
1 予約優先

ビーズで作るリースのピアス

時間/13：00～16：00

材料費/800円+税～

※別途コンバータの

お買い上げでイヤリングにも

変更可。

2 予約優先 3 予約優先 4 予約優先 5 予約優先 6 予約優先 7 予約必須 8 予約優先

ハーバリウム教室 洋裁教室　火曜コース 手編み教室 パッチワーク教室 ビーズ教室 バイキングワークショップ ゆびあみで作る

時間/10：15～12：15 ２ヶ月コース 時間/10：15～13：15 2ヶ月コース 時間/10：15～12：15 クリスマスバック ふわふわバック

講習費/500円(税込)+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(税込)+材料費 時間/13：00～16：00 時間/13：00～16：00

講習費/500円(税込)+材料費 　材料は当店購入に限ります 講習費/500円(税込)+材料費 材料費/880円+税 材料費/696円+税～

ふわふわモンスター\300円(税込)つまみ細工で作る 洋裁教室　水曜コース つまみ細工で作る 手編み教室

ふわふわラグ\700円(税込) もみじのブローチ ２ヶ月コース 雪の結晶ブローチ 時間/13：30～16：30

時間/13：30～16：00 時間/13：30～16：00 時間/14：00～17：00 時間/13：30～16：00 講習費/無料

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

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 14 予約優先 15 予約優先

ハーバリウム教室 洋裁教室　火曜コース 手編み教室 パッチワーク教室 ビーズ教室 3Dアートレジンで作る つまみ細工で作る

時間/10：15～12：15 ２ヶ月コース 時間/10：15～13：15 2ヶ月コース 時間/10：15～12：15 クリスマスブローチ 雪の結晶ブローチ

講習費/500円(税込)+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(税込)+材料費 時間/13：00～16：00 時間/13：00～16：00

講習費/500円(税込)+材料費 　材料は当店購入に限ります 講習費/500円(税込)+材料費 材料費/700円+税 材料費/1000円+税

羊毛フェルトでつくる おそうじおばけ 洋裁教室　水曜コース つまみ細工で作る つまみ細工で作る

雪だるまブローチ 時間/13：30～16：00 ２ヶ月コース ポインセチア コスモスのコサージュ

時間/13：30～16：00 材料費/500円(税込) 時間/14：00～17：00 時間/13：30～16：00 時間/13：30～16：00

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

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 21 予約優先 22 予約優先

ハーバリウム教室 洋裁教室　火曜コース 手編み教室 パッチワーク教室 ビーズ教室 マリメッコで作る バイキングワークショップ

時間/10：15～12：15 ２ヶ月コース 時間/10：15～13：15 2ヶ月コース 時間/10：15～12：15 クラフトバック クリスマスバック

講習費/500円(税込)+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(税込)+材料費 時間/13：00～16：00 時間/13：00～16：00

講習費/500円(税込)+材料費 　材料は当店購入に限ります 講習費/500円(税込)+材料費 材料費/会員価格3215円+税～ 材料費/880円+税

ドレスアップドール ハーバリウムの 洋裁教室　水曜コース 羊毛フェルト 手編み教室

時間/13：30～16：00 オリジナルアクセサリー ２ヶ月コース リスのブローチ 時間/13：30～16：30

材料費/1500+税～ 時間/13：30～16：00 時間/14：00～17：00 時間/13：30～16：00 講習費/無料

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

23 予約優先 24 予約優先 25 予約優先 26 予約優先 27 予約優先 28 29
ハーバリウム教室 洋裁教室　火曜コース 手編み教室 パッチワーク教室 ビーズ教室 ふわふわモンスター バイキングワークショップ

時間/10：15～12：15 ２ヶ月コース 時間/10：15～13：15 2ヶ月コース 時間/10：15～12：15 材料費/300円(税込) すのこインテリア

講習費/500円(税込)+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(税込)+材料費 ふわふわラグ 時間／13：00～16：00

講習費/500円(税込)+材料費 　材料は当店購入に限ります 講習費/500円(税込)+材料費 材料費/700円(税込) 材料費/会員価格720円＋税～

レジンで作る ハーバリウムボールペン 洋裁教室　水曜コース トワコロン時計大会 毛糸で作る 時間/13：00～16：00

ゆめかわ★いろコレチャーム ガラスドームハーバリウムボールペン２ヶ月コース 時間/13：30～16：00 かんたんニット帽

時間/13：30～16：00 時間／13：30～16：00 時間/14：00～17：00 材料費/926円+税 時間/13：30～16：00

材料費/926円+税 材料費/１本　1000円+税 講習費/500円(税込)+材料費 材料費/200円(税込)

30 予約優先 31 予約優先

ハーバリウム教室 洋裁教室　火曜コース

時間/10：15～12：15 ２ヶ月コース

講習費/500円(税込)+材料費 時間/10：15～13：15

講習費/500円(税込)+材料費

バイキングで選ぼう♪ レジンで作る

リボンドール きらきら星空ブローチ

時間／13：30～16：00 時間/13：30～16：00

材料費／741円+税 材料費/600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

12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！

自店

ＱＲ

コード

自店

ＱＲ

コード

自店

ＱＲ

コード

毛糸で作る

かんたんニット帽

自店

ＱＲ

コード

自店

ＱＲ

コード

自店

ＱＲ

コード

今月の小山店オススメ講習会

ドレスアップドール

好きな色のビーズで作れます。

クリスマスにぴったりの

ウィンターアクセサリー。

1日

（日）

ご自宅で作りたいお客様は

材料のお持ち帰りも

できます！

編み針がなくても

指だけで編んで作れます♪

ラインストーンがきらめく

洋風なつまみ細工ブローチ

ポケットや仕切りが沢山♪

お好きな色のマリメッコ生地で

作れます

8日

（日）
７日

（土）

15日

（日）

21日

（土）

　　Ｎｏ．２９０３・３ｍｍ赤（Ｎｏ．３７）or緑（Ｎｏ．９１）…１０ｃｍ

16日

(月)

ふわふわモンスター

ふわふわラグ

2日

(月)
おそうじおばけ10日

(火)
28日

(土)

27日

(金)


