
©志木いろは商店会／おぐまこうじ

お店の人が教えてくれる！得するゼミナールお店の人が教えてくれる！得するゼミナールお店の人が教えてくれる！得するゼミナール

カッピーとくとくゼミカッピーとくとくゼミカッピーとくとくゼミ
ゼミ実施期間：平成27年２月１日～２月28日

※各店によって実施日時は異なりますので、表★でチェック！

主催：志木市商工会　共催：志木市商店会連合会　後援：志木市

　志木市商工会では、会員店舗や事業所がそれぞれ持つ、得意な技を
生かし、お店の特長を知ってもらおうと得するゼミナール「カッピーとく
とくゼミ」の参加者を大募集中です!!
　これは、お店の店主や従業員などが講師となり、お店の専門知識や
プロのコツを無料（材料費は別）で教えてくれるミニ講座です。プロの
技を身近に学べて、近所のお店のことがよく分かり、さらに知り合いも
増えるのでお得倍増!!
　各店のご案内を参照のうえ、「カッピーとくとくゼミ」にふるってご参
加くださいね♪

★参加方法
　ご案内一覧（表）にある各店の電話番号へ1月14日（水）～直接お申し込みください。
　定員になり次第、受け付けが終了となりますので、お早めに！！
　会場は原則各店ですが、一部他の会場があります。場所など詳細についても各店へ
　直接　お問い合わせください（裏面の地図も参照）。
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受講料無料！

お申し込みは平成27年1月14日～開始

平成27年度税制改正について❸
上野税理士事務所
●講師　上野剛彦 ☎０４８－４７２－４８０２
店舗所在地／志木市館２－６－11－304Ａ

平成27年度の税制改正の重要ポイ
ントについて解説します。

　なし
　９：00～17：00　　土日祝際日
　なし
　なし

★開催日時
　　　　　２／７（土）　　10：00～11：30

楽しく土いじり！ 志木焼陶芸体験

●材料費　2,000円粘土代、焼成代（釉薬含む）

表の見方

11
うつわ荒井屋・陶芸教室いろは窯
●講師　荒井将仁 ☎０４８－４７１－０１５２

店舗所在地／志木市本町３－１－50
「器が出来るまで…」を、実際に作りな
がら、カンタンにレクチャー致します。
茶碗や湯呑、小鉢作りにチャレンジ！
　８名
　９：30～19：30　　月曜日
　エプロン・タオル・汚れても良い服装
　陶芸初心者

★開催日時
　 ２／１（日）、２／８（日）、２／１５（日）、２／２２（日）
　                   各回14：30～16：00

とくする時計とメガネのお話❽
いとう時計メガネ店
●講師　伊藤治資 ☎０４８－４７１－５６９１

店舗所在地／志木市柏町１－16－11
時計の電池交換と時計のランク
白内障の原因である紫外線対策

　４名
　8:00～18:00  　月曜日
　なし
　なし

★開催日時
　　　　２／10日（火） 　14：00～15：00

みんなで楽しむ健康テニス❼
みんなのテニス
●講師　丸山一隆 ☎０４８－４８５－６６６１

店舗所在地／志木市柏町４－３－18
①運動不足解消健康テニス
②子供の運動能力向上テニス
③60歳からの増々元気テニス
④今から始める女性の健康テニス
　10名
　10:00～16:00　　月曜日
　運動できる服装、シューズを着用してください
　①一般男女②小学生③60歳以上の男女④一般女性
★開催日時
　①２／１㈰、２／８㈰２／１５㈰、２／２２㈰　 14：00～15：00
　②２／６㈮、２／１３㈮、２／２７㈮　 16：00～17：00
　③２／５㈭、２／１２㈭、２／１９㈭　 12：30～13：30
　④２／５㈭、２／１２㈭、２／２６㈭　 10：30～11：30

健康姿勢バランス講座19
宗岡鍼灸接骨院
●講師　石川晶久 ☎０４８－４７６－８９１０

店舗所在地／志木市上宗岡２－17－19
体のバランスを取る仕組みを理解し
て、簡単なテストとバランスを整え
る体操を行います。
　５名
　9:00～20:00　 日曜・祝日
　動きやすい服装
　なし

