とく
とく

お店の人が教えてくれる！得するゼミナール

志

木

※各店によって実施日時は異なりますので、一覧表の★でチェック！

受講料無料！

お申し込みは平成２８年１月１２日（火）〜開始

参加方法

主催：志木市商工会 共催：志木市商店会連合会 後援：志木市

表の見方
❸

とくとく相続セミナー

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
相続に関する基礎知識と、遺言や成年
後見制度、家族信託を利用した対策に
ついてお話しさせていただきます。
6名
９：00〜17：00
なし
なし
★開催日時

土日祝日

２／２８
（日） 14：00〜15：00

詳しくは各店舗へお問い合わせ
ください

❸

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

とくとく相続セミナー

❶ 足のゆがみを補正する「インソール」 ❷
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
自分の足のチェック、外反母趾、膝痛
、姿勢等の有無。インソールを装着し
た時の効果の確認。
ドイツ靴の特長、
考え方、
デザインでなく機能の話。
４名
11：00〜19：00
木曜日
なし
なし
★開催日時

相続に関する基礎知識と、遺言や成年
後見制度、家族信託を利用した対策に
ついてお話しさせていただきます。

お掃除のプロが、
１００円ショップやホームセンターで
売っている物でカンタンにキレイになる方法をお教え
いたします。
㈱ユープラン １階
10名
9:00〜17:00
無休
なし
なし

★開催日時

土日・祝日

２／２８
（日） 14：00〜15：00

講師 柴田郁夫、鈴木和雄、三宅照一 ☎０４８−４７3−0655
店舗所在地／志木市館２−５−２ 鹿島ビル４Ｆ
（サミットの上）
培ったノウハウや経験を、地域
貢献の仕事につなげましょう！
『ビジネス助っ人隊 』での実例
がわかり、自分にあった仕事や
収入が見つかるかも。
５名
10：00〜17：00
土・日曜日
筆記具
なし
★開催日時

❹ プロが教えるカンタンお掃除セミナー ❺
㈲村田商会

6名
９：00〜17：00
なし
なし

NPO法人東上まちづくりフォーラム

２／１０
（水）、
２／１４
（日）、
２／２７
（土）
14：00〜16：00

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

●講師

村田敬吾
☎０４８−４７２−６４５１
店舗所在地／志木市柏町４−２−２１

★開催日時

生涯現役！地域で副収入を得る方法

２／２０
（土） 10：00〜11：30

２／３
（水）14：00〜15：00
２／１１
（木・祝）10：30〜11：30
２／２６
（金）10：30〜11：30

それぞれのレベルで楽しむテニス

テニススクール

みんなのテニス

●講師 みんなのテニスコーチングスタッフ ☎０４８−４８５−６６６１
店舗所在地／志木市柏町４−３−１８
初心者テニス教室
小中高生テニス教室
経験者のダブルスを楽しむ会

年齢・レベルで選べる楽しむテニス
わんぱくテニス
中・高生テニス
ソシアルテニス①
（平日）
ソシアルテニス②
（土日）

★開催日時

2/3､10､17､24(水) 10:40 12:10
2/2､9､16､23(火) 9:00 10:30
2/5､12､19､26(金) 9:00 10:30
2月(火〜金) 16:30 17:30
2月(火〜金) 17:30 19:00

10名 or 16名
10：00〜18：00
月曜日 なし
テニスラケット、テニスシューズ
（お持ちでない方はお貸しします）
2/2､9､16､23(火) 14:00 16:30
2/4､11､18､25(木) 14:00 16:30
2/7､21(日) 14:00 17:00
2/13､27(土) 14:00 17:00

第２回ゼミナール特集

ご案内一覧表（表と裏面）にある各店へ１月１２日（火）〜電話で直接お申し込みください。
定員になり次第、受付が終了となりますのでお早めに！
！ 会場は原則各店ですので、裏面の地図でご確認く
ださい。持ち物や材料費など詳細は、お店へ直接お問合せください。

