
■相続知財鑑定士　後藤　朋恵ほか
■受講料金／2,090円（資料代含む）

■相続知財鑑定士・ライフコンサルタント　後藤　朋恵ほか
■受講料金／2,090円（資料代含む）

家族が困らないための
「遺言」の残し方

もしもに備えて資産を
守る！成年後見制度　

第１回：自分の特性を知る、吉方取りの実践方法
第２回：ラッキーカラー・パワーフードを知る
第３回：最強の縁作り、スタートにいい日を知る
第４回：自分の隠れキャラ、ラッキーナンバーを知る
第５回：自分の強み・バイオリズムから自分の立ち位置を知る
第６回：2022年の全体・各九星の流れ
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　謎解き、ピアソン夫妻
とノツケウシ

「ピアソン学事始外伝、其の二」＜3ヶ月（全6回）＞

ピアソン夫妻が明治・大正の時代に、日本でどのような役
割を果たし、北海道開拓民達にとってどのような存在で
あったのか？明治期、日本の多くの都市に遊郭が設けられ
たが、何故野付牛には遊郭がなかったのか？数々の謎を
受講者の皆さんと解き明かしましょう！

・日本の婦人運動の先駆けとなった矢島楫子（やじ     
　まかじこ）との出会い
・三浦綾子の本「われ弱ければ」～矢島楫子伝～
・展示写真解説文の間違いを発見！子供の人権と女
　性の人権
・ピアソン邸が婦人たちの心の支えとなる

■NPO法人ピアソン会事務局長（理事）　伊藤　悟
■受講料金／2,420円（資料代含む）※オリジナルグッズのお土産付き　
○持参品／筆記用具　○定員／15人
●会　場／ピアソン記念館　北見市幸町7丁目4-28　※現地集合解散

■気学・風水鑑定士　高橋　利明　■第2・4土曜10：00～11：30
■受講料金／4月～6月（6回）14,520円
○教材費／4,000円「手帳3，850円＋コピー代」（初回支払）　○持参品／筆記用具　○定員／8人

九星気学に基づく行動実践講座
講座では自分の特性・現在の立ち位置・自身にあった
選択肢などが判り行動ができるように学びます。東洋
の叡智（優れた知恵）、主に九星気学を基に比較的効
果を体感しやすい【日盤吉方】という手法に特化して
の内容です。

■武蔵野音楽大学声楽学科卒　高橋　祥子
■金曜（月3回）13：00～14：30　
■受講料金／4～6月（9回）7～9月（9回）各19,800円
○教材費／楽譜代2,000円程度（初回支払）
○持参品／筆記用具　○定　員／7人

楽しく歌う声楽レッスン♬
日本歌曲やイタリア歌曲の美しいメロディーにの
せて楽しく歌いましょう。楽譜が読めなくても歌う
ことが好きな方は大歓迎です。初めての方やお久
しぶりのレッスンの方も気軽にいらしてください。

入会金
不要

NEW

■手打ちそば教室　楽楽（ささ）代表　飯塚　典子他
■曜日・時間帯をお選びください。●水曜または金曜
　●10：30～13：00または13：00～15：30　
■受講料金／毎月第1週目から（月4回）6,600円　
○教材費／１ヶ月4,400円（初回支払）
○持参品／エプロン・三角巾　○定　員／各時間3人
●会　場／手打ちそば教室 楽楽（ささ）
※日程が変更になる場合もございます

手打ちそば教室
自宅で美味しい蕎麦を食べたい方に基本的なそばの打
ち方を指導いたします。小学生以上のお子さんと一緒に
参加も出来ます。また、本格的な打ち方や段位所得を目
指したい方はご相談ください。

NEW

■認定ＮＰＯ法人マドレボニータ　認定産後セルフケア
　インストラクター　元看護師　平野　聡恵
■火曜（月3回）15：00～16：00
■受講料金／4月～6月（9回）7月～9月（9回）各16,830円
　※別途傷害保険料
○持参品／動きやすい服装、タオル、飲料水
○定　員／6人　※最少開講人数　3人

バランスボールで美しく鍛えよう！
バランスボールを使って楽しくエクササイズをします。そ
の他肩凝りを自分でケアする方法や美しいウォーキングの
方法もお伝えします。日々の運動を楽しく行うことで健康
につなげていきましょう。

NEW

ポイント

～脚力・体幹・自律神経・ホルモンバランス～

受講生募集
4月期2022 北見

北見市北 2条西 3丁目
ナップスビル地下
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■ボディキネシス®インストラクター
　JAPICAマットピラティスインストラクター　田辺　かおり
■火曜（月3回）11：00～12：00
■4月～6月（9回）7月～9月（9回）各15,840円 ※別途傷害保険料
○持参品／動きやすい服装、飲料水　○定　員／10人

自立生活を続ける運動教室
日常生活に必要な筋力、体力の維持を目的とする教室
です。腕を上げる・歩く・座るなど、生活に必要な動作を
毎日快適に行える「自立と自律」を目指しましょう。

NEW

～人生100年時代を生きる～

■栄養環境コーディネーター認定講師　森　ちづる
■受講料金／16,500円
○教材費／認定料・テキスト代12,650円（お申込み時支払）
○持参品／筆記用具
○定　員／10人　※最少開講人数　4人

