
1 予約優先 2 予約優先 3 予約優先 4 予約優先 5 予約必須 6 予約優先

洋裁教室　午前の部 手編み教室 パッチワーク教室 ビーズ教室 羊毛＆フェルトボールの ガラスドーム

２ヶ月コース 時間/10：15～13：15 2ヶ月コース 時間/10：15～12：15 ハロウィンリース ハーバリウムボールペン

時間/10：15～13：15 講習費/無料 時間/10：15～12：15 講習費/500円+材料費 時間/13：00～16：00 時間/13：00～16：00

講習費/500円+材料費 　材料は当店購入に限ります 講習費/500円+材料費 材料費/800円+税 材料費/1000円+税

つまみ細工で作る 洋裁教室　午後の部 レジンで作る ハーバリウムの

ポインセチア ２ヶ月コース べっ甲ブローチ オリジナルアクセサリー

時間/13：30～16：00 時間/14：00～17：00 時間/13：30～16：00 時間/13：30～16：00

材料費/1000円+税 講習費/500円+材料費 材料費/600円(税込) 材料費/1000円+税～

7 予約優先 8 予約優先 9 予約優先 10 予約優先 11 予約優先 12 予約優先 13 予約優先

ハーバリウム教室 洋裁教室　午前の部 手編み教室 パッチワーク教室 ビーズ教室 ニットの日ワークショップ レジンで作るガラス小瓶の

時間/10：15～13：15 ２ヶ月コース 時間/10：15～13：15 2ヶ月コース 時間/10：15～12：15 ロブレ5階11：30～16：00ボタニカルピアスorイヤリング

講習費/500円+材料費 時間/10：15～13：15 講習費/無料 時間/10：15～12：15 講習費/500円+材料費 ふわふわモンスター￥300円(税込) 時間/13：30～16：00

講習費/500円+材料費 　材料は当店購入に限ります 講習費/500円+材料費 ふわふわラグ￥700円(税込) 材料費/1400円+税

ワイヤー口金ポーチ ハーバリウムボールペン 洋裁教室　午後の部 しずく型パールで作る レースで編むお花のバック レジンで作る

時間/13：30～16：00 時間/13：30～16：00 ２ヶ月コース リボンリング 時間/13：30～16：00 べっ甲ブローチ

材料費/ 材料費/1000円+税 時間/14：00～17：00 時間/13：30～16：00 材料費/会員価格582円(税込) 時間/13：30～16：00

会員様446円+生地代～ 講習費/500円+材料費 材料費/700円(税込) ※レース針はご持参下さい。 材料費/600円(税込)

14 予約優先 15 予約優先 16 予約優先 17 予約優先 18 予約優先 19 予約優先 20 予約優先

ハーバリウム教室 洋裁教室　午前の部 手編み教室 パッチワーク教室 ビーズ教室 ゆびあみで作る 羊毛フェルトマスコット

時間/10：15～13：15 ２ヶ月コース 時間/10：15～13：15 2ヶ月コース 時間/10：15～12：15 ふわふわマフラー パンダ＆白くま

講習費/500円+材料費 時間/10：15～13：15 講習費/無料 時間/10：15～12：15 講習費/500円+材料費 時間/13：00～16：00 時間/13：00～16：00

講習費/500円+材料費 　材料は当店購入に限ります 講習費/500円+材料費 材料費/599円+税 材料費/会員価格675円+税～

つまみ細工で作る レジンとミンクファーの 洋裁教室　午後の部 ガラスドーム 「帆布のかばん」で作る ※ニードルはご持参下さい

ポインセチア ピアスorイヤリング ２ヶ月コース ハーバリウムボールペン ショルダーバック　1日目

時間/13：30～16：00 時間/13：30～16：00 時間/14：00～17：00 時間/13：30～16：00 時間/13：30～16：00

材料費/1000円+税 材料費/会員様1307円+税～ 講習費/500円+材料費 材料費/1000 材料費/会員様880円(税込)

21 予約優先 22 予約優先 23 予約優先 24 予約優先 25 予約優先 26 27
ハーバリウム教室 洋裁教室　午前の部 手編み教室 パッチワーク教室 ビーズ教室 ハーバリウム風 つまみ細工で作る

時間/10：15～13：15 ２ヶ月コース 時間/10：15～13：15 2ヶ月コース 時間/10：15～12：15 レジンネックレス ポインセチア

講習費/500円+材料費 時間/10：15～13：15 講習費/無料 時間/10：15～12：15 講習費/500円+材料費 時間/13：00～16：00 時間/13：00～16：00

講習費/500円+材料費 　材料は当店購入に限ります 講習費/500円+材料費 材料費/1000円(税込) 材料費/1000円+税

レジンで作る レジンで作る 洋裁教室　午後の部 つまみ細工で作る 「帆布のかばん」で作る

ボタニカルピアスorイヤリング きらきら星空ブローチ ２ヶ月コース バラのブローチ ショルダーバック　2日目

時間/13：30～16：00 時間/13：30～16：00 時間/14：00～17：00 時間/13：30～16：00 時間/13：30～16：00

材料費/1000円+税 材料費/600円+税 講習費/500円+材料費 材料費/900円() 材料費/会員様880円(税込)

28 予約優先 29 予約優先 30 予約不要 31
ハーバリウム教室 洋裁教室　午前の部 手編み教室 パッチワーク教室

時間/10：15～13：15 ２ヶ月コース 時間/10：15～13：15 2ヶ月コース

講習費/500円+材料費 時間/10：15～13：15 講習費/無料 時間/10：15～12：15

講習費/500円+材料費 　材料は当店購入に限ります 講習費/500円+材料費

ハーバリウムボールペン 犬ぽんぽんの柴犬 洋裁教室　午後の部 レジンとミンクファーの

時間/13：30～16：00 時間/13：30～16：00 ２ヶ月コース ピアスorイヤリング

材料費/1000円+税 材料費/書籍+材料代 時間/14：00～17：00 時間/13：30～16：00

約2000円+税～ 講習費/500円+材料費 材料費/会員様1307円+税～

＜下記内容を良くお読みいただき参加くださいませ＞

★材料は十分準備をしておりますが、万が一品切れの際は、講習会を終了、もしくは、内容を変更する場合がございます。

★店内、講習会会場は、食事や間食（飴やガムを含む）が禁止となっておりますのでご了承ください。

★内容によっては、小さなお子様では参加が難しいものもございますので、スタッフにご相談の上、申込み下さいませ。

★予約優先…材料や席に限りがある際には、ご予約の方を優先にて講習させていただきます。ご予約無しの場合、ご参加頂け無い場合がありますので、事前にご予約頂きますようお願い致します。

また、人気講習の場合、定員いっぱいになり次第、予約受付を終了させていただく場合がございます。ご了承ください。

予約優先

10月ワークショップカレンダー
手芸センタードリーム　小山ロブレ店

ＴＥＬ…0285-38-7311

予約優先

LINEお友達追加で

お得情報をGET！
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10月12日（土）開催●予約不要●開催時間11：30～16：00 最終受付15：45

５日

（土）

６日

（日）

13日

（日）

27日

（日）

羊毛フェルトでちくちく

ジャックオウランタンを作ろう！

フェルトボールのリースもかわいい♪
お好みのカラーの

布花＆ガラス瓶で作れます

ハーバリウムボールペンに

ガラスドームタイプが

登場しました

毎月人気の

季節のつまみ細工ワークショップ

19日

（日）

ゆびあみで作れます

親子でのご参加も

大歓迎！

小山店

限定講習

レースで編むお花のバック

11日

（金）

つまみ細工で作るバラのブローチ

24日

（木）


