2017年1月30日号

春風にのってわたしの新学期スタート！！

春号

コープみらいカルチャー 千葉エリア係

カルチャー 受講生
募集

（4月〜6月）

短期講座
NEW

（縦3.5×横4.5×高さ6ｃｍ） ●講座番号 Ｃ3064
●講座番号 Ｃ3071
●講師名 春井 祐子
●講師名 吉田 恵美子
●日程 6月13日(火）10：30〜12：00
●日程 6月1日(木）10：30〜12：30
●受講料 1,620円 ●回数 1回 ●材料費 1,000円
●受講料 1,620円 ●回数 1回 ●材料費 500円 （フォトフレーム縦18×横13.5ｃｍ カード10.2×10.2ｃｍ）

番号 ③組合員コード FAX送信後はお電話にて着信確認をお願いします。

※受講料は3月17日
（金）
までにお振り込みください。

コープみらい組合員とそのご家族
（組合員でない方は加入をお願いします）
。

申し込み方法 電話、はがき、FAX、ホームページ、携帯にて次の項目をお知らせください。

通常講座

千葉市中央区新田町36-15 千葉テックビル4F

癒やしの中国茶体験
〜花茶〜
春は優しい香りの
花 茶 を 楽し みま
しょう。

探し物をしない
収納方法をお伝
えします。
●講座番号 Ｃ3067
●講師名 青山 美香
●日程 4月20日(木）10：00〜12：00
●受講料 1,620円 ●回数 1回

植野朋子アイシング講座

大人のBeads

利用対象

3月3日（金）17時まで

コープみらいカルチャー

青山美香の
くらしの整理術
リビング編

フレームとイーゼルカードを
作ります。父の日のプレゼン
トにも最適です。

粘土をこねて、初心者の方
でも簡単に作れます。

9時〜17時（土・日・祝日休み） FAX 043-301-6683

コーププラザ千葉会場

ペーパークラフト
紫陽花のフレーム＆カード

携帯はこちらから

TEL 0120-301-183
ホームページは

①ご希望の講座番号・講座名・日時 ②名前
（ふりがな）
、郵便番号、住所、電話

※締め切り後、詳しい
「受講のご案内」
を郵送します。
※申し込みが定員を超えた場合は抽選とします
（結果は全て郵送にてお知らせします）
。
締め切り後、定員に達していない場合は、申し込みを受け付けます。
※受講日が変更になる場合があります。受講日をご確認ください。
※材料費は、変更する場合があります。ご了承ください。
※受講料・材料費は、税込み表示です。

申し込み締め切り

〒260-0027 千葉市中央区新田町36-15 千葉テックビル4F

千葉エリア

2017年

クレイアート
ギフトＢＯＸの
メモスタンド

申し込み・問い合わせ

2017年1月30日号

●講座番号 Ｃ3068
●講師名 柏木 麻里子
●日程 6月1日(木）10：30〜12：00
●受講料 1,620円 ●回数 1回
●材料費 300円

家族の大切なイベントに合わせてデザインしました。プレゼントにも最適です。
●講師名 植野 朋子 ●受講料 各1,620円 ●回数 各1回

（全長45cm）

純銀粘土で作ってみましょう。
●講座番号 Ｃ3002
●講師名 岩根 恵子
●日程 6月16日(金）10：30〜12：30
●受講料 1,620円
●回数 1回 ●材料費 3,000円