栄養環境コーディネーター認定講座

整理の基礎理論「必要と不必要の区別」を食品と健康状態の
組み合わせに応用した講座です。最新の予防医学の知識を
学びませんか。　※資格認定は後日協会から郵送されます。

NEW

～乳幼児から高齢者まで健康を守るために～

【カリキュラム】
①進化医学から考える栄養　
②運動と脳の栄養との関わり　
③睡眠　
④腸内微生物群はもう一つの臓器
⑤食べる意味と食べものの役割　
⑥年齢別食べる力を伸ばす環境　
⑦サイエンスで考える偏食と過食
⑧整理の基本理論で作る栄養環境

・事前に準備しておくこと　・遺言ってどん
なもの？　・生前贈与したほうがいい？

・法定後見と任意後見の違い　・元気なう
ちにできること（任意後見契約・生前贈与）

■wisteria studio主宰　フラダンスインストラクター　　
　藤岡　文恵
■第1.3金曜18：30～19：30（入門）19：40～20：40（中級）
■受講料金／4～6月（6回）7～9月（6回）＜入門＞各13,200円
　　　　　　＜中級＞各15,180円※別途傷害保険料
○教材費／CD、資料代
○持参品／筆記用具、タオル、Tシャツ、パウスカート

基礎からのフラダンス＜入門＞＜中級＞
初めての方を対象に美しい姿勢を保ちながら、基本
のステップ、ハンドモーションをわかりやすく繰り返
し練習します。ゆったりとしたリズムに合わせて笑顔
で踊りませんか？癒しの音楽で心も身体もリフレッ
シュしましょう。

NEW

6月13日（月）13：00～15：30

5月21日（土）10：00～17：00（昼休憩有）

矢島　楫子 氏

※2022年旅行で使える
　吉方一覧をプレゼント

セ
イ
コ
ー

マ
ー
ト
●

ローソン●

北海道●
銀行

北見駅

　経済
●センター

●北洋銀行

●北見市役所

ナップスビル地下

入会金
不要

入会金
不要

入会金
不要

4月17日（日）10：00～11：30 5月28日（土）10：00～11：30



http://www.doshin-cc.com/

インターネットで講座検索＆ご予約
道新文化センター

〈受付時間〉
月～土曜 9：30～17：30（日・祝休）
北見市北2条西3丁目ナップスビル地下

2022年4月期 全講座一覧
●2022年7月以降も継続して受講できます
　（一部講座を除く）

はじめてのヴァイオリン
（個人レッスン）
大橋 美恵
第２・４水曜13：30～15：00
※1回30分、個人レッスン
3ヵ月（6回）15,180円

陶芸磁器粘土人形ロマンドール
吉岡　妙子
月曜（月3回）10：00～12：00
3ヵ月（9回）13,860円

茶道裏千家
平山　宗英
月曜（月3回）13：00～20：00
フリータイム制2時間受講
3ヵ月（9回）13,860円

ホトトギス俳句教室
同人　藤瀬　正美
火曜（月3回）12：30～15：30
3ヵ月（9回）15,840円

黒須　美雪
曜日・時間は相談（1回2時間）
3ヵ月（6回）69,320円

カラーセラピスト
資格講座 福井　隆雅

第2金曜19：30～21：00
3ヵ月（3回）4,950円

阿字観の呼吸法を学ぶ
3ヵ月（全6回）

3ヵ月（全6回）

尹　京花（ユン キョンファ）
火曜（月3回）10：00～11：00
3ヵ月（9回）15,840円

楽しく話そう旅行英会話 はじめての韓国語
白木　美幸
第１・３土曜10：00～11：00
3ヵ月（6回）10,560円

やりなおし英語
石川　孝司
第２・４水曜13：30～14：30
3ヵ月（6回）10,560円

語学・パソコン・コミュニケーション

桜井　直子
木曜〈初級〉13：00～14：00
　　〈入門〉14：15～15：15
3ヵ月（12回)19,800円

フランス語を話そう！ ゆっくり学ぼう英会話
フレデリック　クラロ
月曜〈入門〉13:00～14:00
　　〈初級〉14:00～15:00
3ヵ月（12回)26,400円

