
「深い呼吸で禅の動き」競わず争わ
ずの心で若い方から年配の方まで
楽しく学べます。奥深い動きを連続
することで体幹を鍛え、脳も活性化
させ、心身のバランスを整えましょう！

気功太極拳

（火） 10:00～11:30日時

金野 容子講 師

4,510円／月4回受講料

簡単！楽しい！汗をかく
と気持ちいい！まずは
チャレンジ！！

懐かしさに心も躍る DISCOワールド 木曜の昼はディスコフィーバー！

第1・3（木） 12:00～12:45日時

ecco講 師

2,530円／月2回受講料

●持ち物／動きやすい服装、運動靴、タオル、
　飲み物、必要であれば着替え

自分の住所氏名、手紙
ハガキ、封書の宛名や
文章を美しく書くコツを
丁寧に指導致します。

ボールペンと筆ペン

第1・3・4（木） 10:15～12:15日時

酒井 麗水講 師

4,125円（教材費900円）／月3回受講料

●持ち物／ボールペン、下敷（ボールペン用）

競書全書芸誌で段級修得
を目指すか、書きたい文字
で自由に取り組み小作品を
楽しむことも出来ます。
初心者の方は、基本となる
永字書法から始めます。

書を楽しむ～書道教室～

（火） 10:15～12:15日時

川岸 優芳講 師

4,840円（競書希望の方は誌代月1,000円）／月4回受講料

英語にリンクした未知
なる事の発見をして
みませんか？3カ月毎
に新しい場面設定を
して対話方式でのレッ
スンです。

日常英会話

（金） 19:00～20:30日時

煙山 泰也講 師

4,510円（教材費月 50円）／月4回受講料

毎日の暮らしを自分の
感性を生かした花で
楽しみませんか？
①エンジョイクラス
②本部登録し資格
　取得クラス
どちらも可

マミフラワー

第2（木） 10:30～12:00日時

澤沼 雅子講 師

1,760円（教材費1,000円～2,000円）／月1回受講料

体の不調でお悩みの
方必見‼誰でも出来
る簡単な運動で不調
を改善していきます。

背骨コンディショニング

（火） 13:00～14:00日時

KANAKO講 師

5,060円／月4回受講料

●持ち物／ヨガマット、スポーツタオル、飲み物
◎体験日 ４/26（火） 体験料500円◎体験日 4/5（火） ◎体験日 4/7（木） 体験料500円

転倒予防と筋力維持。
ストレッチと呼吸を合
わせた柔軟性のある
カラダ作りはいかが？

ゆる☆スロ 健康体操

（月） 13:30～14:30日時

松本 匠叶講 師

4,510円／月4回受講料

前半は呼吸のリズムにのり、
色々なポーズを展開し動い
ていきます。後半は１ポーズ
に時間をかけ、じっくりじん
わりほぐす“静”のヨガです。
“動・静”2つのレッスンの魅
力を体感し、心も身体もWに
喜ぶ人気クラス。

ダイエット+リラックス・ヨガ

第2・4（土） 11:30～13:00日時

石川 裕子講 師 3,080円／月2回受講料

それぞれの目標に応じた指
導をしています。初心者～
上級者まで、出来るように
なった感動をみんなで分か
ち合える楽しい教室です。

”むうむう”のかぎ針・棒針・タティングレース講座

第1・3（水） 10:00～12:00日時

武田 朝子講 師

2,970円／月2回受講料

《グラスアート》ステンドグラスの
ような雰囲気の作品を短時間
で作成できます。
《シルエットアート》フィルムで仕
上げる光と影を楽しむ影絵の
世界です。デザインナイフ１本で
出来ます。

グラスアート・シルエットアート

第4（月） 10:30～12:30日時

下田 優子講 師

1,815円（教材費1回 1,000円～2,000円）／月1回受講料

フラとはハワイ語でダンスという意
味です。”アロハの心”を大切に。ハ
ワイの癒される音楽に乗せて楽しく
レッスン。ハワイ語や文化に触れな
がら、本場のハワイのフラを一緒に
踊りませんか？年齢を問わず、基礎
から丁寧に指導致します。

