
正しい姿勢で1日30分歩くだけでも痩せる
ようにご指導いたします。そして歩いた後に
食べればもっと痩せる!! 食材のご案内もい
たします。歩いて!食べて!ますます綺麗に!!

のうきょうカフェ　ベジテーブル

☎ 03 -6411-7321
世田谷区鎌田3-18-8  2F

ダイエット＆ビューティ スペシャリストが教える

やせる為の歩き方と食事1

11/7（水）、14（水）、21（水）
10：00～11：00

受付時間／11：00～21：00
定休日／月曜日

ダイヤ会館 4F 対 不問 場
持 スニーカー 師 橋田千恵

定 7名

ちょっとコツを覚えれば、こんなにカンタン!
あなたに似合う眉や失敗しない眉の描き方を
アドバイスします。（眉カットは行いません）

（株）新生堂

☎ 03-3309-4341
南烏山4-12-8

眉毛で顔の印象は
変わります!

11/16（金）

2

①11：00～12：00
②14：00～15：00
③15：00～16：00

（株）新生堂 対 女性定場 2名
師 桑島隆子

受付時間／10月30日13：00～先着順
定休日／なし

たった2分で効果を実感できる簡単リフトアップ
を伝授。表情筋を鍛えてすっきりフェイスアップ
するセルフマッサージをマスターしましょう。

（株）新生堂

☎ 03-3309-4341
南烏山4-12-8

毎日簡単! 
若返りリフトアップ

11/17（土）

3

（株）新生堂 対 女性定場 5名
師 桑島隆子

受付時間／10月30日13：00～先着順
定休日／なし

14：00～15：00

トレーニングを始めたい男性の方・お腹周り、お
尻周りを締めたい女性の方。トレーニングの種類
や必要性を楽しくお話ししながらお伝えします。

パラス スタジオ

☎ 03 -6382-9820
南烏山6-4-8  ジェイプライズビル2F

初めての方でもわかりやすい
トレーニング講座4

11/2（金）、9（金）、16（金）、
　30（金） 15：00～16：00

受付時間／9：00～21：00
定休日／不定休

パラススタジオ
持 お水、タオル、室内シューズ

定場 4名 対不問
種本祐太朗師

500ミリペットボトルで誰にでも簡単肩こり
解消エクササイズや椅子を使って効果的股
関節ストレッチ、腰痛の解消法などわかりや
すくお伝えいたします。

オリンピア鍼灸整骨院

☎ 03 -6279-5547
南烏山6-27-2 近藤ビル1F

5

11/6（火）、15（木）、20（火）、
   29（木） 12：00～13：00

受付時間／○9：00～13：00、15：00～21：00
定休日／土曜日、日曜隔週

オリンピア鍼灸整骨院
対 不問

定場 4名
大塚 一輝師

平

筋・骨格系のスペシャリストが教える

自宅で簡単○○解消法!

東洋医学の面白さ、鍼やツボ押しの効用等、
わかりやすくお話します。また、体験もして
いただきます。身体のどこか気になる方、大
歓迎!!

オリンピア鍼灸整骨院

☎ 03 -6279-5547
南烏山6-27-2 近藤ビル1F

7

11/8（木）、13（火）、22（木）、
   27（火） 12：00～13：00
オリンピア鍼灸整骨院

対 不問
定場 4名

仲西 祐二師

有名女優や一流アスリートを診た
16年のキャリアをもつ先生が教える

東洋医学の神秘!! ツボの奇跡体験!