中国語
 周　瑨（シュウ シン）
月曜〈入門〉19：30～20：30
　　〈初級〉18：30～19：30
3ヵ月（12回)21,120円

飯塚　典子
1ヵ月（全4回分）8,360円
1ヵ月（全8回分）15,840円

やさしい英会話レッスン パソコンフリーコース
木幡　美穂
金曜（月3回）11：00～12：00
3ヵ月（9回）14,850円

働く女のマナー講座
黒須　美雪
第１・３土曜13：00～14：30
3ヵ月（6回）11,880円

飯塚　典子
1ヵ月（全8回分）15,840円

パソコンスタート パソコンエクセル入門
飯塚　典子
1ヵ月（全8回分）11,440円

パソコン基礎とワード
飯塚　典子
1ヵ月（全8回分）13,200円

パソコンエクセル応用
飯塚　典子
1ヵ月（全8回分）15,840円

パソコン検定コース
飯塚　典子
1ヵ月（全8回分）15,840円

好感度アップ！
魅力的な話し方
山崎　ひとみ
第１・３金曜18：30～20：00
3ヵ月（6回）15,840円

はじめての朗読
山崎　ひとみ
第１・３金曜11：00～12：00
3ヵ月（6回）11,880円

書道・絵画・お花・お茶

日曜のゆっくり手織り教室
宝喜　恵子
日曜（月1回）10:00～12:00　
3ヵ月（3回）6,600円

料理・手工芸・服飾

はじめての大人バレエ
伊藤　志歩
第１・３金曜10:00～11:30
3ヵ月（6回）11,880円
※別途傷害保険料

舞踊・健康・スポーツ

日本舞踊(花柳流)
花柳 喜衛成
火曜12：45～14：45
〈初級〉3ヵ月（12回）19,800円
〈中級〉3ヵ月（12回）22,440円

ベリーダンスの魅力
浜田　美紀
日曜（月1回）10:30～11:30
3ヵ月（3回）6,600円
※別途傷害保険料

やさしい社交ダンス
秋庭　正幸
木曜10:00～11:30
3ヵ月（12回）18,480円
※別途傷害保険料

フラメンコ
板本　麻見
土曜10：00～11：15
3ヵ月（12回）22,440円
※別途傷害保険料

やってみようアシュタンガヨガ
三浦　裕利子
火曜18：45～20：00
3ヵ月（11回）18,150円
※別途傷害保険料

マットピラティス
渡辺　沙央子
木曜18:45～20：00
3ヵ月（12回）19,800円
※別途傷害保険料

薬膳＆ダイエット
佐藤　優美
第2土曜13：00～14：30
3ヵ月（3回）6,600円

指ヨガ＆笑いヨガ
森実　啓子
第1･3水曜12：30～13：45
3ヵ月（6回）11,220円
※別途傷害保険料

楽らくヨガ
おおのかよこ
月曜（月3回）13:00～14：00
3ヵ月（9回）15,840円
※別途傷害保険料

バレトンダイエット
浜田　美紀 ほか
第4土曜17：30～18：30
3ヵ月（3回）5,940円
※別途傷害保険料

ストレッチーズ
田辺　かおり
水曜15：30～16：40
3ヵ月（12回）19,800円
※別途傷害保険料

やさしい夜ヨガ
平尾 真由美
水曜18：45～19：45
3ヵ月（11回）19,360円
※別途傷害保険料

社交ダンス（個人レッスン）
秋庭　正幸　友梨香
月曜～日曜（月3回）11：00～21：30
※1回30分個人レッスン
3ヵ月（9回）21,780円
※別途傷害保険料

女性のためのセルフケア体操
本間　恵奈
第1・3金曜13：00～14：30
3ヵ月（6回）11,220円
※別途傷害保険料

身体にやさしいリズム体操
安藤征子
水曜10：20～11：50
3ヵ月（12回）19,800円　
※別途傷害保険料

誰でもできるボクシング
エクササイズ
野村　拓司
火曜10：00～11：30
※途中入退場ＯＫ
火曜〈毎週〉
3ヵ月（12回）15,840円
火曜〈隔週〉
3ヵ月（6回）8,580円
※別途傷害保険料

バランスボールで
美しく鍛えよう
平野　聡恵
火曜（月3回）15：00～16：00
3ヶ月（9回）16,830円
※別途傷害保険料

やさしい卓球教室
桑島　圭・塚本　貴史
火曜クラス13：30～15：00
金曜クラス10：00～11：30
3ヵ月（10回）12,100円
※別途傷害保険料

ラージボール卓球
桑島　圭・塚本　貴史
月曜10：00～11：30
3ヵ月（10回）13,200円
※別途傷害保険料

やさしいゴルフレッスン
山端 潤一
月～日曜（火曜は休み）
※ご希望の日時をお知らせ下さい
　レッスンは40分です
4回コース9,240円
※別途傷害保険料

和みの整体Ｙoga(ヨガ）
森実 啓子
木曜13：00～14：30
3ヵ月（12回）19,800円
※別途傷害保険料

幼児・児童体育
上林 一裕ほか
月曜(月3回)または木曜(月3回)
<年中・長>15：00～16：00
<小学生>16：10～17：10
3ヵ月（9回）16,830円
※別途傷害保険料

健美操（けんびそう）
平尾 真由美
月曜10：30～11：45
3ヵ月（11回）19,360円
※別途傷害保険料

自立生活を続ける運動教室
田辺　かおり
火曜（月3回）11：00～12：00
3ヵ月（9回）15,840円
※別途傷害保険料

週末リラックス陰ヨガ
おおの　かよこ
第3土曜13：30～14：45
3ヵ月（3回）5,610円
※別途傷害保険料

健康太極拳
桜井 直子
水曜14：05～15：05
3ヵ月（12回）19,800円
※別途傷害保険料

基礎からのフラダンス
＜入門＞＜中級＞
藤岡　文恵
第1.3金曜
18：30～19：30（入門）
19：40～20：40（中級）
3ヵ月（6回）（入門）13,200円
　　　　　（中級）15,180円
※別途傷害保険料