ハワイアンダンス

四季折々の花、野菜、日用品等を手
描きし、言葉を添えて大切な人に
送ってみませんか？初心者の方は簡
単な材料からスタートしますので
お気軽にご参加下さい。

楽しい絵手紙

第1・3・4（金） 13:00～15:00日時

千葉 和子講 師

4,125円／月3回受講料

3店で
開講中！

3店で
開講中！New

コープのポイントが
たまる！ 入会金なし 各講座有料体験

500円（一部を除く）
各コース体験・見学できます（一部除く・要予約）

 詳しくはお問合せください。
※受講料・体験料・教材費等は全て税込表示です。

春期受講生募集中

コープさっぽろ

東光文化教室 旭川市豊岡1条5丁目324  FAX. 0166-32-1877
0166-35-8538

営業時 間 （月～金）10：00～19：00　（土）10：00～16：00　（日）休業

駐車場利用
無料

人気の講座をご紹介
心も軽く、新しいことにチャレンジしてみたくなる春がやってきました。
コープさっぽろ文化教室の人気講座で、毎日をもっと楽しくしてみませんか？

春から

スタート！

旭川市神楽4条5丁目1-22 
0166-63-8205

営業時 間 （月～土）10:00～15:30

コープさっぽろ

神楽文化教室
駐車場利用
無料

旭川市永山3条15丁目1-7 　FAX. 0166-47-9144
0166-47-9270

営業時 間 （月～金）10：00～17：30　（土）10：00～16：00

コープさっぽろ

シーナ文化教室
駐車場利用
無料

東光文化教室

詳しくは
ホームページへ

詳しくは
ホームページへ

詳しくは
ホームページへ

足をケアすることはすべての健康の基
礎であると考えます。「若石健康法」を
基に、セルフケアの方法、様々な症状
についてのもみ方をお伝えします。

お仕事帰りの足もみ講座

第1・3（木） 19:00～20:30日時

中村 利雅講 師

3,080円／月2回受講料

インドの原典の中にヨーガを学び、
日常の生活にヨーガを楽しむ。心
身をリフレッシュしてくれます。年齢
を問わずどなたでもできます。

ホームヨーガ

（月） 10:30～12:00日時

中沢 栄子講 師

4,730円（年に1回ほど600円）／月4回受講料

ご自分の生活を、パッチワー
クを通して豊かにしてみませ
んか。初心者大歓迎です。

パッチワーク小物

第2・4（水） 10:15～12:15日時

盛安 美幸講 師 3,080円／月2回受講料

自分で自分を整える。ヨーガは究極の
セルフケアです。不調の改善や健康
増進の為にぜひ。
※オンラインレッスンも有

セルフ・ヒーリング・ヨーガ

（木） 19:00～20:00日時

高野 昌子講 師

5,060円／月4回受講料

体を動かしたい！一人じゃ始めら
れない…。エアロビクスを始めて
みませんか？

はじめてみようエアロビクス

（金） 10:30～11:45日時

齋藤 良子講 師

4,840円／月4回受講料

第1・2・3（月） 19:15～20:30日時

吉澤 純子講 師

4,950円／月3回受講料

おうちの片づかないものTOP３「キッチン・
服・紙」のお悩みをスッキリ解消します。
・４月 キッチンの片づけ  ・５月 衣類の片づけ
・６月 紙の片づけ

おうちの片づけ講座

第1（水） 10:00～11:00日時

佐々木 亜弥講 師

1,540円／月1回受講料

ゆっくり呼吸、ゆっくり動いて、心も体
もリラックス。気持ち良く身体を伸ばし
て、ゆるめます。「心地いい時間」過
ごしてみませんか？

リラックスヨガ

第1・2・3（火） 10:30～12:00日時

和田 希和子講 師

3,861円／月3回受講料

簡単！お腹ひきしめヨガ

中野 佳子講 師

ポッコリお腹に効く簡単なポーズ
で筋力をつけ脂肪を燃焼し、ウ
エストシェイプします。

第2・4（月） 11:15～12:00日時

2,530円／月2回受講料 ●持ち物／裁縫道具、パッチワーク用生地、定規、ノート、筆記用具

オーストラリアン・プリザーブドワイルドフ
ラワーを使用してアレンジメントします。

オーストラリアン・プリザーブドワイルドフラワー

4/26（火） 
10:00～12:00、14:00～16:00

日時

渡邊 玲子講 師

2,145円（教材費1回 2,800円～）受講料

1day



東光文化教室
0166-35-8538

神楽文化教室
0166-63-8205

シーナ文化教室
0166-47-9270

お問合せ・申し込みは
皆様に安心して受講いただくためのコープさっぽろ文化教室の取り組み
下記は取り組みの一例です。ご理解とご協力をお願いいたします。

マスクの着用 手指の消毒 教室の換気 密を避ける

詳しくはこちらから
ご確認ください

各コース体験・
見学できます。（一部除く）
詳しくはお問合せください。（要予約）
※受講料・体験料・教材費等は全て税込表示です

コープ文化教室は組合員のための文化教室です。
（コープさっぽろの組合員になってください）
コープのポイントは、1年間（3月26日～よく2月26日引落）の受講料に対し、年1回（3月25日）
にポイントが加算されます。※お客様のご都合による欠席の場合、原則、受講料・教材費などの
返金は控えさせていただいております。定員に満たない場合、講座が開講できないこともござ
います。※表示以外にも教材費がかかる場合があります。スポーツ系の講座で受講中にケガな
どの恐れがある講座に参加の方はコープ共済またはスポーツ障害保険に加入されることをお
勧めします。※写真の一部はイメージです。※一日講座、定期講座の受講料お支払いは、SMBC
ファイナンスサービス口座振替となります。詳しくはフロント、ホームページでご確認ください。

