30

高額のコーヒーって美味しいの？
8/7[水]

19:30〜21:00

材料費 1000円

コーヒーと喫茶店の楽しみ方
ゼミ説明

8/3[土],10[土]

コーヒーの選び方から器具の選

8/22[木]

します。老舗喫茶店から、最新

19:00〜20:00
16:00〜17:00

8/29[木]
14:00〜15:00

び方、おいしい飲み方をお教え
トレンドの店の楽しみ方を紹介
します。

予 サトリ珈琲店
約
受
付 9:00～19:00

03-3918-1338

刀で彫る感覚を体験します。

北区神谷2-40-8
定休日：土日

03-3907-7811
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13:00〜14:00

定

03-5980-8410

キッズOK

お菓子作りと英語に興味がある方向け
北区西ケ原1-27-34
定休日：木曜日

持ち物：エプロン
北区神谷2-31-11
定休日：木曜･日曜以外

13:00〜14:15／
15:00〜16:15

員 ５名

10:00〜10:30／
11:00〜11:30
定

員 各12組 小学生と保護者

材料費 500円

キッズOK
北区桐ケ丘2-11-36
桐ヶ丘ケルトハウス1F
定休日：火曜日
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10:00〜11:00

員 ６名

03-6320-9585

13:00〜14:00／
15:00〜16:00

員 ４名 20歳以上の方

材料費 300円（材料代）

定休日：日曜日

北区志茂3-22-1
定休日：土日･祝日

ゼミ説明
スズキの畳は、丈夫で美しさ
の中に力強さのあるい草を使
用しています。残留農薬０で
お肌に触れても安全な素材で
す。そのい草のチップを枕の
中に詰めてもらい、口を糸で
縫い閉じていただきます。

予 鈴木畳店
約
受
付 8:00～19:00

03-3900-7381

8/1[木]
8/8[木]

11:00〜12:00

定

北区赤羽西1-35-3
定休日：日祝

リボンを使ってストラップ作り♪

員 5名 手作りするのが好きな方

材料費 500円

北区浮間3-1-40-201

産後1か月以降のママ向け

もう手放せない！
和室でゴロ寝用い草枕作り
8/23[金]

定

ゼミ説明
9月16日は敬老の日。クレイ
（粘土）を使ってお子さまの
手形足形を取り、お花やビー
ズを使って素敵なアートに仕
上げます。おじいちゃんおば
あちゃんへの世界に一つだけ
のプレゼントを贈ろう！
キッズOK

予 ほっこり〜の志茂店
約
受
付 10:30～15:30 土日、祝日を除く

ゼミ説明
夏休みに親子で研究したい小
学生集まれー！
つかめる水を使って、人工い
くらを作ります。色を混ぜて
青や黄色や緑など、自分だけ
のいくらを作ってみてくださ
い。
キッズOK

8/19[月]
9/9[月]

定
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アロマペンダントを作ろう！

パン(生け花)を取り入れてみ
ませんか？(店舗と会場は異
なります)

ゼミ説明
お好きな2色のリボンを選ん
であなただけのオリジナルの
作品を作りませんか？初めて
の方でも丁寧に教えます。夏
休みの自由研究にもおすすめ
です！
キッズOK

予 パッケージプラザイガラシ（株式会社五十嵐商会）
約
北区東十条5-5-13
受
付 9:00～18:30 土曜のみ14時まで（定休日を除く） 定休日：日曜･祝祭日

03-3903-4131
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楽しく作ろう！オリジナルデコルーペ！
8/24[土]
9/7[土]

ゼミ説明
アロマでリラクゼーション体
験！

16:00〜17:00

お好きな香りをペンダントにし
てお持ち帰りいただきます。

ゼミ説明
作業は簡単で楽しくできます！
30分位の作業です。ピンセッ
トとボンドを使って、ミニルー
ペを自由にデコレーションしま
しょう！

定

員 4名

材料費 1000円（ペンダントトップ･革紐代）

定休日：正月５日

定休日：日祝

03-5916-7166

ゼミ説明

北区十条仲原1-25-16

北区赤羽西1-35-3

予 ヒーローズ北赤羽校
約
受
付 平日14:00～22:00 土曜13:00～18:00

手頃な材料を使って気軽に楽
しめます。日常にクールジャ

会場：十条銀座商店街事務所
(十条仲原1-4-8)

かりやすくお伝えします。
ミニ畳作りは数十種類の材料
と２種類のサイズから選べま
す。世界で一枚のオリジナル
ミニ畳を作りませんか？

8/7[水]
8/16[金]
8/24[土]

10:30〜12:00
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親子で研究！
人工いくらを作ってみよう

ゼミ説明

8/7[水]
8/20[火]
9/3[火]