フラダンス(昼クラス)
上田　純子
金曜（月2回）13：00～14：15
3ヵ月（6回）11,880円
※別途傷害保険料

フラダンス(夜クラス)
上田　純子
土曜（月2回）19:00～20:15
3ヵ月（6回）13,200円
※別途傷害保険料

武道的いきいきライフ
佐藤　紀雄
月曜（月3回）18：30～20：00
3ヵ月（9回）13,860円
※別途傷害保険料

九星気学に基づく
行動実践講座
高橋　利明
第2・4土曜10：00～11：30
3ヵ月（6回）14,520円

四季のリース
増井　五夜子
第３木曜10：00～12：00
3ヵ月（3回）6,270円

ハーブレッスン
増井　五夜子
火曜（月1回）10：00～11：30
3ヵ月（3回）6,270円

趣味・音楽・邦楽

トールペインティング
福永　美ゆき
第２・４金曜13:00～15:00
3ヵ月（6回）11,220円

卓上織り機で手織り
宝喜　恵子
第１・３火曜　第２・４木曜
10：00～12：00
3ヵ月（6回）11,880円

はじめてさんの手づくり
パンとおやつ
木島　智美
木曜（月1回）10：00～13：00
3ヵ月（3回）6,930円

手打ちそば教室
飯塚　典子他
水曜または金曜10：30～13：00
または13：00～15：30
1ヵ月（4回）6,600円

折り紙でイキイキ生活！
本間　千里
第2土曜（入門新規）
10:00～11:30
第4水曜（基礎）
13：30～15：00
3ヵ月（3回）5,280円

ステンドグラス
関原　真弓
木曜（月3回）
10：00～12：00 14：00～16：00
土曜（月3回）
10：00～12：00 14：00～16：00
3ヵ月（9回）15,840円

ハワイアンキルト
岡山　美恵子
第１・３金曜10：00～12：00
3ヵ月（6回）12,540円

パッチワーク
岡山　美恵子
第１・３金曜10：00～12：00
3ヵ月（6回）12,540円

球体関節人形を
作ろう（ＳＤサイズ）
皆川　優子
木曜（月3回）
〈入門〉14：30～16：30
〈初級〉18：30～20：30
3ヵ月（9回）18,810円

趣味の書道
井上　寿汝
火曜（月3回）　10：00～12：00
または16：00～18：00
3ヵ月（9回）14,850円

楽しい篆刻教室
池田　敬岳
第１・３水曜10：00～12：00
3ヵ月（6回）13,200円

実用ボールペン習字
池田　華楽
木曜(月3回)13：00～14：00
3ヵ月（9回）14,850円

やさしい実用書道
池田　華楽
木曜(月3回)10：00～12：00
金曜(月3回)18：30～20：30
3ヵ月（9回）14,850円

書を楽しむ
横田　彩華
土曜（月3回）13：00～14：30
3ヵ月（9回）14,850円

書道（かな）
田丸　敬和
月曜13：00～15：30
3ヵ月（12回）21,120円

筆ペン
田丸　華秋
第１・３月曜10：30～12：00
3ヵ月（6回）11,880円

こどもの書道
井上　寿汝
火曜（月3回）16：00～18：00　
3ヵ月（9回）13,860円

子どもの書を楽しむ
横田　彩華
土曜（月3回）13：00～14：30
3ヵ月（9回）13,860円

子どもアート教室
柳本　知子
第４土曜10:00～12:00
3ヵ月（3回）5,610円

美術な時間
（クリニカルアート）
柳本　知子
第２水曜10:00～12:00
3ヵ月（3回）5,610円

デッサン・油絵教室

こども絵画クラブ

石川　孝司
第２・４水曜15：00～17：00
3ヵ月（6回）11,880円

石川　孝司
第２・４水曜15：00～17：00
3ヵ月（6回）9,900円

夜の絵画教室
塚本　靖
金曜18：30～20：30
3ヵ月（12回）19,800円

楽しい水彩画
山中　照美
第２・４木曜10：00～12：00
3ヵ月（6回）12,540円

池坊いけ花
今野　裕峰
月曜（月3回）10：00～12：00
〈初等部以上准教授まで〉
3ヵ月（9回）15,840円
〈正教授以上〉
3ヵ月（9回）20,790円

ロイヤルフラワー
アレンジメント
川原　旭扇
第４土曜12：30～16：30
フリータイム制2時間受講
3ヵ月（3回）7,590円

高間さんの
フラワーデザイン
高間　早紀子
第３水曜10：00～12：00
6ヵ月（6回）14,520円

裏千家こども茶道教室　

池坊いけ花〈夜クラス〉

関　宗美
第２・４水曜16：00～19：00
フリータイム制1時間受講
3ヵ月（6回）7,260円

夏井　美華
水曜（月3回）17：30～20：00
フリータイム制
〈初等部以上准教授まで〉
3ヵ月（9回）15,840円
〈正教授以上〉
3ヵ月（9回）20,790円