大丸藤井セントラル、カ
ナリヤ、アークオアシス
大麻店にて10％OFF
の特典がうけられます。

会員特典コープ文化教室の
ホームページは
こちらから！

ツルハドラッグ東光店さんツルハドラッグ東光店さん

ローソンさんローソンさん

コープさっぽろ
ルミネ東光店 2階

いやしの楽器、ウクレレを弾いてみませんか？楽
譜が読めなくても、楽器は初めてでも大丈夫で
す。みんなで楽しく演奏します。

はじめてのウクレレ

第1・3（水） 13:30～15:30日時

皆川 豊講 師

2,200円／月2回受講料

肩こり・冷えを季節
の養生の話とヨガの
ポーズで、いやしま
せんか？

冷え・肩こりさんのための中医養生ヨガ

第2・4（木） 10:00～11:30日時

髙橋 広子講 師

3,300円／月2回受講料

どなたでも安心して受講できます。あなた
の大切な時間を、楽しく充実した時間に！

タップダンス

第1・3（金） 19:30～20:30日時

茶木 美予子講 師
3,080円／月2回受講料

物を見て描くところから始めます。動物や風
景、そして人物を描きます。描くことであなたの
世界が広がります。一緒に楽しみながら描い
てみましょう。

おとな絵画

第1・3（土） 11:00～12:45日時

斉藤 志え子講 師

4,180円／月2回受講料

色鮮やかなモザイクスタイルを施して、世界
に一つのオリジナル作品を作りましょう！

モザイクタイル教室

第1・3（木） 10:15～12:15日時

中村 あきこ講 師

3,050円（1作品1,200～2,000円）／月2回受講料

●持ち物／紙コップまたは牛乳パック、ウェットティッシュ、ピンセット

パソコンは初めての方から、エクセル・ワードを使
いこなしたい方まで、ご指導いたします。一人一
人のペースと希望に合わせて進めていきます。

パソコン教室

第1・3（土） 14:00～15:00　
第2・4（土） 15:30～16:30

日時

植西 修司　
特定非営利活動法人カムイ大雪バリアフリー研究所

講 師

3,630円／月2回受講料

季節に合ったお花を作って楽しみま
しょう。
・４月 水仙　・５月 テッセンのリース 
・６月 バラ　・７月 スカシユリ　
・８月 スプレーマム　・９月 りんどう

アメリカンフラワー

第3（木） 10:00～12:00日時

岡田 文子講 師

1,265円／月1回受講料

ひめトレは骨盤底筋群を刺激
する簡単なエクササイズです。
椅子に座り骨盤のゆがみを整
え、産後の方や女性特有の悩
みに効果が期待できます。

ひめトレエクササイズ

第1・3（土） 10:30～11:30日時

塚形 友佳子講 師

2,530円／月2回受講料

筋肉と関節をしっかり動か
し使います。運動により美
筋、美姿勢、美ボディを目
指します。

美トレでシェイプ

（水） 11:00～12:00日時

なごみ講 師

6,160円／月4回受講料

大正琴に初めて触れる方から、
曲が弾ける上級者まで、レベルに
合わせて指導します。唱歌から
懐かしい歌謡曲まで。季節や行
事にあったものを演奏します。

大正琴

第2・4（木） 15:00～17:00日時

笹野 正行講 師 2,530円／月2回受講料

セーターや小物など、編みたい
物を初めから教えます。編み
物経験者から初心者まで、ス
キルに合わせて丁寧に指導い
たします。

手あみ教室

第1・2・3（月） 13:30～15:30日時

長谷川 静枝講 師

2,706円／月3回受講料

踊る事、歌う事は人間の本能
です。アナタも一歩踏み出して
みませんか？待っています！

社交ダンス

（火） 13:00～14:30日時

橋本 真理子講 師

4,510円／月4回受講料

世界無形遺産に認定さ
れている能楽の教室で
す。声を出す謡と体を動
かす仕舞を学びます。

能楽観世流謡と仕舞の教室

第3（火） 
謡クラス 10:00～11:00　仕舞クラス 11:00～12:00

日時

永島 充講 師

各クラス3,300円（教材費 本2,300円、扇8,200円）／月1回受講料

初心者からベテランまで、自分
のペースで学べます。美しい
文字を手にいれましょう。

大人の習字教室

（木） 13:00～15:00日時

戸波 芳翠講 師

1,100円／月1回
4,400円／月4回

受講料

実用書道、ペン字、ボールペン
字、毛筆漢字等幅広い層に対
