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プラザ・エンジョイスクール運営委員会／帯広市教育委員会/とかちプラザ指定管理者（株）オカモト

別途材料費・テキスト代をいただく
講座もございます。また、講座を欠席
された場合、受講料・材料費・テキスト
代等のご返金はいたしかねますので、
ご了承ください。

別紙の申込用紙に氏名な
ど必要事項を記入します。
申込用紙はコースごとに異
なりますので、ご確認を。

申込用紙のご記入
受講当日、ご自宅で体調・体
温を確認します。いつも通り
なら、持物とマスクを準備し
て会場へお越しください。

とかちプラザでお申込 各会場で講座に参加

あおぞら共済
ご利用の場合は

託児室【無料】でご利用

専任講師が
しっかり
ていねいに
指導

敷地内
全面禁煙
敷地内
全面禁煙

料理
Cooking

趣味・手工芸
Hobby

2階事務室内プラザ・エンジョイスクール事務局
〒080-0014  帯広市西4条南13丁目1番地

■毎週 月曜日（月曜日が祝日の場合は、その翌日）

TEL  0155-22-7890　
TOKACHI  PLAZA

9：00     
　22：00 まで12/29 1/3■年末年始

受付時間 9：00     21：30 〈 FAX  0155-22-5955 〉

裁縫道具、鉛筆（２B)、ものさし（30cm位)、布用・
紙用ハサミ、工作用紙、パッチワーク用針、糸、キ
ルトボード ※希望により道具の斡旋いたします

パッチワークキルト

持　物

優しい色合いのオリジナル
キットを使用して作品を作
ります。初心者向けの特別
レッスンもあります。お気
軽にご参加下さい。

講師 ： 原  浩美

材料費 / １作品 1,000～3,000円程度材料費

時　間 〈午前〉10:00～12:00
  ■第1・3 金曜日

筆記用具、ハサミ（糸切用）、
ししゅう枠（直径10cm)

ししゅう
ししゅうの楽しさを体
験してみませんか。
基礎を応用した生活
小物を作ります。

講師 ： 佐々木  慶子

材料費 / １作品 1,500～3,000円程度材料費

時　間 〈午前〉 9:45～11:45
  ■第1・3 金曜日

鉛筆、おしぼり、工作用ハ
サミ、目打ち、新聞チラシ

ちぎり絵
手すきの和紙を使っ
て、花、風景、静物な
ど優しい色彩の作品
を仕上げます。手先を
使うため健康にもとて
も良いです。

講師 ： 磯野  久美子

材料費 /１作品 1,500～3,000円程度材料費

時　間 〈午前〉10:00～12:00
  ■毎月 第3 木曜日

筆記用具

ハーブ&アロマテラピー
毎月、季節に合うボデ
ィケアをハーブ、アロ
マを使いクラフトを作
りながら、ツボを取り
入れた心身のケアを
お伝えします。

講師 ：  吉秋  保子

材料費 / 3回分 4,200円
※初回に徴収します材料費

持　物

持　物

持　物

時　間 〈午前〉10:15～11:45
  ■毎月 第3 水曜日

家庭料理
季節の献立や生活習
慣病を防ぐ家庭料理
講座です。管理栄養
士が考えた「健康ご
はん」を基礎から学
んでみませんか。

講師 ：  小西  美子
時　間 〈午前〉 9:45～11:45

  ■第1・3 水曜日

シェフの簡単料理

材料費 材料費

洋食のプロの料理人が身
近な材料で簡単な料理の
コツを教えます。男性も初
心者の方も大歓迎です。
全日本司厨士協会により
派遣される講師が指導。

講師代表 ：  羽山  正彦
時　間時　間 〈午後〉13:30～15:30

  ■第2・4 木曜日

楽しい彩り料理
お馴染みの和洋中料
理の数々、身近な素材
で簡単料理。ちょっと
工夫してお洒落な盛り
付けを楽しんでみませ
んか。

講師 ：  工藤  一幸

材料費 / 5回分 3,500円
※初回に徴収します※講座途中での材料費
は、お返しできませんので、ご了承ください。
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材料費 / 5回分 3,500円
※初回に徴収します※講座途中での材料費
は、お返しできませんので、ご了承ください。

持　物 持　物

材料費

持　物

〈午後〉14:00～16:00
  ■第2・4 水曜日

和装ストッキング、足袋、肌襦袢、すそよけ、タ
オル５本、腰ひも４本、襟芯、長襦袢、着物、半
幅帯、手枕、その他自分の持っている小物、針
と白糸持参のこと（マチ針も）頂きます ※各自
持物の中で不足な物だけ注文して頂きます

着物 -美しく着る-

持　物

日本伝統の美しく癒され
る着物。ご自分でも鏡を
見ずに、楽に美しく着付け
られる方法を学びます。

講師 ：  木下  麗子時　間
〈午前〉
 9:45～11:45
  ■毎月 第3 木曜日

半紙、ティッシュ、筆洗用容器、
モチーフ（１回目はピーマン）
※希望により道具の斡旋します

楽しい絵手紙

持　物

「ヘタでいい、ヘタが
いい」を合言葉に、書
いて楽しく送って喜ば
れる絵手紙。あなたの
心の優しさを絵手紙に
表現して、大切な人に
届けて下さい。

講師 ：  津島  民子
時　間 〈午前〉10:00～12:00

  ■第1・3 金曜日

時　間

筆記用具

パソコン講座 【千葉教室・井上教室】パソコン講座は別チラシをご用意しております。お問い合わせください。

ご自身に合ったレベル合った、時間帯を選んで受講いただけます。

テキスト代 / 1講座（１ヶ月） 1,500～2,000円程度材料費

持　物 講師 ：千葉  雅文 講師 ：井上  和則

回 コース¥3,0003

会場が変更になる場合がございます。講座当日に１階エレベーター横の電光掲示板でご確認ください。

Computer
パソコン

上記コードを
お読取りください
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￥700/回
講座を受講の間、お子さま
（２歳以上就学前）をお預かりします。
ご利用希望の方
受講の２週間前までに、
とかちプラザへご連絡ください。

とかちプラザ２階事務所へ申込
用紙に受講料を添えてご提出
ください。
※お支払いは現金のみです。

〈午前〉10:00～12:00 【千葉教室】
〈午後〉13:30～15:30 【井上教室】
〈夜間〉18:30～20:30 【千葉教室】

〈午前〉10:00～12:00 【千葉教室】
〈午後〉13:30～15:30 【井上教室】
〈夜間〉18:30～20:30 【千葉教室】

①水 ・金コース

②火 ・木コース

「やってみたい」を応援します「やってみたい」を応援します

いただけます

開館時間 休館日

自然災害による小・中学校臨時休校や公共交通機関運休の場合、あるいは感染症などによる当館の臨時休館の
場合は講座を休講させていただきます。できる限り振替日を設けて対応いたしますが、振替実施が難しい場合は
ご了承ください。詳しくはとかちプラザ（22－7890）までお問い合せください。

プラザ
エンジョイ
スクール【公式】　

回 コース¥5,0005

回 コース¥10,00010

背骨コンディショニング
講師/

開催時間/

帯広市東7条南9丁目1

開催場所/

小林  秀子

東コミュニティセンター

〈午後〉13:30～15:00
　■毎週 月曜日

※開催場所はとかちプラザではございません。

ほっともっと様

東コミセン

協会病院様

南9丁目通

背骨コンディショニングスペシャリスト