★開催日時
          　２／19日（木） 　 10：00～11：00

焼き立てパンを食べよう❾
おうちcafe工房・教室
●講師　荒井尚子 ☎０８０－３０８８－２２５９

店舗所在地／志木市本町３－２－26
捏ねてある生地を使ってハムチーズパン
を作りましょう。自分で作った焼き立てパ
ンをその場で召し上がっていただきます。
　11：30～18：00　  
　１講座あたり２人１組×２組
　エプロン、タオル、スリッパ、持ち帰り用バック
　日・月曜日　　 なし
●材料費　２人で１，０００円
★開催日時
　　　　２／１１（水）　　11：00～12：30、
　　　　２／１１（水）　　13：00～14：30

火災保険・地震保険の上手な入り方18
㈲西武エースプランニング
●講師　西川和人 ☎048－471－1633

店舗所在地／志木市本町１－１－４
火災保険と地震保険はどう違う
の？ などあなたの素朴な疑問にお
答えします！
　６名
　10:00～17:00　　土日祝日
　なし
　なし　　

★開催日時　　　　　２／１０（火）  １３：３０～１４：３０
　　　　　２／１７（火）  １３：３０～１４：３０

暮らしがラクになる整理、収納セミナー❹
㈱ユープラン
●講師　社内女性スタッフ

☎０４８－４７４－８４９９

店舗所在地／志木市柏町５－４－36
スッキリしたいのに、部屋が片付か
ない！収納が足りない！そんな悩みを
解決する為、事例写真を見せながら、
収納術のヒントをお教えします。

★開催日時
　２／２０（金）、２／２１（土）　各回14：00～16：00

新聞づくりセミナー10
(有)ニュータイムス社
●講師　岩下隆 ☎０４８－４８６－６１３８

店舗所在地／志木市本町３－２－27
新聞はどうやって作られてるの？か
ら上手な文章の書き方、レイアウト
の工夫まで、学校の授業にも役立つ
新聞づくりのコツを身近に学べます。
　6名または親子３組
　10:00～17:00  　日曜祝日
　筆記用具
　小学４～６年生、その保護者（小学生のみ可） ●資料代 １００円

　10名
　9:00～17:00 　 　日曜日
　なし　　　　なし

★開催日時
　       ２／７（土）、２／２１（土）、２／２８（土）
　                 各回13：30～15：00

平成27年度税制改正について❸
上野税理士事務所
●講師　上野剛彦 ☎０４８－４７２－４８０２
店舗所在地／志木市館２－６－11 志木ニュータウン・ペアクレセント304Ａ
平成27年度の税制改正の重要ポイ
ントについて解説します。

　なし
　９：00～17：00　　土日祝日
　なし
　なし

★開催日時
　　　　　２／７（土）　　10：00～11：30

楽しいワインの選びかた12
(有)大坂屋本店
●講師　飯田富夫 ☎０４８－４７１－０１３０

店舗所在地／志木市本町１－６－５７
楽しい、ワインの選び方

　5名または１組
　10:00～19:00  　火・木曜日
　なし
　成人

★開催日時
　　　　　　  ２／１１（水）、２／１５（日）
　　　　　　　 各回15：00～16：00

履物のお手入れ方法、選び方15
（名）吉川履物店
●講師　吉川守 ☎０４８－４７１－１８３１

店舗所在地／志木市本町２－５－44
毎日、履く履物は時々磨いてあげる
だけでびっくりするほどキレイにな
るんですよ。草履、下駄の選び方
　3名
　10:00～18:00  　月曜日
　なし
　なし

★開催日時
                     　２／１２（木）、２／１８（水）
　                  各回13：30～14：30

和布で作る干支の羊とほおずき

●材料費　干支の羊 2,500円   ほうずき 1,500円

16
ギャラリー・スペースＭ
●講師　手塚治子 ☎０４８－４７４－８４８６

店舗所在地／志木市本町１－２－２
つるし飾りにもなる和布でつくる
今年の干支の羊とほうずきを選べます

　10名
　11：00～18：00　　　水曜日
　なし
　なし

★開催日時
　                 ２／９（月）、２／１９（木）
　                  各回11：00～12：30

足と靴の話❶
シューフィット・セキネ
●講師　関根孝夫 ☎０４８－４７５－０２２２
店舗所在地／志木市館２－７－１  ぺあもーる

★自分の足のサイズ（実際に足の計測とチェック）
★足のトラブル・外反母趾・膝関節痛等々
★靴選びのポイント
★正しい歩き方・その他質問
　6名
　10:30～19:00  　木曜日
　なし
　なし
★開催日時