受付時間／○9：00～13：00、15：00～21：00
定休日／土曜日、日曜隔週

平

義手や義足と同じく、義歯はからだの一部と
なるもの。正しい入れ歯を正しい知識で使
用していただきたいです。
“入れ歯でおいしくお食事を食べたい”にお
答えします。

うらの歯科

☎ 03-6909-0806
南烏山6-4-1　かどやビル2F

その入れ歯、あきらめていませんか？

義歯のお悩み解決します6

11/8（木）、22（木）10：00～11：00

受付時間／9：00～19：00
定休日／祝日

うらの歯科 定場 5名
対 不問（お子さん、お孫さん同伴可） 院長 浦野慎二郎師

毎週てらすチトカラで実施している「いきい
き健康体操」のまちゼミバージョンです。
イスを使ってのストレッチやどなたでも簡単
に続けられる体操をご紹介します。

てらすチトカラ

☎ 03-5315 -3828
南烏山6-10-9 コーシャハイム千歳烏山9号棟1F

いきいき健康体操8

11/19（月）10：15～11：15

受付時間／11：30～17：30
定休日／月曜日

てらすチトカラ
対 元気なシニア世代

定場 10名
赤堀 寿得師

※動きやすい服装でご参加ください。

東京に1人しかいない世界空手連盟公認審
判資格を持つ先生が空手の技を取り入れて
護身術を楽しく教えます。

凛 空手スクール

☎ 080-4917-5514
粕谷3-4-5-102

オリンピック競技に
触れてみよう9

11/27（火）17：00～17：45

受付時間／10：00～22：00
定休日／不定休

カネキ南烏山ビルB1F エフ・ベース
定
場
5名 対 年長～小学2年生の空手未経験者
川上 剛史師 ※動きやすい服装でご参加ください。

今、話題になっている「クラフトビール」。
“それって何？”と思われますよね。そんな疑
問について、スタイル・特徴等をビールを飲
みながらお話し致します。

Ann’s craft beer cafe

☎ 03 -6313-9688
南烏山5-32-6

クラフトビールって何?10

11/17（土）16：00～18：00

受付時間／11：00～24：00
定休日／水曜日

Ann’s craft beer cafe
対 20歳以上

定
1,500円（材料費）

場 10名

沖田百希（ビアテイスター）師
￥

初心者の方向けに簡単なワインの選び方・ラ
ベルの読み方などをテイスティングをしながら
お教えします。おつまみも数種ご用意。料理と
のマリアージュも体験していただきます。

ビストロ・クゥ・ド・コション

☎ 03 -6382 -9597
南烏山6-29-9-102

ソムリエが教える!!
簡単なワインの選び方とマリアージュ11

11/24（土）、25（日）
15：00～16：00

受付時間／9：30～11：30、
　　　　　14：30～23：00
定休日／月曜日

ビストロ・クゥ・ド・コション 対 20歳以上定
1,500円（材料費）

場 10名
持 必要な方はメモ帳等 師 豊嶋圭介￥

はじめての方でも少しの毛糸と少しの時
間で、簡単につくることができます。

まちづくりステーション

☎ 03 -3307 -8555
南烏山5-10-5

毛糸で作る
お花・コースター

受付時間／9：00～12：00
定休日／水、日
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11/2（金）、9（金）、17（土）
13：00～15：00
シミズヤ裏 駐輪場2F場

対 不問
師 宍戸良子

持 お持ちの方はカギ針
定5～6名

フローリスト（お花の専門家）がお花を長持ち
させる方法やミニブーケの作り方を楽しくお
教えます。

ちとせフラワー

☎ 03 -3300 -1941
南烏山6-4-9

プロ技を使うとこんなに違う!
ミニブーケの作り方

受付時間／11：00～17：00
定休日／不定期

13

ちとせフラワー 対 不問定場 3名
￥ 500円（材料費） 持 持ち帰り用袋（小さな花束用）
師 田部井 弘子

11/3（土）、4（日）、7（水）
11：00～12：00

東京画鋲製作所の「キラキラドーム 工作キッ
ト」で自分だけのクリスマスドームを作ろう!