草月流いけ花
中根　甫泉
木曜（月3回）13：30～17：00
※最終入室17時まで
〈初級・中級〉
3ヵ月（9回）15,840円
〈師範以上〉
3ヵ月（9回）19,800円

茶道表千家
竹村　宗直
曜日・時間は相談（月2回）
3ヵ月（6回）10,560円

こども茶道表千家
竹村　宗直
曜日・時間は相談（月2回）
3ヵ月（6回）7,260円

6ヵ月（全12回）

カラーセラピー＆
パーソナルカラー
黒須　美雪
第３土曜10:30～12:00　
3ヵ月（3回）6,270円

3ヵ月（全3回）

初めての写真教室
我妻　英信
第２・４土曜10：00～12：00
3ヵ月（6回）12,540円
※別途傷害保険料

ポピュラーヴォーカル
レッスン
武田　賀代子
第１・３火曜　第２・４火曜
10:00～14:00
第１・３土曜　第２・４土曜
15:00～21:00
※1回30分個人レッスン
3ヵ月（6回）14,520円

ワインを楽しく
島貫　大典
第３木曜18：30～20：00
6ヵ月（6回）15,840円　　　　　　　　　　　　

オカリナを吹こう
高畠 正明
【入門】第１・３木曜10：50～11：50
【初級】第１・３木曜12：00～13：00
【中級】第１・３木曜13：30～14：30
3ヵ月（6回）11,880円

オカリナ・ウクレレ・ギター
個人レッスン
高畠　正明
第１・３木曜 時間要相談
※30分個人レッスン
3ヵ月（6回）12,540円

オカリナを吹こう
（夜クラス）
高畠 正明
第１・３木曜18：30～19：30
3ヵ月（6回）11,880円

子供ピアノ個人レッスン
水野 理恵
土曜（月3回）10：00～13：00
※1回30分個人レッスン
3ヵ月（9回）18,810円

ピアノ個人レッスン
星野直子
第１・３火曜　第２・４火曜
12：30～18：00
第１・３金曜　第２・４金曜
10：00～13：00　19：00～20：30
※1回30分、月2回の個人レッスン
3ヵ月（6回）12,540円

楽しい尺八（都山流）
中西　紺山
第２・４水曜13:30～15:00
3ヵ月（6回）11,220円

楽しい歌謡教室
（カラオケ）
加藤 悦世
水曜　13：00～15：00　18：30～20：30
3ヵ月（12回）19,800円

ギターをひこう
(個人レッスン）
山田 日出男
水曜（月2回）12：30～20：30
※1回30分、個人レッスン
3ヵ月（6回）13,200円

やさしいお琴（生田流）
赤坂　彩子
第１・３月曜
〈初級〉10：00～12：00
〈入門〉13：00～15：00
3ヵ月（6回）11,220円

琴城流大正琴
左坂　典子
土曜（月3回）10：00～12：00
3ヵ月（9回）16,830円

なつかしの愛唱歌
木村　香鈴
月曜（月3回）13：00～14：30
3ヵ月（9回）19,800円

楽しく歌う声楽レッスン
高橋　祥子
金曜（月3回）13：00～14：30
3ヵ月（9回）19,800円

土遊び（陶芸）〈毎週〉 土遊び（陶芸）〈月2回〉
長谷川　育子
火曜13：00～16：00、
　　18：30～20：30
フリータイム制2時間受講
3ヵ月（6回）11,880円

戸塚刺しゅう
高田　エミ子
第２・４水曜10：00～12：00
3ヵ月（6回）12,540円

土遊び（子供の陶芸）
長谷川　育子
火曜18：30～20：30
3ヵ月（12回）21,120円

ポーセラーツ
Ｃhiseko
第２金曜10：00～12：00
3ヵ月（3回）7,920円

自分だけのシルバーアクセサリー
青島　弘明
第３木曜13：00～16：00
3ヵ月（3回）7,590円

日曜の土遊び（陶芸）
長谷川　育子
日曜（月1回）10:00～13:00
3ヵ月（3回）7,920円

きもの着付け教室
星野　忍
第1・3水曜10：00～12：00
　　　　　13:00～15:00
3ヵ月（6回）〈初級〉11,220円
　　　　　〈中級〉13,200円

やさしい洋裁教室
乾　里美
第２・４月曜13:00～15:00
3ヵ月（6回）11,880円

子ども講座

Let's Chat!
外国人講師他
火曜〈初級〉19：00～20：00
3ヵ月（12回)23,760円

社外教室

社外教室

社外教室

社外教室

社外教室

社外教室

社外教室

社外教室

社外教室

社外教室社外教室 社外教室 社外教室

社外教室

社外教室

長谷川　育子
火曜13：00～16：00、
　　18：30～20：30
フリータイム制2時間受講
3ヵ月（12回）21,120円

教養・文学・宗教・検定

4月期受講生募集中!2022

（一部講座除く）※詳しくはお気軽にお問い合せください。

0157-61-8854TEL.