おうちでできるペットの健康チェック（入門編）13
エリーどうぶつの病院
●講師　新宮（大熊）恵理子 ☎０４８－４２３－３６５６
店舗所在地／志木市本町３－１－64 高橋ビル１階
ワンちゃん猫ちゃんのお世話をお母
さん任せにしていませんか？この機
会に自分でもできるペットの健康チ
ェックの方法を学びましょう
　8名
　9:00～19:00  　水曜日 日祝午後
　筆記用具、デジカメ撮影は可、ペットの同伴は不可です
　市内在住の中学生、高校生
★開催日時
    　２／８（日）、２／１５（日）     14：00～15：30

お肉と内臓の勉強とその料理方法20
マルシンミート
●講師　青柳辰雄 ☎０４８－４７４－１２９８

店舗所在地／志木市上宗岡４－１－35
肉全般の部位と適した料理の勉強。
なかなか見られない色々な内臓の
勉強をしてもらいます。

豚肉の枝肉のおろし方、肉の見分方等17
肉の十八屋
●講師　中里喜治 ☎０４８－４74－3880

店舗所在地／志木市本町１－１－10
豚肉の各部位の名称とその部位を
料理するにあたりおいしく食べられ
る切り方と調理方法を教えます。
　3名または1組
　9:00～11:00  　日曜日
　なし
　なし

★開催日時
　              ２／６（金）　13：30～14：30

年金の事で疑問に思っている事はございませんか？14
川口信用金庫志木支店
●講師　愛川みさ ☎０４８－４７１－２５２５

店舗所在地／志木市本町２－５－40
①年金の損得
②働きながらもらう年金
③将来もらえる年金
④質疑応答
　10名
　9:00～17:00  　土日祝日
　ねんきん定期便、裁定請求書、年金手帳、
　年金証書、ご印鑑（シャチハタ以外）、その他年金に関するハガキ等
★開催日時
             　２／２０（金）     ９：30～11：00

緑化のすすめ part１“冬の寄植え”

●材料費　1,500円

❺
ガーデンすざき（須﨑建材工業㈱）
●講師　樋口　美津江 ☎０４８－４５８－２４１１

店舗所在地／朝霞市上内間木700－７
緑が果たす多様な役割とお庭作り
のお話をしながら、冬のエレガント
な寄植えを楽しみます。
　10名
　8：00～17：00　　日曜・第2土曜
　なし
　なし　
●材料費  1,000円    ●志木市民会館パルシティ２０２号室
★開催日時
　　　 ２／１７（火）　　１０：３０～１２：００
　　　 ２／１７（火）　　１４：００～１５：３０

春のテーブルデコレーション❻
花便りサンクス三上
●講師　渋谷みね子（マミフラワーデザインスクール講師）

☎０４８－４７３－７５３１

店舗所在地／志木市本町５－10－16
“もっと身近に。もっと気軽に。お花
を楽しみませんか”春のお花でパス
テルカラーのテーブルの花をアレン
ジいたします。
　10名
　10:30～18:00  　月曜日
　はさみ・筆記用具 　なし

★開催日時
　　２／７（土）、２／１４（土）   10：30～12：00

認知症で悩まないために ～「認知症」は予防できる～❷
志木サテライトオフィス・ビジネスセンター
●講師　柴田郁夫 他 ☎０４８－４７６－４６００
店舗所在地／志木市館２－５－２　鹿島ビル４Ｆ
物忘れや名前のど忘れ、「軽度認知
障害（ＭＣＩ）」に対処する脳年齢若返
り法を伝授。脳機能の測定も可。個
別の対応策をお教えします。
　脳活フィットネスパーク（志木サテライトオフィス内）
   5名　   9:30～17:00
　土・日曜日   　筆記具   　なし
★開催日時　＜お電話にて要予約＞

ゼミタイトル
店舗名
講師名
電話番号
所在地
講演内容
　定員
　受付時間
　定休日
　持ち物
　対象
●その他
★開催日時

定
受
休
持
対

詳しくは各店舗へお問い合わせ
ください

２／１㈰11：00～12：00、２／２㈪14：00～15：00、２／３㈫10：00～11：00、
２／６㈮15：00～16：00、２／７㈯12：30～13：30、２／１１㈬10：30～11：30、
２／１４㈯13：00～14：00、２／１５㈰15：00～16：00、２／２５（水）10：30～11：30

　5名
　10:00～20:00　   日曜日
　なし
　なし　

★開催日時
          　２／18日（水） 　 17：00～18：00

２／３（火）、２／１０（火）、２／１７（火）
各回14：00～15：30

※各店の場所は裏面の地図をご覧ください。
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