（株）ハラジマ

☎ 03 -3300 -3317
南烏山5-16-20 二番館ハラジマビル

クリスマスドームを作ろう

受付時間／10：00～17：00
定休日／年末年始、お盆

14

ハラジマ文具 南口店 3F 定場 6名
￥ 500円（材料費）

師（株）東京クラウン

11/17（土）①10：00～10：45
②11：00～11：45

対 5～10歳（保護者同伴）

透明軸の万年筆を作ろう!
透明なので万年筆の仕組みも学べます。

（株）ハラジマ

☎ 03 -3300 -3317
南烏山5-16-20 二番館ハラジマビル

万年筆手作り教室

受付時間／10：00～17：00
定休日／年末年始、お盆

15

ハラジマ文具 南口店 3F 定場 10名
￥ 500円（材料費） 師（株）パイロットコーポレーション

11/20（火）①14：00～14：45
②16：00～16：45

対 不問

地元業者ならではのお話しと相談会!公認上級
相続支援コンサルタントがお答えします!

（有）ユマニテ

☎ 03 -3326 -1231
南烏山5-12-5

気になる千歳烏山のコト
不動産のコト、相続のコト

11/   1（木） 9：00～10：00
11/16（金） 9：00～11：00
11/18（日）10：00～12：00

受付時間／10：00～18：30
定休日／木、第3水曜日

ユマニテ別館（南烏山5-11-2）
対 不問 
場

師 大久保始代（上級相続支援コンサルタント）
定 5名（5組）

16
実務に精通した公認CPM（米国不動産経営
管理士）が不動産投資のホントのところをお
話しします!

（有）ユマニテ

☎ 03 -3326 -1231
南烏山5-12-5

プロからの伝授!
失敗しない不動産投資入門!17

受付時間／10：00～18：30
定休日／木、第3水曜日

11/   1（木） 14：00～15：00
11/16（金） 11：00～12：00
ユマニテ別館（南烏山5-11-2）

対 不問 
場

師 GIC不動産管理株式会社 　渡邊 宏［CPM（米国不動産経営管理士）］

定 5名（5組）

相続税改正!資産運用に悩んだ時の税務上の
ポイントは？豊富な実績を持つ税金のエキス
パートが答えます!ご要望いただきました相
談会も同時開催!

（有）ユマニテ

☎ 03 -3326 -1231
南烏山5-12-5

相続税のエキスパートが
ズバリ! お答えします!!18

受付時間／10：00～18：30
定休日／木、第3水曜日

11/   1（木）10：00～12：00
11/18（日）15：00～17：00

ユマニテ別館（南烏山5-11-2）場
師 税理士法人 スマートシンク  菊地則夫、宿谷　紫

定 5名（5組）対 不問 

えるも～る烏山を散歩しているスタンダード
プードルの「スタンプー」。
ふわふわの大きなワンコにさわってみませんか？

まちづくりステーション

☎ 03 -3307 -8555
南烏山5-10-5

スタンプーに
会いに来ませんか？

受付時間／9：00～12：00
定休日／水、日
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11/2（金）、9（金）、17（土）
10：00～12：00
シミズヤ裏 駐輪場2F場

対 不問
定5～6名

師 宍戸良子

十人十色の相続事情を実例を踏まえてご紹介
いたします。まずは知ることで今後どのように
対策をとったら良いか考える機会を作ります。

BIS司法書士事務所

☎ 03 -6909-1533
南烏山5-12-9　丸福ビル4F

プロが教える
相続・遺言・成年後見の実務

11/3（土）、17（土）、24（土）
10：00～11：00
BIS司法書士事務所

対 不問 
定場 5名

持 筆記用具 師 石井博晶
受付時間／9：00～20：00
定休日／日、祝日

20
自分の想いを伝える遺言書は意外に簡単に書け
ます。是非この機会に知っておきませんか。また気
になる遠方のお墓の仕舞い方もお教えします。

ハウスアップ（有）みのりや

☎ 03 -3300 -8123
南烏山5-12-9　1F

易しい遺言書の書き方
・お墓の仕舞い方

11/4（日）、18（日）
11：00～12：00
ハウスアップ（有）みのりや

対 不問 
場

師 笠井その美
定 4名

受付時間／10：00～18：00
定休日／水曜日

21
24時間全館冷暖房で省エネ・安全な住まい。
10万円で100万円の床暖房効果が実現で
きる方法を一級建築士が楽しくお教えしま
す!リフォームもマンションも大丈夫!

