
1 2 予約優先 3 予約優先 4 予約必須 5 予約優先

パッチワーク教室 ビーズ教室 リボンドール ぽんぽんメーカーでつくる

休講 休講 時間/13：00～16：00 マスコット

あにまるぽんぽん ＵＶレジン体験会 材料費/会員価格741円+税～ 時間/13：00～16：00

時間/13：00～16：00 星空ブローチ 材料費/455円+税

材料費/　小　455円＋税 時間/13:00～16：00

　　　  　大   637円＋税 材料費/600円＋税

6 予約優先 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

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 ファーとスワロの ムーミン生地で作る

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 イヤリング・ピアス トートバック

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/一般　1145円＋税～ 材料費/会員価格1250円+税～

UVレジンの レジンとミンクファーの 洋裁教室　午後の部 レジンで作る 手編み教室

いろコレチャーム体験会 イヤリング＆ピアス ２ヶ月コース ボタニカルピアスorイヤリング 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/926円＋税 材料費/1000円+税～ 講習費/500円+材料費 材料費/1200円+税 　材料は当店購入に限ります

13 予約優先 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

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 ファーピアスorイヤリング 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 時間/13：00～16：00 ねこちゃんおひなさま

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 材料費/1000円+税～ 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 材料によって異なります 材料費/1000円+税

つまみ細工のお花ブローチ つまみ細工で作る 洋裁教室　午後の部 つまみ細工で作る マリメッコで作る ※金屏風は別売りで

時間/13：30～16：00 ぷっくり梅のブローチ ２ヶ月コース はんなり蝶々のブローチ ダブルファスナーポーチ 会員価格1,107円+税～

材料費/1000円+税 時間/13：30～16：00 時間/14：00～17：00 時間/13：30～16：00 時間/12：30～16：00

材料費/1000円+税 講習費/500円+材料費 材料費/1200円+税 材料費/1600円+税

20 予約優先 21 予約優先 22 予約優先 23 予約優先 24 予約優先 25 26
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 きんちゃく 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 時間/13：00～16：00 ぷっくり梅のブローチ

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 材料費/会員価格714円+税～ 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 ※お選びになる材料によって 材料費/1000円+税

レジンで作る ファーとスワロの 洋裁教室　午後の部 ムーミン生地で作る 手編み教室 価格が異なります。

ボタニカルピアスorイヤリング イヤリング・ピアス ２ヶ月コース トートバック 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/13：00～16：00 講習費/無料

材料費/1200円+税 材料費/一般　1145円＋税～ 講習費/500円+材料費 材料費/会員価格1250円+税～　材料は当店購入に限ります

27 予約優先 28 予約優先 29 予約不要 30 予約優先 31 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

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

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

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

つまみ細工で作る ＵＶレジン体験会 洋裁教室　午後の部 羊毛フェルトの ねこちゃんおひなさま

はんなり蝶々のブローチ 星空ブローチ ２ヶ月コース 柴犬ブローチ 時間/13：30～16：00

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

材料費/1200円+税 材料費/600円＋税 講習費/500円+材料費 材料費/500円+税 ※金屏風は別売り

＜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

1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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好きな色のフリルや

ラインストーンで

かわいくおめかししてあげちゃお！

４日

（土）
１２日

（日）

１９日

（日）

２５日

（土）

ネイビー、マスタード、

ベージュの

３色から選べます。

別売りの金屏風と飾ると、

より豪華に！！

お弁当入れ、体操服入れなど

好きなサイズの

巾着が作れます

はんなり蝶々の

ゆらゆらブローチ
1/1

1/2

1/3

10 00 19 00

ファーとスワロの

イヤリング・ピアス

HAPPY NEW YEAR!！
今年も小山ロブレ店をよろしく

お願い致します★