●講師 熊澤 健
☎０４８−４２３−７７３７
店舗所在地／志木市柏町４−５−１ ２B
知っていますか？大学入試が大きく変わること。どう変
わるの？何をしたらいいの？大丈夫。わかりやすく話し
ます。ご気軽に来てくださいね。

！
！

10名
14：00〜16：00
日曜・祝日
筆記具
中学1年生以下の児童、生徒のご家族様

★開催日時

❾

２／５
（金）、
１５
（月） 14：30〜15：30、
２／２７
（土） 15：30〜16：30

●講師

今井先生
☎０４８−４７２−３２１１
店舗所在地／志木市本町５−１９−２２

お客様の年金に関する疑問・質問に対し、
専門家（社会保険労務士）が講師となり、
個別相談でお答えいたします。
３組
9：00〜17：00
土・日曜日・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葉書等

★開催日時

なし

２／５
（金）
9：30〜10：00、10：00〜10：30、10：30〜11：00

⓬

❼これは簡単！！知って得する棚の取付け ❽ 怖いメタボ！正しいダイエットは何から始めればいいのか？
㈱ユープラン

春のフラワーアレンジメント

ダイエット＆エステサロン香りの森

社内スタッフ ☎０４８−４７４−８４９９
店舗所在地／志木市柏町５−４−３６
誰でも簡単に取付けできるよう
に、実践を交えて楽しく学べます。
その他、家の中の補修の疑問に
もプロがお答えいたします！
！
10名
10：00〜16：00
日曜日
なし
なし

平田佳子 ☎0120 164661､048 472 8257
店舗所在地／志木市柏町６−３０−４９
このまま太り続けたら…心配。健康
管理士のダイエット専門家が、
３食た
べながら安心して取り組めるダイエ
ット方法を伝えるミニセミナーです！
8名
10：00〜21：50
水・日曜祝日
筆記用具 ●材料費：500円
お腹周りが気になる、コレステロール値が高めな方

★開催日時

★開催日時

●講師

❿

年金個別相談

東京信用金庫志木支店

・・

© 志木市商工会／おぐまこうじ

無料でとくする

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街のゼミナール「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♪

必見！どうなるの？
「大学入試改革」

アシスト志木校

・・

ゼミ実施期間：平成28年２月１日〜２月29日

❻

知ってとくする

カッピーとくとくゼミ
ゼ ミ

２／１８
（木） 10：00〜11：30

「知って納得！相続税！」

平光税理士事務所

●講師

２／６
（土）13：00〜15：00、
２／２５
（木）19：00〜20：30

⓫ 緑化のすすめ Part2.“冬の寄植え”
ガーデンすざき（須﨑建材工業㈱）

●講師 平光史明
☎０４８−４７３−４６０２
店舗所在地／志木市本町５−２２−２ 朝日ビル６階
相続税の税制改正により、相続税を
支払う対象者が増えると予想されま
す。本講座では、相続税の仕組みと
対応策についてご説明いたします。
10名
9：00〜17：00
土日・祝日
筆記用具
なし

樋口美津江
☎０４８−４５８−２４１１
店舗所在地／朝霞市上内間木７０３−１
緑が果たす多様な役割とお庭づく
りのお話しをしながら冬の寄せ植
えを楽しみます。
志木市民会館（予定） 10名
8：00〜17：00
日曜・第２土曜・祝日
汚れても良い服装でご参加ください
なし ●材料費：1,000円

★開催日時

★開催日時

⓭

２／９
（火）
17：00〜18:30

焼きたてパンを食べよう

●講師

⓮

２／１７
（水）
10：30〜12：00、14：00〜15：30

新聞づくりセミナー

花便りサンクス三上 ☎０４８−４７３−７５３１

おうちcafé工房・教室

卒業・入学のお祝いに、就職のお祝
いに春色のお花をプレゼントしては
いかがですか。チューリップ、スイト
ピー、かすみ草をアレンジします。
各回5名
10：30〜17：00
月・木曜日
はさみ
なし ●材料費：1,500円

