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テレビ出演もしている

あのコジマジック氏が

　やってくる！！

家族が もっと仲良くなる 

魔法のしつもん
100均グッズで
使いやすいキッチン収納

中村美夕紀 浅海由馨

当日のみパンの販売もあります。

参加費

無料
月 日

年間講演依頼数 200 本を超える片づけ界のトップランナー・

収納王子コジマジックが、誰でも簡単に片づけ上手になれる

コツや目からウロコの収納術を楽しくお伝えします♪

45分 60分

㈱三和Gallery 宇部内

日ごろより、地元でご活躍中のお二人！今回特別バージョンで講座開催！
今まで気になっていたという方もいらっしゃるのでは？無料で参加できるこのチャンスを逃さずに！！

 なないろキッズ (7COLORSKIDS)

by A-Z cafe

A-Z BREAD

託児サービスあり
ご安心ください！

PLAY有資格者による託児完備で、

お待ちしております！

Let’ s

詳しくは裏面も合わせてご覧ください。

収納王子コジマジックの

笑って学べる
収納セミナー

笑って学べる
収納セミナー

笑って学べる
収納セミナー

要申込
申込み方法は裏面

日ようび日ようび

※託児サービスご利用の際は、
　事前申込みが必要です。

https://7ck.jimdo.com/

後援   宇部市教育委員会

　　　山口市教育委員会

山陽小野田市教育委員会

ピピっと
来たら、

お申込みを！

片づけパンダ kaede の木

入場制限に
なる前に



0836-54-1131 へ送信ください。
申込みご希望の場合
上記へご記入のうえ、

セミナーお申込み方法

0836-54-1139
info-ube@10-mado.com

http://bit.ly/2o4Aobe

Gallery 宇部 検索

ご希望講座・ご参加人数・お名前・ご連絡先を
託児利用の有無をお知らせください。

電話 メール ＷＥＢ

メール ・ WEB での申込みは、 メールで案内状を返
信します。 アドレスは、 パソコンからのメールが届く
アドレスをご連絡ください。

電話受付（平日8：00～ 17：00）電話受付（平日8：00～ 17：00）

じゅう mado は皆さまの暮らしを応援します。

https://10-mado.com/
じゅう mado は皆さまの暮らしを応援します。じゅう mado は皆さまの暮らしを応援します。

ＦＡＸ

FAX

https://www.sanwa-gallery.com/information
㈱三和 Gallery 宇部ホームページ内、
インフォメーショーンページでもご案内中！！

セミナー内容　＆　講師のご紹介

お名前　　　　　　　　　　　　　　                  様

ご住所

〒　　　－

お電話番号　

ＦＡＸ番号　

フリガナ

希望人数をご記入ください

②11:30 ～　家族がもっと仲良くなる魔法のしつもん

①10:30 ～　100 均グッズで使いやすいキッチン収納

③14:00 ～　収納王子コジマジックの笑って学べる収納セミナー

複数のセミナーに申込み可能です。

受付後、案内状を送ります。 当日案内状が必要です。

託児申込みの場合　子どもの年齢：　

収納王子コジマジックの笑って学べる収納セミナー

100 均グッズで使いやすいキッチン収納 家族がもっと仲良くなる魔法のしつもん

申込みは

お早めに！

人

人

人

確認事項

申込み多数の場合、 締切日時を待たずに、 受付を
終了することがございます。 ご了承ください。

申込み締切：11 月 8 日（金）17 時
[ 先着順受付 ]

セミナー参加者 託児

人

人

人

子どもをもつ、 パパ ・ ママのためのセミナーです。 片づけ上手な子どもになって欲しい！！と願うなら、 育てる
環境、 おうちでの習慣が大事？！今回は、 小学校低学年以下の子どもを持つ親御さんを主な対象者として、
楽しいセミナーを開催していただくことになりました。 （セミナー参加時は、 託児サービスをご利用ください。）

【講師プロフィール】 収納王子コジマジック （一般社団法人日本収納検定協会 代表理事 小島弘章）

片づけ ・ 収納 ・ 住まいに関する確かな知識と実績を持つプロフェッショナルでありながら、 松竹芸能で 25 年の芸歴を積んだ、 主婦層に圧倒

的な支持を受ける男性ライフスタイル系タレントのパイオニア。 整理収納に” 笑い” を取り入れたセミナーが話題となり、 年間講演依頼数は

200 本以上、 著書 ・ 監修本は累計 40 万部を超える。 “収育” を理念として掲げた一般社団法人日本収納検定協会を設立し、 お片づけを

楽しむ検定 「収検 （収納検定）」 をスタートさせる。

☆ホームページ　　　https://shu-ken.or.jp/　　　　☆Facebook　　https://www.facebook.com/hiroaki.kojima.73

【講師プロフィール】
整理収納コンサルティング　片づけパンダ　代表　中村　美夕紀
山口へＵターン後、 パナソニックコンシューマーマーケティング㈱にてマー
ケティングに従事。 店舗展示レイアウトや販売のノウハウを学んだ後、 保険
営業を経て、 整理収納アドバイザーの資格に出会い、 自分にはこれしかな
いと一念発起。 2015 年整理収納コンサルティング片づけパンダとして独立。
　☆ホームページ　　　http://katazukepanda.jp/

【講師プロフィール】
kaede の木   浅海由馨－ あさみゆか ｰ
ヨガと 魔法のしつもん の講師をしています。 カラダとココ
ロをほぐして、 自分らしい人生を楽しむためのマインドをお
伝えしています。 本来の やさしさと強さを引き出すことで、
あなたの周りから、 自然と笑顔が広がります。
　★ブログ　http://s.ameblo.jp/yoga-kaedeno-ki/

たくさんある１００均グッズの上手な使い方を教えてくだ
さいます。 地元の整理収納アドバイザーさんが講師なの
で、 その後のご相談もしやすいですよね。 使いやすいキッ
チンは、 子どももお手伝いしやすいです。

家族が笑顔になれるワークです。 子育てに
大忙しの毎日。 ストレスが増えると、ギクシャ
クしがち。 そんな時こそ、 この方法でパパも
ママも子どもも、 自然に笑顔になれます。

主催：一般社団法人全国住宅産業地域活性化協議会


