


ばばゼミ2017教室一覧
早稲田・高田馬場のマチ全体が、楽しい学びの場になる2週間。
参加費は原則無料！（材料費の必要な教室があります）お申し込みはお早めに！

講座の詳細は
高田馬場新聞で!!

11 月
16日 /17 日
20日 /23 日
24日 /27 日
30日

定員:各日1名
参加費 : 無料

会場:おからだ整備処DOCK
　　 高田馬場1-28-6
　　 清光ハイム704

テレビなどでも話題の肩甲骨はがしを体
験。ご自宅でできるセルフケアの方法も教
わることができます。
期間中毎日1名限定での開催となります。

おからだ整備処DOCK
「肩甲骨はがし」
体験&
セルフケア教室
申込先：LINE『おからだ整備処DOCK』で検索

11 月
17日～21日
（1日2名限定）

定員:1日2名
参加費 : 無料

会場:カナリアミュージックスタジオ
　　 高田馬場1-34-8
　　 大輝ビル301

プロミュージシャンでもある講師陣が、あ
なたの“カラオケ力”をぐぐっと高めてく
れること間違いなしです。
11 時～21 時の中でご希望時間（1 時間）
をお伝えください。

カナリアミュージックスタジオ
カラオケであっと言わせる
秘訣を伝授！
カンタン歌唱力アップ講座
申込先：info@canaria-st.com

11 月
18日（土）
14時-16時

定員:30名
参加費 : 無料

会場:東京富士大学5F
       サロンB教室
　　 高田馬場3-8-1

ジーピーと東京富士大学ゲームビジネス研
究塾によるカタン入門教室。高田馬場近隣
にお住まいの方、ドイツ・ボードゲームに関
心のある方、ゲームを通じた地域交流・国際
交流をしたい方、お気軽にご参加ください。

東京富士大学
世界NO.1ボード
ゲーム「カタン」
入門教室
申込先：catan@gp-inc.jp

11 月
17日（金）
17時半～20時

定員:20名
参加費 :500円

会場:第一勧業信用組合
　　 東早稲田出張所2階
　　 早稲田鶴巻町110

熱燗や温燗って温度はどれくらい違う？
純米吟醸や大吟醸って何が違う？などな
ど、酒屋さんと酒蔵さんが、日本酒の基礎
からおいしいのみ方まで、日本酒の魅力を
お伝えいたします！※20歳以上対象

野田屋酒店
吉乃川酒造
日本酒講座

申込先：tel.03-3203-7256

11 月
19日（日）
13時-16時

21日（火）
17時-21時

定員:各日7名
参加費 :500円

会場:高田馬場新聞事務所
　　 高田馬場1-34-8
　　 大輝ビル602

お茶席などでも使う和菓子「練切り」作り体験
です。作るデザインを選んで、実際に作った和
菓子を 2 つお持ち帰りいただけます。所要時
間1時間ほど。初心者の方、お子様も大歓迎。
当日参加歓迎※材料がなくなり次第終了します

和菓子を作る会
みんなで和菓子を作ろう！
簡単楽しい
「練切り」体験
申込先：info@babashinbun.com

11 月
19日（日）
14時半-15時半

22日（水）
17時-18時

定員:各日8名
参加費 :500円

会場:カナリアミュージックスタジオ
　　 高田馬場1-34-8
　　 大輝ビル301

ネイルシールを使ってかわいいネイル
アートを自分でやってみよう！
リリーベネイルとカナリアミュージック
スタジオのコラボレーション企画です。

リリーベネイル
子どもネイル体験

申込先：lilybenail.info@gmail.com

11 月
21日（火）
12時-17時
（時間内で60分）

定員:5名
参加費 : 無料

会場:日本医学柔整鍼灸専門学校
　　 敬心鍼灸院
　　 高田馬場2-14-5

鍼で皮膚や筋肉を刺激することにより、シ
ワやたるみを改善！
血流をアップさせることで、肌老化を予
防！美容鍼の効果をご自身で確かめてみ
ませんか？

日本医学柔整鍼灸専門学校
5歳若返ろう！
美容鍼で顔やせ&
リフトアップ！
申込先：info@jusei-sinkyu.com

11 月
21日（火）
12時-13時

定員:10名
参加費 : 無料

会場:日本医学柔整鍼灸専門学校
　　 敬心接骨院
　　 高田馬場2-14-5

今年の講座のテーマは「外反母趾」。ハイ
ヒールを履く女性ばかりがなると思われ
がちですが、実は男性にも多いのです。そ
のメカニズムと改善・予防方法、テーピ
ング法を解説します！