見学・途中入会可能です

電話・インターネット
での予約も受付中！！

●受講にあたっては所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、受講料金を添えて事前にお申し込みください ●受講料金は受講期間に応じて6ヵ月または3ヵ月の前納制となっております ●受講料金には、一部の
講座（主に社外教室）を除き、講座ごとに1回220円の「施設使用料」が含まれています ●教材費、資料代、団体傷害保険料、持参品が別途必要な講座もあります ●入会金、受講料金は原則返金できません ●記載さ
れた金額はすべて消費税込みです ●お電話、インターネットでのご予約の場合は、ご予約から10日以内に窓口にてお支払いください ●一部講座を除き途中から受講の場合、受講料金は残り回数分となります 
●2022年4月29日～2022年5月5日はお休みします。

新規ご入会の方は入会金2,200円（18歳以下と70歳以上の方は1,100円）が必要です
※一部講座を除く。ご入会いただいた方には会員証を発行いたします。　※道内8ヶ所の道新文化センター共通で使用できます（有効期限は2年間）

・受講生の皆さまにおかれましてはご自身の健康管理にご留意いただき、体調不良や新型コロナウイルス 
 に不安を感じる方は受講をお控えください。
・講座受講にあたり、マスク着用・入室前の手指消毒にご協力ください。
・今後、政府および自治体の協力要請により急な休講になる可能性があります。
皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

【新型コロナウイルス感染防止対策について受講生の皆さまへお願い】

ホームページは
こちらから

フェイスブックは
こちらから

北見



NEWNEW

楽しく学ぶアドラー心理学
～日常生活に活かそう～

アドラー心理学の有用性について基本を学びます。従来の心理学と
は180度違った考え方（正反対の考え方）も含まれます。初めての
方、リピーターの方も大歓迎です。
■北見工業大学教授（精神対話士）　伊関　敏之
■4月16日（土）10：00～11：30　5月7日（土）10：00～11：30
　6月4日（土）10：00～11：30　※毎月開講 日付をお選びください
■受講料金／1回2,420円（資料代含）　○持参品／筆記用具　〇定員／各12人

6月18日（土）10：00～16：00（昼休憩有）

5月12日（木）10：00～12：30 5月12日（木）13：00～15：30

入会金
不要入会金

不要

入会金
不要

入会金
不要

入会金
不要

＜メニュー＞
・豆のトロトロスープ
・豆のスパイシークラッカー

＜メニュー＞
・驚愕！豆でつくるソフトクッキー
・乳製品フリーとは思えない！なめらかガナッシュ
・コレステロールフリーのチョコレートトリュフ

■受講料金／2,310円
○教材費／1,800円（申込時支払）
○持参品／筆記用具、飲み物、エプロン

■受講料金／2,310円
○教材費／2,500円（申込時支払）
○持参品／筆記用具、飲み物、エプロン

罪悪感フリーのヘルシースイーツ
小麦粉、乳製品、卵を使わない、コレステロールフリーなスーパーフリーの数々。
胃もたれなど感じてくるようになった方、アレルギー持ちの方にはまさに救いの
スイーツとなること請け合い。※ソフトクッキーとトリュフのお土産付き。

血糖値のバランスを整える豆料理
血糖値を整えながら、腸活にもツナガル超簡単豆料理の数 ！々すべては植物性
の材料で、お腹もココロも満たせるアンチエイジング料理術をお伝えします！
※実習時に使用する豆粉１２０ｇのお土産付き。

2講座共通
■「ほんもの料理」研究家　
　横山アディナ
○定　員／各8人 
　※最少開講人数各4人　　　　
○会　場／
　北ガスショールーム
　※駐車場は先着4台（要申込）

2講座共通
■一般社団法人 キレイデザイン協会認定講師
　キレイデザイン学インストラクター
　京谷　志穂
■受講料／各3,520円
○教材費／各1,100円（当日支払）
○持参品／筆記用具
○定　員／各10人　※最少開講人数　各5人
※申込時、西暦で生年月日とわかる方は生まれた
　時間をお知らせいただきます。

生前整理アドバイザー2級認定講座
～1日でスキルアップ～

～食物繊維たっぷり！～

「生きている間に自分の身の回りの物や財産、人間関係を
確認・整理すること」です。この知識や実践法を学ぶ事で、
ご家族の方の負担を減らすなど、今後の人生計画をス
ムーズに進めることができます。
※簡単な確認テスト有。資格認定は後日協会から郵送。

女性のためのセルフケア体操　　　　　
～自分で自分を整える～

身体の違和感に自分で気づいて、セルフケアする方法やスキマ
時間にできる体操をお伝えします。筋肉を柔らかくして良い姿勢
を維持し、呼吸しやすく動きやすい身体をめざしましょう。

■生前整理アドバアイザー認定講師　四ノ宮　美紀　
■受講料金／21,670円　○持参品／筆記用具
○定　員／8人　※最少開講人数　3人

4月17日（日）13：00～14：30

入会金
不要①自分魅力アップ講座

誕生日から導き出す自分の魅力を12色の中
からお伝えします。自分の強み、個性がわかる

ので自己肯定感も高まります。各タイプの色からコミュニケーションの取り方もお伝えいたし
ます。　配布診断シート　ブランドカラー＆イメージカラー

4月17日（日）15：00～16：30

②カラー運気アップ講座　
自分の運気カラーがわかります。年、月の流れ
がわかるため、どの時期にどのような行動をす

べきかがわかります。何か始めたいときの良い時期もわかります。これからの目標を立てる前
に運気カラーがわかると活用もしやすいです。 配布診断シート 1年リズムカラーシート

