
講座名

講　　師

対　　象

定　　員

日時・回数

受講料
教材費

持 参 品

受付日時

受講料納入

申込方法

内容

1

はぜひ！

お困りの方もこれからの方も安心の講座です。

お持ちでない方への貸し出しもあります。

日日日日

おおおお過過過過

大変大変大変大変

んどんんどんんどんんどん

またまたまたまた

サークルサークルサークルサークル

おおおお問合問合問合問合

ルンルンルンルンルンルンルンルン

    

 

 

 
火曜日

月 2

ジャンルを

することができる

楽器未経験者

悩んでいる人集まれ！スマホ・タブレット講座

北海道 I Tセンター札幌校校長　相原真人

豊平区にお住まいかお勤めの15歳以上の方（中高生除く）

4/9　4/16　4/23　いずれも火曜日　3回

筆記用具　ご自分でお持ちのスマホまたはタブレット
※お持ちでない方には貸出機をご用意します

3/28（木）9：00～4/4（木）17：00

第１回 ・android

・面倒な文字入力は不要！音声検索してみよう

第2回 ・複雑な料金プラン。仕組みを知ってお得に使いましょう

・美しい人はさらに美しく！カメラ撮影のコツを知ろう

第3回 ・Gって何？？データ回線のしくみを知ろう

・旅先でも名所へスイスイ！地図アプリの使い方を覚えよう

1月に大好評だった講座です。残念ながら前回受けられなかった方

はぜひ！

お困りの方もこれからの方も安心の講座です。

お持ちでない方への貸し出しもあります。

日日日日ごとにごとにごとにごとに暖暖暖暖かさをかさをかさをかさを

過過過過ごしごしごしごしですかですかですかですか

大変大変大変大変おおおお待待待待たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました

んどんんどんんどんんどん入入入入っていますよっていますよっていますよっていますよ

またまたまたまた、、、、今今今今までなかったまでなかったまでなかったまでなかった

サークルサークルサークルサークル」」」」のののの活動活動活動活動

問合問合問合問合わわわわせせせせ下下下下さいさいさいさい

ルンルンルンルンルンルンルンルン気分気分気分気分でセンターにでセンターにでセンターにでセンターに

・納入された受講料は原則としてお返しできません

火曜日 2～3 回

2～3 回 3000

ジャンルを問わず

することができる

楽器未経験者の

☆彡

悩んでいる人集まれ！スマホ・タブレット講座

北海道 I Tセンター札幌校校長　相原真人

豊平区にお住まいかお勤めの15歳以上の方（中高生除く）

4/9　4/16　4/23　いずれも火曜日　3回
10：00～12：00

受講料2000円　教材費500円

筆記用具　ご自分でお持ちのスマホまたはタブレット
※お持ちでない方には貸出機をご用意します

3/28（木）9：00～4/4（木）17：00

4/5（金）17：00まで

androidとiosがあるのを知っていますか

・面倒な文字入力は不要！音声検索してみよう

・複雑な料金プラン。仕組みを知ってお得に使いましょう

・美しい人はさらに美しく！カメラ撮影のコツを知ろう

って何？？データ回線のしくみを知ろう

・旅先でも名所へスイスイ！地図アプリの使い方を覚えよう

月に大好評だった講座です。残念ながら前回受けられなかった方

お困りの方もこれからの方も安心の講座です。

お持ちでない方への貸し出しもあります。

かさをかさをかさをかさを感感感感じられるようになりましたがじられるようになりましたがじられるようになりましたがじられるようになりましたが

ですかですかですかですか？？？？    

たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました

っていますよっていますよっていますよっていますよ、、、、予約予約予約予約

までなかったまでなかったまでなかったまでなかった下記下記下記下記

活動活動活動活動もももも始始始始まりますまりますまりますまります

さいさいさいさい。。。。雪解雪解雪解雪解けもけもけもけも

でセンターにでセンターにでセンターにでセンターに

リニューアルしたセンターで

どちらも前回大人気

・納入された受講料は原則としてお返しできません

大正琴 

り ん ご

回（習熟度による

3000 円 

わず味わい深

