
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

中央文化教室 札幌市中央区北1条東1丁目 カレスサッポロビル 3F　FAX. 011-209-1159
011-222-4639

営業時 間 （月～金）10：00～19:30　（土）10：00～17:00　※電話受付時間です。

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！

生活に役立つアロマの知識を実践をまじえて
お伝えしていく楽しい内容です。

季節のアロマグッズ作り

第1（金） 
10：30～12：00

日時

小野寺 園子講 師

2,365円／月1回受講料

●教材費／1回 1,000円（作品3ヶ作成）
●定員／15名　●体験料／500円

季節のイベントを中心に歴史や意味などを、
生花を通じて楽しくレッスン。

月1回の花空間

第3（水） 
10：30～12：00

日時

小島 忍講 師

2,365円／月1回受講料

●教材費／1回 2,500円
●定員／12名　●体験料／500円

『17音字に夢とドラマを！』明るく楽しく
五七五の世界を体験してみませんか。

～五七五に夢とドラマを！～ 楽しい川柳教室

第2・4（金） 
10：00～12：00

日時

佐藤 芳行講 師

3,410円／月2回受講料

●定員／10名　
●体験料／500円

●持ち物／スリッパ
●教材費／月 220円　●体験料／500円

色 な々方法のアプローチで心と体を見つめ、
心を元気に免疫アップ！笑う門には福来る！

～足が満たされると体も心も満足！～ 自分でできる足もみ元気法

①第1・3（火） ②第2・4（金）
10：30～12：00

日時

横内 理香　若石リフレサロントライアングル主宰講 師

3,630円／月2回受講料

●持ち物／クリーム、タオル、水分、足もみ用棒　
●定員／15名　●体験料／500円

いつまでも健康でイキイキと、
音楽に合わせて楽しく健康づくり。

ステップ21 健康づくりリズム体操

第1・3（金） 
10：30～11：30

日時

杉澤 尚実講 師

3,410円／月2回受講料

●定員／10名　
●体験料／500円

絵画をとおして貴方の表現の独創性を後押し
します。今まであきらめていた方大歓迎。

絵画（油・水彩）教室

①第1・3（木） ②第2・4（木） 日時

名木野 修講 師

4,180円／月2回受講料

●教材費／月 500円　●定員／25名

③第1・3（土）
13：00～15：00

14：00～16：00

初めての方にやさしく指導致します。
アドリブなども取入れ、レベルアップを目指します。

初めてのウクレレ教室（初級）

①第1・3（火）日時

大箭 一伸講 師

4,180円／月2回受講料

●教材費／月 200円　
●定員／15名　●体験料／500円

14:00～15:30
②第2・4（火）14:45～16:15

童謡・唱歌から懐かしの流行歌まで幅広く歌います。
楽しく心身の活性を目指しましょう。

ピアノ伴奏で歌う 昭和の名曲

第1・3（木） 
10：30～11：30日時

日時

小川 いづみ講 師

2,750円／月2回受講料

6回コース
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中央文化教室
011-222-4639 地下鉄

バスセンター前駅
2番出口

地下鉄
バスセンター前駅
2番出口

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
右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！

ご家庭に眠っている楽器を蘇らせませんか？
手持ちの楽器で楽しく合奏できます。

～手持ちの楽器で～ 器楽合奏

第2・4（水） 
10：30～12：00

日時

木村 純講 師

4,730円/月2回受講料

●持ち物／楽器、スリッパ　●定員／8名
●体験日／4/13（水） ※予約時に楽器の種類をお知らせください。　●体験料／500円

季節ごとのデザインで手作りアイシングクッキーを
たのしみましょう！ 4月は「北海道の春」。

オトナアイシングクッキー講座

4/15（金） 5/20（金） 6/17（金）
10：00～12：00

日時

斎藤 彩美　日本サロネーゼ協会JSA講 師

2,915円（教材費込）/1回（1回だけの参加も可）受講料

●持ち物／エプロン、ハンドタオル、筆記用具　●定員／8名

持ってはいるけどよくわからないというかたがもっと便利に使いこなせるようになります。「IDと
パスワードの整頓」「アプリのインストール」「初期設定」などの基本から「SNSのしくみ」など、
毎日が便利で楽しくなる使い方について解説します。