応した総合競誌です。

初歩の実用書道

（金） 13:00～15:00日時

馬場 松峰講 師

4,510円
（教材費月1,000円）／月4回

受講料

押し花で身近なものを作り
ましょう。貴方オリジナルア
クセサリー作りができます。

押し花・押し花UVレジンjewelアクセサリー

第1・3（水） 
10:30～12:30

日時

清野 知美講 師

2,365円／月1回   4,730円／月2回
（教材費1,000～3,000円）

受講料

日常生活に必要な体づくり。転
倒予防、ストレッチによる呼吸
器の強化を目指しています。

ゆる☆スロ 健康体操

（金） 10:30～11:30日時

松本 匠叶講 師

4,510円／月4回受講料

●持ち物／水分、汗ふきタオル

楽しく体を動かしましょう。

健康体操教室りずむ♪

第1・3（木） 
10:00～12:00

日時

潮 京子、国沢 ひとみ講 師

3,300円／月2回受講料

美しい日本の伝統衣装「きもの」苦
しくなく綺麗な着付と手結びの帯で
役に立つマナーも学べます。

装道礼法きもの学院 礼法きもの教室

第1・2・3（火） 13:00～15:00日時

坂田 紗登美講 師

4,455円（テキスト代 3,100円 2冊分）／月3回受講料

●持ち物／着物一式（貸出しのご用意有り）

植物から採れる香りを組み合
わせて、自分自身が香りを楽し
めるものを毎回一つ作ります。
香りがもたらす心や身体への
働きを学びます。

アロマテラピー

第3（木） 10:30～12:00日時

中村 知子講 師

1,815円／月1回受講料

陶芸初心者の方を対象に
基礎からていねいに指導し
ます。あなただけのオリジナ
ル陶器を作って見ませんか？

基礎からの陶芸教室

第2・4（月） 14:30～16:30日時

片山 一、片山 兵衛講 師

1,914円／月2回受講料

仕事帰りの時間に会話の
やりとりの中からあたらし
い発見や表現を見出すこ
とや、頭のリフレッシュがで
きるレッスンです。

木曜日の英会話

（木） 18:45～20:00日時

煙山 泰也講 師

4,510円／月4回受講料

美しく、苦しくなく、着くずれ
しない着付けと帯結びを楽
しく学んでみませんか？簡単
な礼儀作法も学べます。

着付け教室

第1・2・3（木） 13:30～15:30
第1・2・3（金） 18:00～20:30

日時

富塚 美穂子講 師 4,455円～／月3回受講料

大人気のダンスフィットネス！　ZUMBAは世
界中で愛されているプログラムです。誰でも
最後は笑顔になります。初心者の方も安心
して楽しめます。

ZUMBA

第1・3（金） 12:00～12:45日時

KANAKO講 師

2,640円／月2回受講料

◎体験日 4/7（木）

◎体験日 4/8（金） 体験料500円

◎体験日 4/2（土） 体験料500円

◎体験日 4/2（土）

◎体験日 4/4（月） 体験料500円

◎体験日 4/1（金） 体験料500円

◎体験日 4/6（水） 体験料500円◎体験日 4/2・16（土） 体験料500円

◎体験日 4/6（水） 体験料500円

◎体験日 4/14（木） ◎体験日 4/11（月） 体験料500円

◎体験日 4/21（木） 体験料500円

◎体験日 4/21（木） 体験料500円

おうちの片づかないものTOP３「キッチン・
服・紙」のお悩みをスッキリ解消します。
・４月 キッチンの片づけ  
・５月 衣類の片づけ
・６月 紙の片づけ

おうちのお片づけ講座

第4（水） 10:30～11:30日時

佐々木 亜弥　
整理収納 Happy Go Lucky

講 師

1,540円（教材費1,500円）／月1回受講料

写真撮影／奥山 繁

【基礎コンパクト】

第2・4（金） 19:30～20:30日時

3,080円／月2回受講料

【中級】

（土） 19:30～20:50日時

6,160円／月4回受講料

【基礎】

タヒチアンダンスで南国気分！！年齢に
関係なくどなたでも参加いただき、
運動不足を解消しましょう！

はじめてのタヒチアン

第1・2・4（木） 20:15～21:15日時

東倉 晴美講 師

1,650円／月1回
3,300円／月2回
4,500円／月3回

受講料

3店で
開講中！

3店で
開講中！

神楽文化教室 シーナ文化教室