することができる人気の楽器

の方でも気軽

☆彡 NEW 

悩んでいる人集まれ！スマホ・タブレット講座

北海道 I Tセンター札幌校校長　相原真人

豊平区にお住まいかお勤めの15歳以上の方（中高生除く）

20名

4/9　4/16　4/23　いずれも火曜日　3回
10：00～12：00

受講料2000円　教材費500円

筆記用具　ご自分でお持ちのスマホまたはタブレット
※お持ちでない方には貸出機をご用意します

3/28（木）9：00～4/4（木）17：00

4/5（金）17：00まで

電話での申し込み（西岡福住地区センター　

があるのを知っていますか

・面倒な文字入力は不要！音声検索してみよう

・複雑な料金プラン。仕組みを知ってお得に使いましょう

・美しい人はさらに美しく！カメラ撮影のコツを知ろう

って何？？データ回線のしくみを知ろう

・旅先でも名所へスイスイ！地図アプリの使い方を覚えよう

月に大好評だった講座です。残念ながら前回受けられなかった方

お困りの方もこれからの方も安心の講座です。

お持ちでない方への貸し出しもあります。

じられるようになりましたがじられるようになりましたがじられるようになりましたがじられるようになりましたが

たせいたしましたたせいたしましたたせいたしましたたせいたしました。。。。4444 月月月月 1111 日日日日

予約予約予約予約をおをおをおをお忘忘忘忘れのれのれのれの

下記下記下記下記サークルサークルサークルサークル及及及及

まりますまりますまりますまります。。。。興味興味興味興味のあるのあるのあるのある

けもけもけもけも進進進進んでんでんでんで、、、、靴靴靴靴

でセンターにでセンターにでセンターにでセンターに来来来来てててて下下下下さいさいさいさい

講 座 の ご 案 内

リニューアルしたセンターで

どちらも前回大人気

・納入された受講料は原則としてお返しできません

 木村流 

り ん ご の 会  

による） 14：00

深い音色で様々

楽器です。五線譜

気軽に取り組めます

 サークル

悩んでいる人集まれ！スマホ・タブレット講座

北海道 I Tセンター札幌校校長　相原真人

豊平区にお住まいかお勤めの15歳以上の方（中高生除く）

4/9　4/16　4/23　いずれも火曜日　3回
10：00～12：00

受講料2000円　教材費500円

筆記用具　ご自分でお持ちのスマホまたはタブレット
※お持ちでない方には貸出機をご用意します

3/28（木）9：00～4/4（木）17：00

4/5（金）17：00まで

電話での申し込み（西岡福住地区センター　

があるのを知っていますか

・面倒な文字入力は不要！音声検索してみよう

・複雑な料金プラン。仕組みを知ってお得に使いましょう

・美しい人はさらに美しく！カメラ撮影のコツを知ろう

って何？？データ回線のしくみを知ろう

・旅先でも名所へスイスイ！地図アプリの使い方を覚えよう

月に大好評だった講座です。残念ながら前回受けられなかった方

お困りの方もこれからの方も安心の講座です。

お持ちでない方への貸し出しもあります。

じられるようになりましたがじられるようになりましたがじられるようになりましたがじられるようになりましたが、、、、

日日日日（（（（月月月月））））よりホールよりホールよりホールよりホール

れのれのれのれの方方方方はいますぐにでもまずははいますぐにでもまずははいますぐにでもまずははいますぐにでもまずは

及及及及びびびび前第前第前第前第 214214214214

のあるのあるのあるのある方方方方はははは是非是非是非是非

靴靴靴靴もももも春春春春のののの靴靴靴靴にににに

さいさいさいさい。。。。職員一同職員一同職員一同職員一同

講 座 の ご 案 内

リニューアルしたセンターで

どちらも前回大人気の講座です。多数のお申し込みお待ちしています！

・納入された受講料は原則としてお返しできません

00～16：00 

様々な名曲を演奏

五線譜が苦手な

めます。 

サークル 紹介 第二弾

悩んでいる人集まれ！スマホ・タブレット講座

豊平区にお住まいかお勤めの15歳以上の方（中高生除く）

4/9　4/16　4/23　いずれも火曜日　3回

筆記用具　ご自分でお持ちのスマホまたはタブレット
※お持ちでない方には貸出機をご用意します

電話での申し込み（西岡福住地区センター　

・複雑な料金プラン。仕組みを知ってお得に使いましょう!