～いろいろなアプリを使ってみよう～
自分の機種で覚えるスマホ＆タブレット

（月） 14:00～15:00、15:15～16:15、12:45～13:45 ※希望者多数の場合は、最大3クラスまで増設日時

相原 真人　北海道ITセンター札幌校講 師

7,920円/月3回受講料 ●教材費／初回 500円　●定員／9名
講座説明会 ： 4/25（月）14:00～ ※要予約　※人数によってはクラス分けや時間変更があります。

専門用語を使わず、身近な具体例を使い、分かりやすく解説します。

専門用語を使わない相続・遺言講座

第3（金） 10：30～12：00日時

成田 幹　日本相続知財センター札幌講 師

1,485円/月1回受講料 ●定員／15名　●体験不可

1day

New

実際の中学の教科書で学習します。

中学教科書で学ぶ英語Ⅰ

（金） 14:30～15:40日時

杉野 多恵子　講 師

6,160円/月4回受講料

●教材費／初回 400円　●定員／10名　
●体験料／500円

New

New

New

しきたりの基礎知識、包み方、リボンがけ、のしのかけ方、
初心者でも技術が身につきます。

商業ラッピング検定3級

第2（木） 18:30～20:00日時

三浦 アキ子講 師

2,310円/月1回受講料

●教材費／初回 1,200円（テキスト代）、1回 800円　●定員／10名

New

初心者ではないけれど実は苦手な社会人が、
少しづつデジタルとITを好きになれます。

～仕事を30分早く終わらせよう～
デジタルやITが苦手な
社会人のためのパソコン講座

New

英語が聞き取れる、話せる喜びを味わいましょう。
実践重視の楽しいレッスンです。

大人の英会話入門

第1・3（火） 10:00～11:00日時

フランソワ ラベイ講 師

3,960円/月2回受講料

●教材費／月 300円　●定員／12名
●体験日／4/5（火）　●体験料／500円

New

フランスの街の見どころや最新情報を紹介します。
フランス語プチレッスン付きです。

楽しく学ぶフランス文化

第1・3（火） 11:10～12:10日時

フランソワ ラベイ講 師

3,960円/月2回受講料

●教材費／月 400円　●定員／12名
●体験日／4/5（火）　●体験料／500円

New

初めて学ぶ方対象です。読み方や発音を基礎からゆっくり
と学びます。

ジョン先生の楽しい韓国語

（金） 19:00～20:20日時

（株）コリア・ネットワーク講 師

6,000円/月3回受講料

●定員／10名　●体験日／4/8（金）
●体験料／500円

New

日本の伝統文化である水引を使って、季節に合わせた
飾りやアクセサリーを作ります。

第4（木） 13:00～15:00日時

青野 紗代講 師

2,915円/月1回受講料

●持ち物／ハサミ、平やっとこ（お持ちの方）
●教材費／1回 500円～1,000円　●定員／9名

New

“桜のたより”をハガキに楽しみながら
気軽に書いてみませんか？！

たのしく気軽に“季節のたより”を 
～やさしいペン字～

4/19（火） 13:00～14:30日時

田澤 智子　日本現代ペン書道学会師範
文部科学省後援硬筆書写検定審査委員

講 師

2,200円受講料

●持ち物／ふだんお使いのペン ※筆ペンをご希望の方 1本220円　
●定員／10名

1day

コロナ禍で声が出ずらい人が増えています。
力まず伝え伝わる喜びを取り戻しましょう。

～気持ちよくのびのびと～ 
話す声のレッスン

第2・4（金） 13:30～15:00日時

五十嵐 いおり　フリーアナウンサー、朗読家講 師

6,930円/月2回受講料

●持ち物／筆記用具（鉛筆など消せるもの）　
●定員／9名

第2・4（土） 15:00～16:00日時

相原 真人　北海道ITセンター札幌校講 師

4,730円/月2回受講料 ●持ち物／スマホ　●定員／9名
講座説明会 ： 4/23（土）15:00～ ※要予約　※パソコン＆スマホ利用環境や仕事上での
お困りごとをお伺いしながら、全6回の講座内容を決めていきます。

～はじめての水引細工～ 水引で楽しく結ぼう

1回目／相続対策…相続対策は遺留分対策
2回目／遺言、生命保険、生前贈与の大活用
3回目／認知症対策と後見・家族信託

5月開講 3ヶ月コース

5/12スタート 6ヶ月コース4/15スタート

4/19スタート

4/28スタート 6回コース 6ヶ月コース

4/19スタート 4/15スタート

5月開講 3ヶ月コース 5月開講 3ヶ月コース

説明会 ： 4/8（金）
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