル102

恩多町の整骨院

東村山市栄町2-7-28
シュウエイ久米川ビル１F

キュリオステーション久米川店

8/4日（日）13:00～14:00、11日（日）9:00～10:00
18日（日）10:30～11:30

042-306-3011

散歩をしている方必見！２つポイントを意識するだ
けで全身運動へ早変わり！健康には足元から。
レッツあし体操！！

受付 9:00～19:00

講師 黒田 義晃
対　象 50歳以上の方
持ち物 はだしになれる恰好
定　員 6名又は3組

定休 日曜
東村山市恩多町3-28-2
金子ビル102

恩多町の整骨院

8/6日（火）11:00～12:00
8/17日（土）、22日（木）13:30～14:30

※雨天時は屋内体験になります。

対　象 小学３年生以上※中学生以下は保護者同伴
持ち物 汚れても良い服、サンダル禁止
定　員 3名

8/3日（土）13:30～14:30
5日（月）、25日（日）11:00～12:00

042-391-1020

物件を見るときのポイントや安心できる資金計画の
立て方など、家を買う前に知っていた方が良いこと
を購入者の立場からわかりやすくご説明します。

受付 10:00～19:00

講師 田中 正臣
対　象 どなたでも
持ち物 筆記用具
定　員 3名

定休 水曜東村山市栄町2-30-22-1F
株式会社かえる不動産

東村山市恩多町3-28-5
竹田商店工場直営ショップ

東村山市栄町2-18-5

西武信用金庫
東村山支店

東村山市久米川町4-34-6
相羽建設「つむじ」

東村山市栄町3-14-6
すずのき整骨院

8/6日（火）14:00～15:30
8/7日（水）、8日（木）10:00～11:30

042-391-2269

ファッションコーディネートの３要素は、カラー・
デザイン・素材感で決まります。自分に似合うスタ
イルを把握して、自信を持って出掛けましょう。

東村山市栄町1-36-84

税理士法人
土田会計事務所

受付 9:00～17:00 13:00～17:00

講師 土田 千依
対　象 どなたでも
定　員 5名

定休 土・日・祝

8/6日（火）14:00～15:30
8/7日（水）、8日（木）10:00～11:30

8/17日（土）、24日（土）、31日（土）
15:00～16:30

8/1日（木）、14日（水）、27日（火）
15:00～16:00

8/7日（水）、14日（水）、21日（水）、28日（水）
18:00～19:30

受付 月・水 9:00～21:00火・木 9:00～18:00 定休 不定休
（要相談）受付 月・水 9:00～21:00火・木 9:00～18:00 定休 不定休

（要相談）

火～金 12:00～20:00
　土 10:00～1 7:00

たべるカテゴリーの凡例 健康 まなぶ つくる きれい

各お店の場所は、表面の会場マップで該当の番号をご確認ください。