・美しい人はさらに美しく！カメラ撮影のコツを知ろう

・旅先でも名所へスイスイ！地図アプリの使い方を覚えよう

ご要望の多かった昨年大人気のかけっこ講座を今年も開講します。

プロスプリントコーチから足が速くなるポイントを学ぼう！

フォームの改善やスタートダッシュを覚えると必ず足が速くなります！

月に大好評だった講座です。残念ながら前回受けられなかった方

、、、、皆様皆様皆様皆様おおおお元気元気元気元気

よりホールよりホールよりホールよりホール及及及及びおびおびおびお部屋部屋部屋部屋

はいますぐにでもまずははいますぐにでもまずははいますぐにでもまずははいますぐにでもまずは

214214214214 号号号号でごでごでごでご紹介致紹介致紹介致紹介致

是非是非是非是非おおおお気軽気軽気軽気軽にににに

にににに履履履履きききき替替替替ええええ軽軽軽軽

職員一同職員一同職員一同職員一同おおおお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています

講 座 の ご 案 内
 

リニューアルしたセンターで新しいことにチャレンジしてみませんか

講座です。多数のお申し込みお待ちしています！

・納入された受講料は原則としてお返しできません ・応募者が少数の場合は中止することがあります

 

演奏

な方、

毎週火曜日

月

健康

です

のポールで

第二弾 ～4

午前の部・午後の部それぞれ①20名②20名　計80名

運動のできる服装　室内シューズ　飲み物

4/17（水）9：00～4/24（水）17：00

電話での申し込み（西岡福住地区センター　011-852-4687011-852-4687011-852-4687011-852-4687

ご要望の多かった昨年大人気のかけっこ講座を今年も開講します。

プロスプリントコーチから足が速くなるポイントを学ぼう！

フォームの改善やスタートダッシュを覚えると必ず足が速くなります！

元気元気元気元気でででで    

部屋部屋部屋部屋のののの貸出貸出貸出貸出

はいますぐにでもまずははいますぐにでもまずははいますぐにでもまずははいますぐにでもまずは、、、、電話電話電話電話をしてをしてをしてをして

紹介致紹介致紹介致紹介致しましたしましたしましたしました

にににに当当当当センセンセンセンターターターターにににに

軽軽軽軽くなりますくなりますくなりますくなります

ちしていますちしていますちしていますちしています！！！！

講 座 の ご 案 内

新しいことにチャレンジしてみませんか

講座です。多数のお申し込みお待ちしています！

・応募者が少数の場合は中止することがあります

ノルディック

ノルディック

毎週火曜日 13

月 4 回 3000

健康づくりの両輪

です。一人ではなかなか

のポールで『ウォーキング

4 月から始まるサークルです～

運動会直前‼かけっこ教室

プロスプリントコーチ　石原康至

小学校1年生から6年生まで

午前の部・午後の部それぞれ①20名②20名　計80名

4/27　土曜日　1回

受講料800円（保険料含む）

運動のできる服装　室内シューズ　飲み物

4/17（水）9：00～4/24（水）17：00

4/24（水）17：00まで

011-852-4687011-852-4687011-852-4687011-852-4687

ご要望の多かった昨年大人気のかけっこ講座を今年も開講します。

プロスプリントコーチから足が速くなるポイントを学ぼう！

フォームの改善やスタートダッシュを覚えると必ず足が速くなります！

①小1～小２

②小３～小６

①小1～小２

②小３～小６

貸出貸出貸出貸出をををを再開再開再開再開いたしますいたしますいたしますいたします

をしてをしてをしてをして下下下下さいさいさいさい

しましたしましたしましたしました「「「「スマホ・タブスマホ・タブスマホ・タブスマホ・タブ

にににに    

。。。。    

！！！！    

平成３平成３平成３平成３1111 年年年年

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会

札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７

℡８５２－４６８７℡８５２－４６８７℡８５２－４６８７℡８５２－４６８７

講 座 の ご 案 内 

新しいことにチャレンジしてみませんか

講座です。多数のお申し込みお待ちしています！