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
作った焼きたてパンをその場で
召し上がっていただきます。
１講座あたり２名１組×２組
特になし
日・月曜日
エプロン、タオル、スリッパ、持ち帰り用バッグ
なし ●材料費：２名で１,０００円

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？
上手な文章の書き方など、学校
の授業やPTA広報誌づくりにも
役立ちます！
6名または3組（親子の場合）
日曜・祝日
10：00〜17：00
筆記用具
小学４〜６年生、その保護者
●材料費：１００円（資料代）

★開催日時

★開催日時

★開催日時

●講師

⓯

渋谷みね子（マミフラワーデザインスクール登録講師）
店舗所在地／志木市本町５−１０−１６

２／2７
（土）
10：30〜12：00、13：00〜14：30

作る楽しみ、お手軽陶芸体験

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

「やってみたいけど、なかなか機会が・
・
・」ま
ずはお手軽に陶芸体験してみませんか？
陶歴２０年の店主がレクチャー致します。
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
●材料費 2,000円 粘土代、
１個分の焼き代
★開催日時

⓲

２／７（日）、２／１４（日）、２／２１（日）、２／２８（日）
14：30〜16：00

ワンちゃんの身体検査をしてみよう

●講師

荒井尚子
☎０８０−３０８８−２２５９
店舗所在地／志木市本町３−２−２６

⓰

２／１１
（木）11：00〜12：30、
２／１１
（木）13：00〜14：30

レッツ！コグニサイズ

今日は、なんのワインにし
ようか。それは料理の種類
によって決まります。

★開催日時

★開催日時

社内リハビリスタッフ ☎048 424 4856
店舗所在地／志木市本町１−６−３

２／１１
（木） 10：00〜11：00、
２／１１
（木） 11：20〜12：20

●講師

●講師

愛川みさ
☎０４８−４７１−２５２５
店舗所在地／志木市本町２−５−４０

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
なし
★開催日時

２／２０
（金） ９：30〜11：00

飯田富夫
☎０４８−４７１−０１３０
店舗所在地／志木市本町１−６−５７

６名または３組
10:00〜18:00

火・木曜日

なし

⓳ 年金の事で疑問に思っている事はございませんか？ ⓴
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

２／１４
（日） 13：00〜14：30

楽しいワインの選びかた

運動と認知課題で頭も体も若返り。足
踏みしながらの運動で、楽しく笑いな
がら汗をかきましょう。
10名
10:00〜17:00
日・月曜・祝日
上ばき、汗拭きタオル
なし

●講師

動物病院で実際に行われている身体
検査の説明と、モデル犬での実習を行
います。

★開催日時

⓱

２／６
（土）、
２／１３
（土）、
２／２０
（土）
13：30〜15：00

(有)大坂屋本店

川口信用金庫志木支店

8名
9:00〜19:00
水曜、日曜・祝日の午後
筆記用具、カメラ、汚れてもかまわない服装
モデル犬が大型犬となりますので、18歳以上の方

●講師

いろは元気サロン本町

エリーどうぶつの病院

●講師 新宮恵理子
☎０４８−４２３−３６５６
店舗所在地／志木市本町３−1−６４ 高橋ビル１階

(有)ニュータイムス社

２／１１
（木）15：00〜16：00、
２／１３
（土）15：00〜16：00

履物のお手入れ方法、選び方

（名）吉川履物店

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
●講師

3名
10:00〜18:00
なし
なし
★開催日時

月曜日

２／１０
（水）13：30〜14：30、
２／１８
（木）13：30〜14：30

※裏面にも参加店を掲載！ 各店の場所は、裏面の地図でご確認ください。