受付時間／9：30～12：00、19：00～21：00
定休日／日曜日（不定期）

米戸建築工房

☎ 03 -5315 -7158
南烏山4-23-4

10万円でできる床暖房
省エネ・健康・安全な住まい講座

11/   7（水） 9：30～11：00
11/17（土）13：30～15：00
米戸建築工房 対 不問 場 定 5名
筆記用具持 師 米戸誠治

22
以前に取り付けたままの方、お掃除したい
方。外し方・お手入れ方法お教えします。

インテリア イング（有）

☎ 03 -3300 -8123
南烏山5-12-9　1F

知ってますか?!
ブラインド・カーテンの外し方

インテリア イング（有）
対 不問 
場

師 樋野麻子
定 4名

受付時間／10：00～18：00
定休日／水曜日
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11/9（金）14：00～15：00
11/20（火）11：00～12：00

小さなトラブルから訴訟の準備まで。
ご相談ください。どんなご相談でもOK!
どの講座も毎年好評です!

受付時間／9：30～12：00、19：00～21：00
定休日／日曜日（不定期）

米戸建築工房

☎ 03 -5315 -7158
南烏山4-23-4

土地・建物の
トラブル解決法

米戸建築工房 対 不問 場 定 5名
筆記用具持 師 米戸誠治

11/10（土）13：30～15：00
11/21（水） 9：30～11：00

24

2割安く土地を買い、高性能で快適な住宅をコ
ストを抑えながら建てる方法をプロが伝授しま
す。マンションよりお得で資産価値も高いです。

受付時間／9：30～12：00、19：00～21：00
定休日／日曜日（不定期）

米戸建築工房

☎ 03 -5315 -7158
南烏山4-23-4

マンションより安く
戸建住宅を建てる方法!!

11/10（土） 9：30～11：00
11/28（水）13：30～15：00
米戸建築工房 対 不問 場 定 5名
筆記用具持 師 米戸誠治

25
いざという時に困らないために…。
ご葬儀マナーの「？」を解決しましょう。

（株）JA東京中央セレモニーセンター

☎ 03 -5315 -1717
北烏山3-5-6

今さら聞けない
「葬儀マナー」

11/12（月）
14：00～16：00

受付時間／10：00～17：00
定休日／なし

26

アグリタウン千歳烏山 3Fリアン
対 不問 

場
持 筆記用具 師 内田満紀子定 10名

土地を2割安く買う方法や20坪しか建
たない土地に30坪建てる方法をお教え
します!

