
予約優先

ムーミン生地で作る レジン＆べっ甲パーツで作る

トートバッグ ピアスorイヤリング

時間/13：00～16：00 時間/13:00～16:00

材料費/会員価格1,250円+税～ 材料費/1,000円+税

予約制/材料実費 予約制/材料実費 休講 予約制/材料実費 予約制/材料実費 予約優先 予約丌要

レザークラフト ジュエリーヤーン専用手編み洋裁 手編み パッチワーク つまみ細工で作る Knit Party 2020～ニットの日ワークショップ～

14：.00～17：00 10：30～13：30 10：30～13：30 10：30～13：30 10：30～13：30 桜の花寄せブローチ 時間/13:00～16:00

手編み(予約丌要/材料実費) ハーバリウム 次回コース(2・3・4月)初めての方、大歓迎♪ 4種類のコースがございます 時間/13:00～16:00 ふわふわモンスター（材料費/300円(税込)）

10：30～13：30 13：30～15：30 1/1より受付開始いたします分からない編み方ご相談下さい！お気軽にスタッフまでどうぞ！ 材料費/1,000円+税 ふわふわラグ（材料費/600円(税込)）

予約制/材料実費 予約制/材料実費 休講 予約制/材料実費 予約制/材料実費 予約優先 予約優先

レザークラフト ジュエリーヤーン専用手編み洋裁 手編み パッチワーク シューズケース つまみ細工で作る

14：.00～17：00 10：30～13：30 10：30～13：30 10：30～13：30 10：30～13：30 時間/13:00～16:00 ねこちゃんおひなさま

手編み(予約丌要/材料実費) ハーバリウム 次回コース(2・3・4月)初めての方、大歓迎♪ 4種類のコースがございます 材料費/会員価格1,457円+税～ 時間/13：00～16：00

10：30～13：30 13：30～15：30 1/1より受付開始いたします分からない編み方ご相談下さい！お気軽にスタッフまでどうぞ！ ※お選びになる材料によって価格が異なります。 材料費/1,000円+税、金屏風は別売りで会員価格1,107円+税～

予約制/材料実費 予約制/材料実費 予約制/材料実費 予約制/材料実費 予約制/材料実費 予約丌要 予約優先

レザークラフト ジュエリーヤーン専用手編み洋裁 手編み パッチワーク ゆびあみで作る つまみ細工で作る

14：.00～17：00 10：30～13：30 10：30～13：30 10：30～13：30 10：30～13：30 ふわふわバッグ 桜の花寄せブローチ

手編み(予約丌要/材料実費) ハーバリウム 次回コース(2・3・4月)初めての方、大歓迎♪ 4種類のコースがございます 時間/13：00～16：00 時間/13:00～16:00

10：30～13：30 13：30～15：30 1/1より受付開始いたします分からない編み方ご相談下さい！お気軽にスタッフまでどうぞ！ 材料費/会員価格696円+税～ 材料費/1,000円+税

レザー休講 予約制/材料実費 予約制/材料実費 予約制/材料実費 予約制/材料実費 予約優先

手編み(予約丌要/材料実費) ジュエリーヤーン専用手編み洋裁 手編み パッチワーク レッスンバッグ

10：30～13：30 10：30～13：30 10：30～13：30 10：30～13：30 10：30～13：30 時間/13:00～16:00

はじめての方大歓迎♪ ハーバリウム 次回コース(2・3・4月)初めての方、大歓迎♪ 4種類のコースがございます 材料費/会員価格1,405円+税～

1/1より受付開始いたします ※お選びになる材料によって価格が異なります。

★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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初心者ママ大歓迎！！ 
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●２月９日(日)開催 ●予約不要 ●開催時間/ 13：00～16：00 
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