レンタルシェアスペース

「place JIN」

お子さまづれにも
優しい情報満載！！

ダンススタジオ、
レンタル
（シェア）
キッチン、
キッズスペース、
人と人とが繋が
セミナールームなど、5つのフロアをそれぞれ
るハブの
ような場所を目
1時間800円
（税別）
からレンタルできます。
指しています!

レンタルスペース、美味しいお店 、子づれでも通えるエクサ
サイズ系から美容や癒し、お子様の習い事、 ママの習い事、
イベント情報など！西東京市のママのためのお役立ち情報を
集めました。 気になる情報は各お問合せ先まで☆

STUDIO＆OFFICE

place JIN 事務局（東仁学生会館）
東京都西東京市東伏見 2 丁目 4-4
開館時間：午前 9 時〜午後 9 時まで

042-463-3921

info@placejin.com

https://placejin.com/

静かな住宅街に突如あらわれる
タイムスリップ空間 あおさや

女性
専用

OK Nishitokyo

ママ会やオフ会、
レッスンやお教室など、小規模な集まりからも多数ご利用いただいております！
もちろん貸切でご利用できますので、気兼ねなく落ち着いて過ごせる空間です。
ぜひお気軽にお問合せくださいね！

昭和の香り漂う
レンタルスペース

じいちゃんばあちゃんの暮らしていた小さな離れで ぽかぽか日向ぼっこして ボーンボーンと懐かしい
柱時計を聴きながら 火鉢でおせんべいを焼いたりこたつでゴロゴロしながら小さな頃の自分に戻る
場所古きよきの暮らしが今も息ずく場所

「2020 新春キャンペーン」実施中！
1月15日〜3月31日まで、平日10:00〜16:00

回数・時間制限無しで¥2,020でオープンスペース使い
たい放題キャンペーン実施します！

各種講座も続々スタート！

詳細は web サイトをご確認ください。

OK 西東京（オシゴト × カイギ）

あおさや / お問合せ

080-8492-9530

西東京市南町 5-3-5 サウスタウン 201
田無駅徒歩 3 分

https://oknishitokyo.com/

ご自分で歪みを整える

1月スケジュール

あおさや

検索

070-3898-8686
p0p0aosaya@gmail.com
https://shootest.jp/studio/s273/

メンバー
大募集！

ハグヨガ・産後ヨガ

以降日程、その他会場は
webサイトから

1月〜3月(月)新規メンバー募集中！

ふれあいセンター
ひばりテラス
1 /20（月）1 0:00〜
1 /9 （木）18:45〜20:15
1 /1 8（土）10:15〜1 1:45
1 /20（月）18:45〜20:15
1 /30（木）18:45〜20:15

OK西東京

1〜3月(火)新規メンバー募集中！
参加費:1,000円(税込)〜
aromamma

体内脂肪燃焼

産後3ヶ月〜１年半のママ限定

産後ゆるんだカラダが引き締る

新春キャンペーン
LINE@登録で無料体験
クーポンをgetしよう！

〜ママと赤ちゃんが集まるトレーニング空間〜

ピラティス
（体幹トレーニング）
をベースに骨盤周りの筋力強化！ 妊娠期に
落ちてしまったお腹・背中・おしり・太もも等の筋肉を真っ向から集中トレーニン
グします！体型維持は産後ケアから始まります。

@yor4789f

産後ケアclass

日程：毎週月曜日 11:15˜12:10
場所：東伏見駅徒歩１分
placeJINスタジオ
トレーナー
料金：チケット制（5回or10回）Mikko(産後6ヶ月)

Mplus のレッスン風景・料金等はブログからご覧いただけます。

お問合せ、体験レッスンのお申し込みは LINE@ お友達追加をお願いします。いつでも
Mikko と直接やりとりさせて頂き、イベントやお得情報配信をいたします。
ブログ：https://ameblo.jp/pilates-mikkoplus
＠p.w.mikkoplus

子連れ OK! ダイエット効果あり！

ボクササイズ

1 月のレッスン予定

2 月のレッスン予定

ハッピーキックボクササイズ

場所 : 学園坂スタジオ 一橋学園駅北口より徒歩1分
近辺パーキング多数
[ 詳細、最新情報はブログをご覧ください ]
2/14( 金 ) 浜松町マンディールにて出演、その他
多数出演予定
春から月 1 回の土か日クラススタート予定です。