・応募者が少数の場合は中止することがあります

ノルディック＆ゆる

ノルディック・こりんめーたんクラブ

13：10～15：

3000 円 

両輪は『有酸素運動

ではなかなか実践

ウォーキング＆エクササイズ

月から始まるサークルです～

運動会直前‼かけっこ教室

プロスプリントコーチ　石原康至

小学校1年生から6年生まで

午前の部・午後の部それぞれ①20名②20名　計80名

4/27　土曜日　1回

受講料800円（保険料含む）

運動のできる服装　室内シューズ　飲み物

4/17（水）9：00～4/24（水）17：00

4/24（水）17：00まで

011-852-4687011-852-4687011-852-4687011-852-4687）

ご要望の多かった昨年大人気のかけっこ講座を今年も開講します。

プロスプリントコーチから足が速くなるポイントを学ぼう！

フォームの改善やスタートダッシュを覚えると必ず足が速くなります！

午前の部

9：00～10：00

②小３～小６ 10：30～11：

午後の部

13：00～14：

②小３～小６ 14：30～15：

いたしますいたしますいたしますいたします。。。。もうすでにもうすでにもうすでにもうすでに

さいさいさいさい。。。。    

スマホ・タブスマホ・タブスマホ・タブスマホ・タブレットサークルレットサークルレットサークルレットサークル

1111 年年年年３３３３月発行月発行月発行月発行                

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会

札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７

℡８５２－４６８７℡８５２－４６８７℡８５２－４６８７℡８５２－４６８７        ＦａｘＦａｘＦａｘＦａｘ

新しいことにチャレンジしてみませんか 

講座です。多数のお申し込みお待ちしています！ 

・応募者が少数の場合は中止することがあります

ゆる筋トレーニング

こりんめーたんクラブ

：00 

有酸素運動（ｳｫｰｷﾝｸﾞ

実践できない『

エクササイズ』が楽

月から始まるサークルです～

運動会直前‼かけっこ教室

プロスプリントコーチ　石原康至

小学校1年生から6年生まで

午前の部・午後の部それぞれ①20名②20名　計80名

4/27　土曜日　1回

受講料800円（保険料含む）

運動のできる服装　室内シューズ　飲み物

4/17（水）9：00～4/24（水）17：00

4/24（水）17：00まで

ご要望の多かった昨年大人気のかけっこ講座を今年も開講します。

プロスプリントコーチから足が速くなるポイントを学ぼう！

フォームの改善やスタートダッシュを覚えると必ず足が速くなります！

00 20名

：30 20名

：00 20名

：30 20名

もうすでにもうすでにもうすでにもうすでに予約予約予約予約

レットサークルレットサークルレットサークルレットサークル」」」」「「「「書道書道書道書道

                第第第第２１２１２１２１５５５５号号号号

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会

札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７

ＦａｘＦａｘＦａｘＦａｘ８５２８５２８５２８５２－４６９７－４６９７－４６９７－４６９７

 

・応募者が少数の場合は中止することがあります 

トレーニング 

こりんめーたんクラブ 

ｳｫｰｷﾝｸﾞ）』と『筋

『ゆる筋トレ』

楽しめます。

月から始まるサークルです～ 

午前の部・午後の部それぞれ①20名②20名　計80名

ご要望の多かった昨年大人気のかけっこ講座を今年も開講します。

プロスプリントコーチから足が速くなるポイントを学ぼう！

フォームの改善やスタートダッシュを覚えると必ず足が速くなります！

予約予約予約予約もどもどもどもど

書道書道書道書道

号号号号    

西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会西岡福住地区センター運営委員会    

札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７札幌市豊平区西岡４条９丁目１－１７    

－４６９７－４６９７－４６９７－４６９７    

筋トレ』

と２本

。 