6月25日（土）14：00～16：15

間取りプランナー初級講座

日本の間取りの歴史・現状、動線・通風・日照・騒音
など、間取り学の基本を学びます。プロの方、新築
やリフォームをご計画の方など、どなたでもご受講
いただけます。
■一般社団法人 日本間取り協会認定講師　成田　洋子
■受講料金／5,720円（テキスト･認定料込）
○持参品／筆記用具　※最少開講人数　2人

■ＮＣＡマスターコンディショニングインストラクター　健康運動指導士　本間　恵奈
■第1・3金曜13:00～14:30　■受講料金／4月～6月（6回）7月～9月（6回） 各11,220円※別途傷害保険料
○持参品／動きやすい服装、バスタオル、飲料水　●定　員／15人

6月26日（日）10：30～12：30

入会金
不要阿字観（あじかん）の呼吸法を学ぶ

～ココロとアタマのストレッチ～

弘法大師空海がお伝えした瞑
想の中に「阿字観」と呼ばれる、
一般の方でも気軽にできる瞑
想法があります。瞑想は心や体
をリラックスさせ、ゆっくりとし
た時間をすごしませんか？

■高野山真言宗 福王寺(津別町)
　住職　福井　隆雅
■第2金曜19：30～21：00
■受講料金／4月～6月（3回）7月～9月（3回）　
　　　　　　各4,950円
○持参品／足を組むのでゆったりした服装
○教材費／茶話料900円(初回支払)
○定　員／8人　※最少開講人数　2人
　　　　　椅子での参加可能です。
●会　場／高野山真言宗　福王寺別院（北見市）
　　　　　北見市川東37番の2

お寺で『瞑想と精進料理』
～心を癒し自分と向き合う～

福王寺本堂にて瞑想の体験をします。日常を
忘れ静かでゆったりとした時間を過ごしてみ
ませんか？瞑想の後は皆さんに精進料理を召
し上がっていただきます。
※コロナウイルスの感染状況により、お弁当
　でお持ち帰りになる場合がございます。

■高野山真言宗 福王寺(津別町)
　住職　福井　隆雅
■受講料金／2,250円（食事代込）
○持参品／足を組むのでゆったりした服装
　　　　　(スカートは不可)
○定　員／20人　※最少開講人数　5人
　　　　　椅子での参加もできます。　
●会　場／高野山真言宗　福王寺　
　　　　　網走郡津別町字柏町10番地
　　　　　※現地集合・解散　

国際現代書道展会友　井上　寿汝　○持参品／書道用具一式（無い方は斡旋します）

幼児・児童体育
マットや跳び箱、かけっこやボールを使ったゲームなど体育に親
しんでもらうための教室です。運動の苦手なお子さんも楽しく
チャレンジでき、自信が持てるよう指導いたします。

こどもの書道
小中学生を対象に、テキストを
使って、学年に合った課題を毛
筆・硬筆（鉛筆・ペン）で学習しま
す。

趣味の書道
古典臨書と漢字（階・行・草書）を学
びます。毎月競書誌に提出し、昇級
していく楽しみがあります。初心者
から経験者まで幅広く学べます。

■ ㈱チャイルド・スポーツ・アカデミー代表　上林 一裕ほか
■月曜(月3回)または木曜(月3回)
　<年中・長>15：00～16：00　<小学生>16：10～17：10
■受講料金／4月～6月（9回）7月～9月（9回） 各16,830円
　　　　　　※別途傷害保険料
○持参品／動きやすい服装、上履き、飲料水

■火曜（月3回）16：00～18：00
■受講料金／4月～6月（9回）7月～9月（9回）各13,860円
○教材費／競書誌（「書の研究」学生版）代　月600円

■火曜（月3回）10：00～12：00または16：00～18：00
■受講料金／4月～6月（9回）7月～9月（9回）各14,850円
○教材費／競書誌（「書の研究」）代　月700円

入会金
不要

※2022年4月より時間帯・クラスが変更になりました。

※時間が変更になりました。

※受講後、修了証を発行いたします。

■受講料／5,720円
○教材費／2,200円（当日支払）

【2講座受講の方】



■国際現代書道展審査会員・道東書道展審査会員　池田　華楽
■受講料金／4月～6月（9回）7月～9月（9回）各14,850円
■木曜（月3回）10：00～12：00　金曜（月3回）18：30～20：30　
○持参品／書道用具一式
○教材費／月200円（誌代別）

やさしい実用書道
筆の持ち方など書の基本から楽しみながら学べます。毎月作品を提出
して昇級するための指導もいたします。午前・夜のクラスがあります

■フードコーディネーター　オーガニック料理ソムリエ
　林　よしみ
■受講料金／2,310円
○教材費／1,500円（当日支払）
○持参品／筆記用具、エプロン、手拭きタオル
○定　員／8人
●会　場／北ガスショールーム
　　　　　※駐車場は先着4台（要申込）