ダイエット、産後のボディメイク、ストレス発散、体質改善、
自分磨き、日々の健康、主婦仲間、
ママ友作りにどうぞ♪

DANCE COMPANY

【土曜日開催】19 時 00 分～
１日きらっと第２体育室
８日ルピナス住吉会館
15 日きらっと第２体育室 ＊代謝アップ、脂肪燃焼
22 日きらっと第２体育室 ＊産後の体型を戻したい！
29 日きらっと第２体育室 ＊ジムに通いたいけど難しい
【水曜日開催】19 時 20 分～
8、
15、22、29日フレンドリー2 階C会議室 【水曜日開催】19 時 20 分～
５、
12、26日フレンドリー C会議室 19日アスタマンション会議室
ハッピーボクササイズ

場所 : カルチャースタジオ花
住所 : 小平市花小金井南町 1 丁目14-24 MSCビル1 階
花小金井駅南口より徒歩 6 分/ バス停、パーキングあり

一橋学園 初回体験：1,000 円
隔週金曜日 はじめてのベリーダンス
10:00〜11:00 2000 円 / 回

L.O.L

体験
無料

【土曜日開催】19 時 00 分～
4 日きらっと地下第２体育室
11 日フレンドリー 2 階 BC 会議室
18 日フレンドリー 3 階多目的室
25 日フレンドリー 2 階 BC 会議室

happy kick boxercise

全クラス
新規ご予約
受付中！
お子様連れ可

健康美容に ベリーダンス
＠花小金井＆一橋学園
花小金井 初回体験：1,000 円
毎週水曜日 初心者クラス
10:00〜1 1:00 2,000 円 / 回
お子様連れ OK ゆる〜りクラス
10:00〜1 1:00 1,500 円 / 回
次回開催予定 :1/27、2/10、3/9

検索

検索

happykickboxercise@yahoo.co.jp
http://happy-kick.jimdo.com

毎週月曜日
16:00〜Hiphop Jrクラス 対象小学生
＠東久留米 柳泉園 ¥3,000/月
毎週火曜日
15:30〜Hiphop Kisクラス
対象幼稚園児
＠スタジオ Randin 田無校 柳泉園 ¥3,500/月

お問合せ/体験 /見学/入会

お名前・年齢・メールアドレス・お電話番号を添えて下記まで
ご連絡ください。詳細をお送りさせていただきます。
lol.dance0119@gmail.com

スポーツに本気で打ち込む小学生のための

マタニティー・産後ママへ

45 分 4,000 円 を

回復整体＆発達ストレッチ

OK 西東京にて ( 西東京市役所前 )
1500 円 隔週 10:15〜12:00
☆ミルクのお湯、授乳スペースあり！
☆オーガニックハーブティーとお茶菓子付

プチケアお灸教室

→ママスタライフ持参で

3,000 円

心と体をゆるやかにして毎日の家族の時間を大切にするお手伝いが出来たら嬉しいです。

ケガをしたお子さんのトレーナー
ケガで痛めた部位の調整 ＋ バランスを整える＋ 発達ストレッチ
メリット

回復が早い！スポーツに打ち込める！
ケガの再発防止

スポーツをがんばるお子さんを応援しませんか？

のがみん整体

野上智結（のがみともみ）
施術場所：田無駅より徒歩 3 分
https://ameblo.jp/kodomoseitai-nogamin

090-8025-3185
nogaminseitai@gmail.com
https://lin.ee/ks0WnSV

オリンピック ルーマニアのホストタウンでもある

毎月第 3 土曜日 武蔵野市にて、ルーマニアご飯 ランチ営業中。

hiyoko̲1998 (ひよこ親子教室 )
hiyoko̲2019 ( さくら・さくらんぼリズムあそび )
mayu1234aaa@yahoo.co.jp
場所：A＆A 西東京スポーツセンター セレス館
https://hiyoko.oyako-ouen.com/

080-4169-7377 (講師 スクタリウ )

check

tomoko.miura.scutariu@gmail.com

ルーマニア料理教室 東京

青沼愛フルート教室

徒歩2分 !