受付時間／9：30～12：00、19：00～21：00
定休日／日曜日（不定期）

米戸建築工房

☎ 03 -5315 -7158
南烏山4-23-4

一級建築士が教える!
お得な土地の買い方講座

11/14（水）、17（土）
9：30～11：00
米戸建築工房 対 不問 場 定 5名
筆記用具持 師 米戸誠治

27
家庭の電気製品、設備の故障診断と直し
方。家電製品の上手な使い方などを教え
ます。

受付時間／10：00～20：00
定休日／第1・第3　水曜日

シグマ烏山

☎ 03 -3300 -2560
南烏山6-4-22

上手な電気の使い方と
故障診断

11/14（水）
15：00～16：30
シグマ烏山 対 不問 場

師 石田利夫
定 4名

28
最近よく耳にする“樹木葬”。なぜ今人気なのか？
お墓の継承者がいない。年間の管理料の負担等、
心配されていることをわかりやすく講義します。

セレモニーサポートセンター千歳烏山店

☎ 03 -6909 -0556
南烏山6-2-1　駅前ビル1F

一級葬祭ディレクターが教える
お墓はいらない!?樹木葬って?〜ゼロ葬〜

11/14（水）、18（日）
①10：00～11：00
②14：00～15：00
セレモニーサポートセンター千歳烏山店

対 不問 定
場
10名 師 遠藤耕治

受付時間／10：00～18：00
定休日／水曜日

29
どんな時に信託を利用するのか。家族間の
信託の仕組みについて説明いたします。

受付時間／9：00～17：00
定休日／土、日、祝日

世田谷信用金庫烏山支店

☎ 03 -3307 -8211
南烏山5-23-9

家族信託の勘どころ

11/14（水）、21（水）
15：30～16：10
世田谷信用金庫烏山支店 3F会議室

対 不問 
場

師 大沼信一　他定 5名

30

大切な財産を守るために、当金庫職員がわ
かりやすく「相続」についてお話いたします。

昭和信用金庫烏山支店 

☎ 03 -3300 -1361
南烏山4-12-7

信用金庫職員が教える
相続入門

11/14（水）、21（水）、28（水）
15：00～16：00
昭和信用金庫烏山支店

対 不問 
定場 5名

持 筆記用具 師 昭和信用金庫職員
受付時間／8：30～17：30
定休日／土、日、祝日

31
お札を数えることを札勘と言います。お札
が正確にかぞえられればかっこいいと思い
ませんか？当金庫職員が丁寧にお教えいた
します。

受付時間／9：00～17：00
定休日／土、日、祝日

世田谷信用金庫烏山支店

☎ 03 -3307 -8211
南烏山5-23-9

かんたん札勘講座

11/16（金）
16：00～17：00
世田谷信用金庫烏山支店 3F会議室

対 不問 
場

師 井上久美子　他定 5名

32
認知症と補聴器の関連性についてきこえと
補聴器のはなしQ&A

受付時間／10：00～20：00
定休日／第1・第3　水曜日

シグマ烏山

☎ 03 -3300 -2560
南烏山6-4-22

補聴器に関心を
お持ちの方の講座33

11/20（火）
15：00～16：30
シグマ烏山 対 不問 場

師 中村智志
定 4名

高齢者の暮らしに必要な知識を地域の相談窓
口が伝授します。最新のセキュリティを利用した
見守りのご紹介やコミュニケーションロボット
の活用方法などもご案内いたします。

セコム暮らしのパートナー

☎ 0120-807-756
杉並区久我山4-2-4-103

知って得する! 
老後の暮らし方34

11/21（水） 14：00～15：00

受付時間／24時間
定休日／なし

ダイヤ会館 4F
対 65歳以上 
場

師 岡田邦春
定 10名

「株式投資」ってむずかしそう...。株式投資に未
経験の方向けのセミナーです。楽しくわかりやす
くお話ししますので、安心してご参加ください。

SMBC日興証券（株）烏山支店

☎ 03 -5384 -7167
南烏山4-12-8

はじめての株式投資35

11/22（木）10：00～11：00
11/28（水）14：00～15：00

受付時間／9：00～15：30
定休日／土、日、祝日

SMBC日興証券（株）烏山支店
対 不問 

場
師 髙橋 澄定 10名

当店オリジナルのエンディングノートを
プレゼント! 何を書けばいいのか？まずは今
「自分を整理」することから始めましょう。

（株）JA東京中央セレモニーセンター

☎ 03 -5315 -1717
北烏山3-5-6

今の「自分を整理」
しませんか

11/24（土）
14：00～16：00
アグリタウン千歳烏山 3Fリアン

対 不問 
場

持 筆記用具 師 丹野浩成
受付時間／10：00～17：00
定休日／なし

36

定 10名

キレイ 健康 つくる まなぶ 料理まちゼミは「お客様・お店・地域」のみんながよくなる“三方良し”の心掛けで、店主やスタッフが講師となって専門知識やプロの技を基本無料でお教えする少人数制のミニ講座です。お気軽に参加してください。 場 開催場所 対 対象 ￥ 料金 持 持ち物 師 講師名定 定員