ＬＯＶＥ

ＩＬＯＶＥ

竹ビーズをビーズ
ＴＯＹＢＯＸ
ＭＯＭ
ＰＡＰＡ
（全長43〜45ｃｍ）
ステッチの技法で
●講座番号 Ｃ3044
●講座番号 Ｃ3045
●講座番号 Ｃ3046
編んでみませんか。
●日程 4月4日
（火）10：00〜12：30
●日程 5月9日(火）10：00〜12：30
●日程 6月13日(火）10：00〜12：30
●講座番号 Ｃ3016
●材料費 1,000円
●材料費 1,000円
●材料費 800円
●講師名 あらい はるみ
かづきれいこメイク講座 ●講師名 REIKO KAZKI専属講師 中山 玉栄 ●受講料 各3,240円 ●回数 各1回
●日程 4月25日(火）10:30〜12：30
●受講料 1,620円
若々しく、
マイナス5歳！
美肌ベースメイク
優しい顔に見せる眉、
たるみ・ほうれい線対策
●回数 1回 ●材料費 1,300円
講座

レッスン

季節のリース

気になるたるみ、ほうれい
線を一気に目立たなく、5
歳若返った印象に！

母の日に贈る春の草花で作るナチュラル
リースです。
●講座番号 Ｃ3050
●講師名 宇田川 雅子
●日程 4月20日(木）10：30〜12：30
●受講料 1,620円
●回数 1回 ●材料費 2,000円

3講座受講の方は粗品進呈

スマートフォン講座

（直径20ｃｍ）

おうちdeワイン講座
おいしいワインの選び方や楽しみ方をアドバイス
します。簡単なおつまみ付です。
●講座番号 Ｃ4014
●講師名 コープネット酒類販売㈱ 三俣 和彦
●日程 5月26日(金）15：00〜17：00
●受講料 2,000円 ●回数 1回

●講座番号 Ｃ3005
●日程 4月17日(月）
10：00〜12：00

目元、口元講座

肌に透明感を与え
若々しいツヤ肌を手
に入れてみませんか。

ナチュラルなのに、華や
かな印象になるテクニッ
クを学びませんか。

●講座番号 Ｃ3035
●日程 5月22日(月）
10：00〜12：00

●講師名 小倉 義文
（ドコモショップ） ●受講料 各1,080円

●講座番号 Ｃ3036
●日程 6月19日(月）
10：00〜12：00
●回数 各1回

安全・安心スマホデビュー

中級編

アプリ編

ル ー ル・マ ナ ー・セ キュリ
ティー等注意する項目を学
べる講座です。携帯持参(他
社 の 携 帯 可 。貸し出し有）
iPhone不可。
●講座番号 Ｃ3009
●日程 4月6日(木）
10：00〜12：00

アプリを使いこなそう。
地図やナビなどのダウン
ロードを学びましょう。携
帯持参(他社の携帯可。
貸し出し有）
iPhone可。
●講座番号 Ｃ3010
●日程 4月20日(木）
10：00〜12：00

アプリ・ラインを使いこなそ
う。ダウンロードや写真加工・
地図ナビを体験できます。携
帯持参(他社の携帯可。貸し
出し有）
iPhone可。
●講座番号 Ｃ3023
●日程 5月11日(木）
10：00〜12：00

※注意事項 「おうちdeワイン講座」
はティスティング
（飲酒）
が伴うため自動車・自動二輪車・原動機付自転車・自転車でのご来館は固くお断りします。また未成年者の参加はできません。