小学生から大人まで♪

リトミックは０歳から、ピアノは 3 歳
からはじめられます！
子どもの個性・能力がぐんぐん伸びる！

＊レッスン時のみ楽器のレンタルが可能です。
＊レッスンの日時は、月毎にご相談の上決めます。

@tpl5398z を LINE＠で検索！
knklvr1228@gmail.com
https://ameblo.jp/caoli-pf-rtmc/

フルートの音色を日常に♪
どうぞお気軽に体験レッスンにお越しください。

青沼愛フルート教室

七五三や成人式の髪飾りに使われているつまみ細工
のアクセサリー作りを体験してみませんか？
布を折って、のりで貼り付けるだけで作れます。
1 /16、21 第 3 木曜 10:00〜12:30
2/18、
20 場所：OK 西東京
* 価格は作る作品によって変わり
3/17、19
ますので、お問い合わせください。
東伏見ワークショップ
場所 : CRAFT BASE ※次回は 1/31 1:30〜3:50
https://www.craft-base.com/workshop/
atelierhatsuhannah@gmail.com

1 月 17 日（金）10：30 ～ 12：00
※次回は 2/21（金）
定員４名 参加費 3,800 円 ( 次回以降の詳細はブログにて )
お名前とメールアドレスをご記入の上、relier.a.b.c@gmail.com まで
お申し込みください。
（1 月 14 日（火）迄）

Relier ( ルリエ )

講師 rino 元中高家庭科教員
AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター
relier.a.b.c@gmail.com
https://relierabc.wixsite.com/home

大人も子どももみ〜んな星の子だった！

チケットは
web サイトから

星空コンサート
三鷹市公会堂 光のホール
入場料：大人 1,500 円 (18 歳以上 )
子ども 1,000 円 (18 歳未満 )

※2 歳以下のお子様が大人の膝の上で鑑賞する場合は無料
※当日券は大人 1,800 円 (18 歳以上 ) ／子ども 1,200 円 (18 歳未満 )

ＯＫ西東京で
アロマレッスンスタート!!

ＯＫ西東京で『季節をたのしむアロマレッスン』をスタートします。
１月は「アロマハンドジェルとバスソルト」風邪やインフルエンザ
の予防にお役立ち！受験生にもオススメです。アロマのことや子育
てのことなど楽しくおしゃべりしながら一緒に手づくりしませんか。

hatsuhannah

2020 年 2 月 24日 (月・振)
14:30 開演 (13:45 開場 )

検索

ai.1002@icloud.com

アロマレッスン
Relier（ルリエ）

つまみ細工教室

青沼愛
( 東京音楽大学卒業 / アレク
サンダーテクニーク教師 )

青沼愛 フルート

https://aiaoat.theblog.me/

アトリエはつはんな

アトリエはつはんな

お子様づれ OK!

施術

お気軽にお問合せください

で検索 !

体験
レッスン
受付中！

楽譜が読めなくても、楽器を持っていなくても大丈夫！
楽に豊かな音が出せる身体の使い方から、好きな曲が演奏
できるようになるまで、
ていねいに楽しくレッスンします。

体験レッスン実施中！

リトミック

テ プップ

ルーマニア料理教室・カフェ Te pup

イオンモール東久留米から

お問合せはこちらから

https://www.mothers-harikyu.com

日本から遠く8,000km離れた異国の地 東欧ルーマニア。野菜いっ
ぱい ヘルシーで美味しいルーマニア料理を西東京市を中心にお教
えしてます。2011 年に開業以来、約 800 名の皆様にルーマニア料
理をお伝えしてきました！お料理が苦手でも大丈夫！ルーマニアの
文化紹介などもありますよ。お気軽にご参加下さい

ひよこ親子教室
保育士 村田真由美

ピアノ & リトミック教室

で検索 !

「ルーマニア 料理教室」

設立 21 年目、卒会生は 1200 人。
2020 年 4月スタート 2 歳児･3 歳児クラス
体操、工作、リズムあそび、季節の
無料体験会開催中！！
行事などを通して、お子さんの成長
を一緒に見守りながら、子育てのお
設立
21 年目、卒会生は 1200 人。体操、工作、リズムあそび、
悩みをサポートしています。勉強で
季節の行事などを通して、お子さんの成長を一緒に見守りながら、
はない大切なものをみつけません
子育てのお悩みをサポートしています。
か？
勉強ではない大切なものをみつけませんか？

なかしまかおり

マザーズ鍼灸院

お子様連れ歓迎！東ヨーロッパ

1歳～3 歳の
親子が対象。

「ひよこ親子教室」

ひばりヶ丘

マザーズ鍼灸院

クラウドファンディング
からのチケット購入で、
優待席の確保ができます。

星空ナビゲーター

野田祥代

ピアニスト

中島香

お問合せ
星空コンサート実行委員会
hoshizora.concert.2020@gmail.com

主催：星空コンサート実行委員会
後援：三鷹市教育委員会、西東京市教育委員会、三鷹市
協力：FAAVO 東京三鷹、にしみたか学園三鷹市立第二小学校、M ジョイ吹奏楽団の指導者・保護者様
こどもの城新体操クラブ・保護者様