オーガニック料理

話題の発酵調味料を使って簡単ソースとドレッシ
ング作り。

■パンとお菓子の教室「びーと畑」主宰
　パンシェルジュ1級　木島　智美　
■受講料金／4月～ 6月（3回）6,930円　■木曜（月1回）10：00～13：00
○教材費／3ヵ月3回分 3,600円（初回支払）　○持参品／筆記用具、エプロン、タオル
○定　員／4人　●会　場／北ガスショールーム

はじめてさんの手づくりパンとおやつ
身近な素材で、手軽に、失敗なく作れる、パンと
お菓子の教室です。

■Ufficio oNATU.foto主宰　三浦　奈津美
■受講料金／2,420円　○持参品／スマートフォン、筆記用具、お
弁当（無くてもOK）　○定　員／10人

インスタ映え！基本をマスターしよう！

スマートフォンなどで簡単で楽しく「インスタ映え」する
料理写真を撮ってみませんか？毎日の生活の中で綺麗に
撮れる方法や加工方法をお伝えします。

NEW

～残念なSNSになっていませんか？～

＜内容＞　講座では「お弁当」をインスタ映えする方法
　　　　　で撮ります

4/21　アメリカンクッキー
5/26　マリトッツォ
6/23　レンジで大福
手捏ねの場合は１～２時間ほど長くなります。

■一般社団法人笑い文字普及協会上級講師　鴻巣　知香子
■受講料金／①2,420円（1回）　②12,540円（中級）　③12,540円（上級）
○教材費／①1,100円　②2,200円　③2,200円　（当日支払）

使う道具は白い紙と黒と朱色の筆ペンだけ！笑い文字は書いて半分、渡して完成！いつでもど
こでも、だれにでもさっと書いて渡せる満面の笑顔の筆文字です。
①初級…笑い文字の「ありがとう」が書けるようになります。（全1回）
　　　　●4月22日（金）10：00～12：00または4月26日（火）10：00～12：00
②中級…ひらがな、カタカナ、漢字、外国語すべての文字が書けるようになります。
　　　　（全2回）
　　　　●5月13日（金）・5月27日（金）10：00～12：00（①を受講した方）
③上級…満面の笑顔に、豊かな表情と心の内側からのメッセージが書けるようになります。　
　　　　（全2回）
　　　　●6月10日（金）・6月24日（金）10：00～12：00（②を受講した方）

リフレクソロジー
足裏から疲労回復

癒やし効果抜群のリフレクソロジー。　オイ
ルを使わないテクニックは、足がベタベタに
ならないので、「習得して良かった！」と大変
好評です。
○持参品／筆記用具、バスタオル・タオル各1枚、ウ
エットティッシュ、スリッパ、膝を出せる服装

6月5日（日） 14：00～17：00

ヘッドスパ
自宅や職場で活かす癒やしの技

癒しの世界で注目！「この心地よさは初め
て！」「ぐっすり眠れるようになった」そんな感
想をいただける、とっておきのテクニックを
伝授します。髪は濡れませんのでご安心くだ
さい。
○持参品／筆記用具、肩にかけるタオル1枚　

6月4日（土） 14：00～17：00
■ホロニック札幌セラピスト養成
　スクール代表　川又古都美
■受講料金／各 16,720 円
○教材費／各 1,100 円
　　　　　（申込時支払）
○対象／女性のみ
○最少開講人数／各 3人
○終了時には修了証を発行します。

アロマハンドテラピー　
絆を深める癒やしの時間

アロマから、手の平にある反射区までの幅
広い知識を学び、実技の習得を目指します。
介護などのお仕事に取り入れる方も増えて
います。シンプルだけど効果の高い癒やし
のテクニック。
○持参品／筆記用具、タオル2枚

6月4日（土）または5日（日）10：00～13：00

5月7日（土）10：00～16：00（昼休憩有）

5月8日（日）10：00～17：00（昼休憩有）

一日で学ぶ
癒やしの
テクニック

3講座共通

入会金
不要

入会金
不要

入会金
不要

5月17日（火）18：30～20：00

4月14日（木）10：00～13：00

笑い文字講座

○持参品／筆記用具　○定員／各10人 ※最少開講人数 各3人

ＴＣカラーセラピスト
養成講座

数秘＆カラー®
プレゼンター 
ベーシックコース 
～BIRTH編～

5時間で資格取得

■受講料金／26,070円（認定料・教材費込み）

■受講料金／21,010円（テキスト、カラーボトル、認定料含む）

■カラーコーディネートオフィス・
　アイリー代表　伊藤　アイリ

TCカラーセラピーの最初のス
テップ。色彩心理をベースに、カ
ラーボトルを選ぶだけで今の気持
ちを確認することができます。ご
自身のセルケア、家族のコミュニ
ケーションツール、美容室やサロ
ンなどのメニューとして、幅広く
活用することができます。講座終
了後には、認定証を発行します。

数秘術とカラーセラピーの融
合したシステムです。生年月
日から自己の生まれもった資
質・強み・運気を知り、より良い
人生を歩んで行くための気づ
きを深めていきます。
※修了証発行

入会金
不要

入会金
不要

入会金
不要