短期講座
おうちde
ワイン講座

初めての楽しいフラ！

●講師名 野菜ソムリエコミュニティちば ●受講料 各1,620円

イングリッシュマフィンと
4月の野菜料理

●講座番号 Ｔ4002
●講師名 コープネット酒類販売㈱ 三俣 和彦
●日程 6月17日(土）14：00〜16：00
●受講料 2,000円 ●回数 1回

型がなくてもOK！
朝にピッタリなおうちパン。
●講座番号 Ｔ3001
●日程 4月1日(土) 10：30〜13：00

料理でアジアを旅しましょう
●講師名 小川 智代
●受講料 各1,620円
●回数 各1回
●材料費 各1,500円

炒め方にコツあり！
●講座番号 Ｔ3004
●日程 4月15日(土）10：00〜12：30

ライスペーパーの戻し方にコツあり！
●講座番号 Ｔ3005
●日程 5月20日
（土）10：00〜12：30

★失敗なし！グリーンカレー
★ヤムウンセン タイの春雨サラダ
★ココナツ汁粉
ココナツミルクとあんこのハーモニー

メニュー

〜気軽に
ベトナム風ごはん〜

メニュー

〜気軽にタイ風ごはん〜

★たれが絶品！生春巻き
★エスニックなそぼろごはん
★豚肉とじゃがいものエスニック風煮物
★黒胡麻のデザート

NEW

託児有
笑顔のフラ！

●講座番号 Ｃ1004
●講師名 福澤 美智
●日程 第2・4水曜
14：00〜15：30
●受講料 9,720円 ●回数 6回

受講したいけれど
迷っている方、体験してみませんか。
●講座番号 Ｃ3029
●日程 4月6日 10：00〜11：30
●受講料 1,620円 ●回数 1回

「こいのぼり」
「 七夕」簡単
アップリケと刺しゅうで作
る立体タペストリーです。
●講座番号 Ｃ1006
●日程 第１・3木曜 10：30〜12：30
5/4は5/11、5/18は5/25に変更
●受講料 9,720円 ●回数 6回
●材料費 各2,000円

おくむらすみの布クラフト教室
使える
布クラフト教室

カマンベールノアと
5月の野菜料理

白パンと
6月の野菜料理

三角形がかわいいカマ
ンベールノア。クルミ
を混ぜ込み、香ばしさ
をプラス！

ふんわりもちもち、ど
んなお料理にも相性
ぴったりのシンプル
なパンを作ります。

●講座番号 Ｔ3002
●日程 5月6日
（土）10：30〜13：00

●講座番号 Ｔ3003
●日程 6月3日(土) 10：30〜13：00

植野朋子のお菓子教室 おひとり様スイーツ

初心者でも大丈夫
全工程をひとりひとりが作ります。
●講師名 植野 朋子 ●受講料 各1,620円 ●回数 各1回 ●材料費 各700円

「携帯座布団」
「携帯小物トレイ」
「カードケース」
を作ります。
●講座番号 Ｃ1026
●日程 第１・3木曜 14：00〜16：00
5/4は5/11、5/18は5/25に変更
●受講料 9,720円 ●回数 6回
●材料費 1,200円〜2,500円

