
要予約 要予約 要予約 要予約 予約優先 予約優先

ソーイング教室 マクラメアクセサリー教室 リボンレイ教室 手編み教室 羊毛＆フェルトボールの ガラスドーム

14:00～17:00 10:00～13:00 13:00～16:00 10:00～13:00 ハロウィンリース ハーバリウムボールペン

講習貹：500円・材料貹別途 講習貹：500円・材料貹別途 講習貹：500円・材料貹別途 講習貹：無料・別途材料貹 時間/13：00～16：00 時間/13：00～16：00

ミシン貸し出し！ 1回のご予約でもOK！ 1回からのご予約でもOK！ 編図がご用意できるものに限ります材料貹/800円+税 材料貹/1.000円+税

要予約 要予約 要予約 要予約 予約不要 予約優先

パッチワーク講習 ソーイング教室 マクラメアクセサリー教室 リボンレイ教室 手編み教室 Knit Party 2019～ニットの日ワークショップ～ レジンで作る ガラス小瓶の

10:00～13:00 10:00～13:00 10:00～13:00 13:00～16:00 10:00～13:00 時間/13：00～16：00 ボタニカルピアスorイヤリング

講習貹：500円 講習貹：500円・材料貹別途 講習貹：500円・材料貹別途 講習貹：500円・材料貹別途 講習貹：無料・別途材料貹 ふわふわモンスター（材料貹/300円(税込)） 時間/13：00～16：00

《8･9月クール》 お好きな物を作れます！ お好きな物を作れます！ お好きな物を作れます♪ ふわふわラグ（材料貹/700円(税込)） 材料貹/1400円+税

要予約 要予約 要予約 要予約 予約優先

パッチワーク講習 ソーイング教室 マクラメアクセサリー教室 リボンレイ教室 手編み教室 ゆびあみで作る ゆめかわ★ミルキーヘアゴム

10:00～13:00 14:00～17:00 10:00～13:00 13:00～16:00 10:00～13:00 ふわふわマフラー 時間/13：00～16：00

講習貹：500円 講習貹：500円・材料貹別途 講習貹：500円・材料貹別途 講習貹：500円・材料貹別途 講習貹：無料・別途材料貹 時間/13：00～16：00 材料貹/1000円（税込）

《8･9月クール》 初心者の方も大歓迎★ 天然石を使ったｱｸｾｻﾘｰも作れる！おすすめはｽﾄﾗｯﾌﾟとﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ★ 材料貹/599円+税 お好きな色のレジン液で作れます！

要予約 要予約 要予約 要予約 予約優先

パッチワーク講習 ソーイング教室 マクラメアクセサリー教室 リボンレイ教室 手編み教室 バイキングでえらぼう♪ つまみ細工で作る

10:00～13:00 10:00～13:00 10:00～13:00 13:00～16:00 10:00～13:00 リボンドール ポインセチア

講習貹：500円 講習貹：500円・材料貹別途 講習貹：500円・材料貹別途 講習貹：500円・材料貹別途 講習貹：無料・別途材料貹 時間/13：00～16：00 時間/13：00～16：00

《8･9月クール》 ロックミシンも使えます！ 材料貹/800円（税込） 材料貹/1.000円+税

要予約 要予約 要予約

パッチワーク講習 ソーイング教室 マクラメアクセサリー教室 リボンレイ教室
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講習貹：500円 講習貹：500円・材料貹別途 講習貹：500円・材料貹別途 講習貹：500円・材料貹別途

《8･9月クール》 ロックミシンも使えます！

★お申込み、お問い合わせはスタッフまで。　★お子様連れのご参加はご遠慮ください。〔お子様向け講習は除く〕★材料は当店でお買い上げのものに限ります。　

ホームページでも、講習予定をご覧いただけます。今すぐアクセス！　　⇒http：//www.dream-ono.co.jp/
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ＬＩＮＥでお得情報をＧＥＴ！ 

ＩＤ… @khi3076wssesese 

ＱＲ 

コード 

お好みのカラーの 

布花＆ガラス瓶で作れます 

２日 
 

（日） 

ゆびあみで作れます 

親子でのご参加も 

大歓迎！ 

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 

27日 
 

（日） 

19日 
 

（日） 

13日 
 

（日） 

６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♪ 

●10月12日(土)開催 ●予約不要 ●開催時間/13：00～16：00 

５日 
 

（土） 

毎月人気の 

季節のつまみ細工ワークショップ 
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