ゼミ説明

03-3900-7381

1枚の紙から無限の世界が拡
がる折り紙。ゆったりとした

敬老の日に贈ろう
〜クレイ手形アート作り

畳のお手入れ方法とトラブル
対処法などを、職人目線で分

予 鈴木畳店
約
受
付 8:00～19:00
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雰囲気のカフェで、おいしい
珈琲などを飲みながら、折り
紙の 世界で 遊んで みま せん
か？

産後1か月以降のママから
未就学児のママ向け
北区志茂3-22-1
定休日：土日･祝日

プロが教える畳のお手入れと
ミニ畳作り体験
8/3[土]
8/24[土]

36

材料費 1200円

キッズOK

材料費 なし

員 ５名

03-5924-1721

38

定
キッズOK

材料費 500円（花代）
予 十条はなしょう
約
受
付 10:00～19:00

予 cocofulu cafe
約
受
付 14:30～17:30

ゼミ説明
かわいいクマやウサギの形をし
た癒しの香りのバスボム作り。
親子で楽しく夏の思い出を作り
ませんか？おうちでも簡単に作
れる方法もご紹介します。楽し
く作った後は参加者同士の交流
タイム！

03-6320-9585

だけます。

ペットボトルを使って生け花
8/27[火]
9/3[火]

北区滝野川7-28-8

定休日：第2、第4水曜日

予 ほっこり〜の志茂店
約
受
付 10:30～15:30 土日、祝日を除く

ます。どなたでもお楽しみいた

おりがみ好き集まれ〜 !!

予 カフェマッカラン
約
受
付 11:00～18:00

員 ６名

す。作品はお持ち帰りいただけ

080-5403-9927

員 ４名 小学生以上の方

定

ゼミ説明

もくもく

材料費 500円（折り紙、お茶代）

10:30〜11:30

木版画家の作品の刷りに挑戦で

員 ３名 中学生以上

定

8/2[金]
8/9[金]
8/30[金]

材料費 300円

多色木版画を刷ってみよう！

14:30〜15:30

時間を過ごしましょう！

員 ５名

材料費 2000円（材料･教材費･ドリンク込）

親子で作ろう！アロマバスボム作り

れ。また制作途中の仏像を彫刻

03-5939-4430

8/12[月]
8/19[月]
8/26[月]

語でおやつタイム。皆で楽しい

北区をもっと知りましょう。

ます。仏像彫刻を始める前の準

予 彫刻刀のお店カービー 道刃物工業㈱
約
受
付 10:00～16:00
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定

つくる
Make

ゼミ説明

材料費 100円（資料代）

予 木版画スタジオ
約
受
付 10:00～16:30

サポートあり）、作った後は英

作ったり
体験するゼミ

木彫りの仏像彫刻制作について

備段階から完成に至るまでの流

材料費 500円 和紙等画材代

英語で進めていきます（日本語

11:00〜12:30
13:30〜15:00

せんか。

03-3916-0495
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9/7[土]

10:00〜11:30

ながら味わいの違いを楽しみま

定休日：木曜日

の基礎的な技法を仏師が伝授し

8/11[日]
8/18[日]
9/1[日]

お菓子を作ります。レッスンは

8/14[水]

産されています。お茶を楽しみ

予 茶の丸美屋
約
受
付 10:00～18:00 定休日を除く

北区滝野川1-61-13

14:00〜15:00

員 ４名 18歳以上

英語でワイワイお話をしながら

作品を作ることができます。体験を通して

仏像彫刻の技法★基礎を知る

10:30〜11:30

ゼミ説明

11:00〜12:30
13:30〜15:00

でも味わいの違うお茶が多く生

員 4名 日本茶に興味のある方

夜の部アリ

8/27[火]
9/5[木]

8/13[火]

ゼミ説明

北区の様々なお仕事を体験し、自分だけの

員 各６名

材料費 無料

定

14:00〜15:00

英語でお菓子作り

日本茶の代表産地である静岡県

材料費 500円（お茶･資料代）

ブラックコーヒーを美味しく飲める方向け
北区滝野川7-28-10
定休日：水曜日

10:00〜11:00
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9/7[土]

ヒーの薀蓄付き。

8/1[木],8[木]

定

10:30〜11:30

類の飲み比べ。店主のコー

夜の部アリ

03-5974-1116
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8/18[日]

条件の違うコーヒー6～7種

定

予 かふぇさくら
約
受
付 10:00～19:00

定

14:00〜15:00

ー、焙煎の深浅、産地等の

員 各9名

33

8/2[金]

高いコーヒー、安いコーヒ

8/9[金],
10[土],11[日]

32

日本茶を楽しむ

ゼミ説明

10:30〜12:00
13:00〜14:30
19:30〜21:00

定

31

予 大人の小学校
約
受
付 10:00～17:00

090-6130-2640

定

員 3名 小学生以上の方

材料費 無料

キッズOK
北区十条仲原1-13-8
定休日：土曜･日曜

キッズOK

予 レンズ屋虫メガネ(東京セイル株式会社)
約
受
付 10:00～18:00

03-3905-0121

北区王子本町2-10-8
定休日：日曜日