苺のティラミス

抹茶クリームのクレープ茶巾包み ブルーベリーショートケーキ
クレープは焼き方が大切です！

クリームの塗り方をマスターします。

●講座番号 Ｔ3007
●日程 4月15日(土）
15：00〜16：30

●講座番号 Ｔ3008
●日程 5月20日
（土）
15：00〜16：30

●講座番号 Ｔ3009
●日程 6月17日
（土）
15：00〜16：30

これからの季節にピッタリ！
ふくろとじで布の日傘を作ります。

はじめてのチョークアート

1日入門講座
気軽に参加していただけます。
母の日のプレゼントに最適です。

黒いチョークボードに、
色鮮やかなお花・動物・
食品などを描きます。

●講座番号 Ｃ1009
●日程 第2・4金曜
10：30〜12：30
●受講料 9,720円 ●回数 6回
●材料費 1,000円〜2,500円

●講座番号 Ｃ3028
●日程 4月28日
10：15〜12：45
●受講料 1,620円 ●回数 1回
（縦15×横11cm）
●材料費 800円

●講座番号 Ｃ1035
●日程 第3火曜 10：00〜12：30
5/16は5/23に変更
●受講料 4,860円 ●回数 3回
●材料費 1,000円〜

トルコ手芸教室

（中級編）

●講座番号 Ｃ1030
●日程 第1金曜
13：30〜15：30
5/5は5/12に変更
●材料費 400円〜600円

実用ペン習字
教室

●講座番号 Ｃ1034
●日程 第4火曜 13：30〜15：30
●受講料 4,860円 ●回数 3回
●材料費 1,000円〜

●講師名 遠井 博子

1日入門講座

（イメージ）

（縦17.5×横12.5cm）
●講座番号 Ｃ3065
●日程 4月18日 10：00〜12：00
●受講料 1,620円 ●回数 1回
●材料費 1,000円

●講師名 Ｔ-ｂｏｎｅＴｏｓｈ
ｉ

1日入門講座

牛革を｢サドルステッ
チ」技 法の手 縫いで
仕上げます。

（初級編）

●講座番号 Ｃ1025
●日程 第1金曜
10：30〜12：30
5/5は5/12に変更
●材料費 400円〜600円

初心者向けの講座です。
パスケースを作ります。
（イメージ）

●講座番号 Ｃ3052
●日程 5月9日
（火）13：30〜15：30
●受講料 1,620円 ●回数 1回
●材料費 1,500円

ニットハウス

NEW
町永 里美の
クラフトバンド
輪編みの基本講座

手 編 みをはじめ
自分に似合う色を
見つけて着こなし
の コ ツ を 知 りま
しょう。

次回予定は
●講座番号 Ｃ1002
2018年度
●講師名 上野 由美子
●日程 火曜日①5/23②5/30③6/6
④6/13⑤6/27 10：00〜12：00
●受講料 8,100円 ●回数 5回
●材料費 初回2,000円

カリグラフィー
入門

●講座番号 Ｃ1017
●講師名 丹澤 和子
●日程 第１月曜
13：30〜15：00
●受講料 6,480円 ●回数 3回
●材料費 新規初回3,000円

楽しく上手に
かけるコツを
教えます。
●講座番号 Ｃ1008
●講師名 芝田 尚泉
●日程 第2・3水曜 10：00〜12：00
5/17は5/24に変更
●受講料 9,720円 ●回数 6回
●材料費 初回1,000円

てみませんか。
「編みたいものが
編めたら」のお手
伝いをします。
●講座番号 Ｃ1012
●講師名 西村 恵子
●日程 第3火曜 10：30〜12：30
5/16は5/23に変更
●受講料 6,480円 ●回数 3回
●材料費 初回2,000円程度

千葉都市
モノレールの
車内アナウンス
等で活躍されて
います。

楽しい朗読教室
〜伝える力アップ〜
話すのが苦手な方も、声を出すこと
から始めましょう。
●講座番号 Ｃ1033
●講師名 西村 文江
●日程 第2水曜 10：00〜12：00
●受講料 4,860円 ●回数 3回

Mitsukoの華ワイヤークラフト
ミニチュアシリーズ
カラフルなワイヤーを使ってパーツを
作り、組み立てます。
●講座番号 Ｃ1028
●講師名 小内 充子
●日程 第2火曜 10：30〜12：30
●受講料 4,860円 ●回数 3回
●材料費 1,000円〜2,000円

はじめての
水彩とパステル

季節を楽しみながら、手がきの心を
贈りましょう。

初心者向けの絵画
教室です。少人数
で個々にご指導し
ます。

●講座番号 Ｃ1013
●講師名 天野 さち子
●日程 第2水曜 13：30〜15：30
●受講料 4,860円 ●回数 3回
●材料費 初回300円

●講座番号 Ｃ1019
●講師名 三笠 晃裕
●日程 第2・4水曜 13：30〜15：30
●受講料 9,720円
●回数 6回 ●材料費 初回900円

楽しくかこう絵手紙の会

初心者向けのクラスです。しなやかで
美しい姿勢を目指しましょう。
●講座番号 Ｃ1037
●講師名 こばやし ゆか
●日程 第2・4火曜 10：30〜11：30
6/13は6/6に変更
●受講料 9,720円 ●回数 6回

