
60
分事前予約制

7月 2日（火）

羊毛フェルトで

ぶたさんバッグをつくろう

ヨットのロープでつくる

ドックソード

ワイヤーをかぎ針で編んで

ネックレスをつくろう

羊毛フェルトで

犬・猫ストラップをつくろう

7月3日（水）

レザークラフトでつくる

ペンシルケース

羊毛フェルトで

七夕お星さまストラップをつくろう

講師：竹内 梨奈さん
時間：15:00 ～20:00
参加費：税込1,000 円～

7月10 日（水） 7月11日（木） 7月12日（金）

講師：田上 亜美子さん
時間：
参加費：税込1,800 円

講師：茂木 雅世さん
時間：
参加費：税込1,000 円

講師：
時間：19:00 ～20:00
参加費：税込 3,000 円

90
分

SOMOS
International School 講師陣

内田 美奈子さん・杉山 早陽子さん

7月 5日（金）

講師：竹内 梨奈さん
時間：15:00 ～20:00
参加費：税込 800 円

大人のミサンガを

つくりませんか

7月 9 日（火）

講師：和光 薫さん
時間：
参加費：税込1,700 円　(本代込)

14:30 ～ 16:00
18:30 ～ 20:00

16:30 ～ 18:00

14:00 ～ 15:30
18:30 ～ 20:00

16:00 ～ 17:30

15:00 ～ 15:30
18:00 ～ 18:30

16:00 ～ 16:30
19:00 ～ 19:30

15:00 ～ 15:30
18:00 ～ 18:30

16:00 ～ 16:30
19:00 ～ 19:30

事前予約制 120
分

14:00~16:00
18:00~20:00

18:00~18:40
19:00~19:40

3 品種のお茶を飲み比べよう

～飲んで感じて描く煎茶ワークショップ～

粘土とUVレジンでつくろう！

バックハンガーチャーム

7月18 日（木）

講師：倉橋 亮子さん
時間：
参加費：税込 3,400 円

15:00~16:30
18:30~20:00

FIMO（オーブン樹脂粘土）で

1/6サイズのオレンジをつくろう

7月19 日（金）

講師：MINAさん
時間：
参加費：税込 2,200 円

15:00~17:00
18:00~20:00

南国デザートの

メモスタンドをつくろう

7月 22日（月）

講師：齊藤　仁美さん
時間：
参加費：税込1,600 円～

バラのある生活

ポケットティッシュケースをつくろう

7月 23日（火）

講師：千寿さん
時間：
参加費：税込 2,200 円

ウミガメの甲らは何のため？

～隠れられない甲らの秘密～

7月 24 日（水）

講師：石原 孝さん
時間：19:00 ～20:00
参加費：税込 600 円

美味しいコーヒーの

淹れ方

7月31日（水）

講師：  正木 俊樹さん・森 麻美さん   
時間：18:30 ～20:00
参加費：税込1,600 円

7月 25日（木）

講師：秋田 悦子さん
時間：18:30 ～20:00
参加費：税込1,800 円

日菓のしごと

きょうの和菓子づくりワークショップ

7月 26日（金）

講師：
時間：
参加費：税込 2,000 円

知って楽しい宝石話とプチ制作

真珠・ルビー編

7月30 日（火）

講師：塚田 優子さん
時間：
参加費：税込 2,000 円

講師：中島 じゅんこさん
時間：
参加費：税込 2,600 円

世界でひとつ！

シーグラスでつくるアクセサリー

宙の学校～自分の星座の見つけ方！

ワインと星空を楽しもう～

7月16日（火）

講師：栗山 夏美さん
時間：
参加費：税込1,800 円

7月17日（水）

講師：かわい じゅんこさん
時間：19:00 ～20:00
参加費：税込1,000 円

15:00~16:00
18:30~19:30

15:00~17:00
18:00~20:00

15:30~17:00
18:30~20:00

事前予約制 40
分

90
分

事前予約制 90
分

事前予約制 30
分事前予約制

30
分事前予約制 事前予約制 120

分
90
分事前予約制 60

分事前予約制
60
分事前予約制

90
分

事前予約制 90
分

事前予約制 90
分

事前予約制

7月イベントのご案内7Aフロア

大人が楽しめるワークショップ「CLASS HANDS WORKSHOP」は、

ハンズカフェの美味しいドリンクを飲みながらご参加いただけます。

東急ハンズ渋谷店

7月 4 日（木）
癒しのインテリア

こけ玉をつくろう

講師：東急ハンズ園芸スタッフ
時間：
参加費：税込1,200 円

事前予約制 45
分

17:00 ～ 17:45
19:00 ～ 19:45

18:00 ～ 18:45

持ち物不要・1ドリンク付

●事前予約のイベントは渋谷店ホームページにて
　予約を承っております。
　※予約は、開催日 2 週間前からの受付となります。

●内容は一部変更になる場合がございます。

●小さいお子様のご参加は、

   保護者の同伴をお願いいたします。
http://shibuya.tokyu-hands.co.jp/hint_event.php 東急ハンズ渋谷店 TEL：03-5489-5111（代表）●ワークショップにご参加される方は

　当日、7Aフロアご相談カウンターまでお越しください。

●こちらのイベントは全て 1ドリンク付です。

　( ハンズカフェのドリンクをご自由にお選びいただけます。

　ビールは＋100 円でお楽しみ頂けます。）

60
分事前予約制

事前予約制 120
分

60
分

または「東急ハンズ渋谷店 クラスハンズワークショップ」で検索。