日本医学柔整鍼灸専門学校
外反母趾の改善に！
プロの柔道整復師が
改善・予防方法を伝授！
申込先：info@jusei-sinkyu.com

11 月
23日（木）
10時-12時

定員:8名
参加費 : 無料

会場:プリントショップあるふあ
　　 高田馬場1-29-22

セラピーとしても注目されているパステ
ルを使ったアート。お子様には描く面白さ、
高齢者の方には指先のリハビリも兼ねて、
それぞれの個性に合わせて描けます。色が
形を創る感動を一緒に楽しみましょう。

プリントショップあるふあ
パステルアートで
癒される
絵葉書づくりを楽しもう！
申込先：tel.03-3209-8011

11 月
21日 /22日
28日 /29日
15時-16時半

定員:各日1名
参加費：無料

会場:東京三協信用金庫
　　 高田馬場2-17-3

Googleマイビジネスとは、Googleの検索結
果にお店の情報を掲載するための無料サービ
スです。その使い方を、マンツーマンでお教え
します。 講座時間は１時間程度ですが、登録で
きるところまで、最後までおつきあいします。

株式会社ALPHA
自分のお店の情報を
Googleマイビジネスに
登録してみよう！
申込先：info@alpha-com.co.jp

11 月
23日（木）
15時-16時

定員:5名
参加費：無料

会場:韓国料理 味音
　　高田馬場1-31-8
　　ダイカンプラザ1F

過去2回の開催時には白菜キムチ、オイキ
ムチ（キュウリのキムチ）の作り方を教え
てくれた、人気韓国料理店による講座が
帰ってきました。本場のレシピがレパート
リーの1つになります！

韓国料理 味音（みそり）
韓国料理教室
キムチカルビ鍋の
作り方
申込先：info@babashinbun.com

11 月
29日（水）
18時半-20時

定員:20名
参加費：無料

会場:説話社 ちえの樹
　　 西早稲田1-1-6

タロットカードの歴史や仕組み、絵柄に隠された秘
密をお話したのち、実際に手に取って占っていただ
きます。カードからあなたにどんなメッセージが届け
られるでしょう？タロットカードを知りたい人、占っ
てみたい！という人のための体験イベントです。

説話社 ちえの樹
初体験！楽しい
タロットカード占い

申込先：tel.03-3204-3222

11 月
25日（土）
10時-12時

定員:親子10組
参加費：無料

会場:日本児童教育専門学校
　　 高田馬場1-32-15

この世に1冊しかない、自分だけの絵本を
お子さんと一緒に作ってみませんか？今
回は、子どもの発想力や想像力をふくらま
せる工夫がたっぷりです。お子様お一人で
の参加もOK。

日本児童教育専門学校
世界に一つだけの
オリジナル絵本教室

申込先：info@jje.ac.jp

11 月
24日（金）
13時-23時

参加費：無料
（飲食費は有料）

会場:ゴッタニカフェ
　　 西早稲田2-16-17
　　 N.Kビル2階

アナログゲームをやった事が無い方でも、
簡単に覚えられて、すぐに楽しくなれるア
ナログゲームを店員のインストラクショ
ンの元、体験して頂きます。

ゴッタニカフェ
はじめての
ボードゲーム体験

申込先：baronu@gotta2.jp

11 月
25日（土）
10時半-12時半

参加費：無料会場:日本福祉教育専門学校
　　 高田校舎
　　豊島区高田3-6-15

介護の福祉用具を使ってみましょう！
魔法の布を使うと、あっという間に大きな
物を動かすことができます。
きっと、介護の世界が変わりますよ。
ぜひ、遊びに来てください。 

日本福祉教育専門学校
君にもできる！
介護の達人!!

申込先：miyasato@nippku.ac.jp