受講したいけれど迷ってい
る方、体験してみませんか。

本格レザークラフト

トルコの紅茶チャイとおしゃべりを ●講師名 岩原 ゆりこ
楽しみながら可憐な花やアクセサ ●受講料 各4,860円
●回数 各3回
リーを作ります。

はじめてのピラティス

天然石やパールを使用した
大人のアクセサリーです。
●講座番号 Ｃ1010
●講師名 澤山 はるこ
●日程 第3水曜 10：00〜12：00
5/17は5/24に変更
●受講料 4,860円 ●回数 3回
●材料費 1作品4,000円〜5,000円

●講座番号 Ｃ3033
●日程 火曜日
①4月11日 ②4月25日
10：30〜12：30
●受講料 3,240円 ●回数 2回
●材料費 5,000円

グラスアート
「おしゃれ雑貨倶楽部」 ●講師名 関 美江

託児有
1回1,080円

Ｓｐ
ｉ
ｃａアクセサリー
レッスン

日傘を作ろう！

ステンドグラスの
雰囲気が楽しめる
クラフトです。

初心者・経験者・
個 人 の ペ ース 、
目的に合わせた
レッスンです。

おいしい秘訣は苺ソース作り。

●講座番号 Ｃ1005
●講師名 Ｋａｕ
ｌ
ｕｎｏｈｅａＴａｋａｋｏ
●日程 第１・3火曜 13：30〜15：00
5/16は5/23に変更
●受講料 9,720円 ●回数 6回
●材料費 初回のみ300円

NEW

1回1,080円

●講座番号 Ｃ1036
●講師名
Ｋａｕ
ｌ
ｕｎｏｈｅａＴａｋａｋｏ
●日程 第１・3金曜
10：30〜12：00
5/5は5/26、
5/19は6/30に変更
●受講料 9,720円
●回数 6回
●材料費 初回のみ300円

●講師名 布クラフト作家 おくむら すみ

「おいしく見える写真の撮り方」
もお伝えします。

●回数 各1回 ●材料費 各1,000円

幅広い年齢の方々が楽しくレッスン
しています。

ベーシック・ヨガ
ヨガで美しく健康になりましょう。

1日入門講座

パーソナル
カラーレッスン

松戸市中根長津町12

野菜ソムリエの料理教室 白神こだま酵母で作るおうちパンと季節の野菜料理

おいしいワインの
選び方や楽しみ方
をアドバイスしま
す。簡単なおつま
み付です。

NEW 智代さんとアジアン料理
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コーププラザ東葛会場

千葉市中央区新田町36-15 千葉テックビル4F

初 級 者 クラス の 楽しい
レッスンです。

ゴムバンド等を使って骨のゆがみ
を調整する体操をします。
●講座番号 Ｃ1003
●講師名 髙橋 恵美
●日程 第１・3木曜 10：00〜11：30
5/4は5/11、5/18は5/25に変更
●受講料 9,720円 ●回数 6回

飾れる布クラフト教室
アートクレイシルバーで造る
純銀アクセサリー
〜お花のネックレス〜

コーププラザ千葉会場

誰でもできる♪
骨盤調整体操

（高25×横24×奥行13.5cm）

かご、バッグの2作品を作ります。
アクセントはお好みのカラーで。
●講座番号 Ｃ1038
●講師名 町永 里美
●日程 木曜日①4月27日②5月11日
③5月25日 10:30〜12：30
●受講料 4,860円 ●回数 3回
●材料費 1,300円〜2,500円

誰でも描ける！
パステルアート
美しい 色 の パステ
ルと型紙を使って指
で描くアートです。
●講座番号 Ｃ1015
●講師名 上野 由美子
●日程 第3火曜 10：30〜12：00
5/16は5/9に変更
●受講料 4,860円 ●回数 3回
●材料費 新規初回3,000円

ちばインフォメーションの誌面で募集している催し物、講座のお申し込みの際にお預かりした個人情報は、お申し込みの受付、詳しい資料やご案内の送付、必要なご連絡のために使わせていただきます。
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