
申込期限

日程 土曜日 定員80名 5/13(水)

申込期限

日程 金曜日 定員20名 6/2（火）

定員30名

日程 土曜日 全2回 申込期限

6/17（水）

申込期限

日程 土曜日 全２回 5/13(水）

申込期限

日程 土曜日 全１回 6/24（水）

18：30　～　20：30

現代社会は、情報化、国際化などの影響から日々変化著しい社会といわれております。このような社会の中
で豊かな人生を築くための学習は欠かすことができません。そこで、生涯にわたる学びについて学習する生
涯学習講座を開催します。

6/12・19・26、7/3・10・17 全　6  回

介護をする人のためのセルフケア講座
　　　講師： 本学教授　　 　風間 雅江

6/27　　・　　7/25

セルフ・イメージを変える 講師：本学教授　佐藤　至英　 受講無料

5/23　　・　　6/20 14：00～15：30 定員30名

「思考は現実化する」あるいは「あなたが思うとおりの人生を歩む」ということばを聞いたことはあるで
しょうか？性格を変えることはできるのでしょうか？どのような毎日をすごすかは、日頃何を思うかによっ
て左右されます。そして、何よりも重要なのは、自分をどう思っているか、すなわちセルフ・イメージが大
きな影響を及ぼします。本講座では、セルフ・イメージとは何か、どのように形成されたのか、どのように
変えるのかについて、具体的かつ実際的に学びます。

「聖書」 に学ぶ生きるヒント 講師：本学教授　佐藤　至英　 受講無料

健康維持と活力の出る道産食品のお話と薬膳試食
～行者ニンニクとタマネギを中心に～

(講演）10時　00分　～　11時　30分
（試食）11時　40分　～　12時　45分

5/16

13：30～15：30 受講無料

家庭でご家族を介護する時、心の悩みが解消されずストレスを感じたり、腰痛などの身体の不調をかかえる
ことがよくあります。本講座では、手軽にひとりでできるストレスの解消方法や、身体に負担の少ない介護
方法を体験的にわかりやすくお伝えします。

●持ち物　　筆記用具、上靴　＊動きやすい服装でお越しください。

講師：本学学長　西村　弘行　

7/4 14：00～15：30 定員30名

講師：本学教授　谷川　松芳 受講無料

今日、国民医療費を減らし、健康寿命をいかに延ばすかが重視される中、道内の特色ある食材を活用した美
味しい健康食品に関心が寄せられています。講師は、行者ニンニクやタマネギなどの健康機能性や調理法を
研究し、いくつかの特許を取得しています。そこで、今回は、道産食品の健康機能性と調理法のお話をし
て、薬膳メニューの試食をいたします。

受講無料
材料費　800円

よりよい人生を求めて毎日を過ごしていきたいと願いながらも、人間関係に悩み、ストレスをかかえてしま
うのはなぜでしょうか？どうすればもっとハッピーに生きることができるのでしょうか？本講座では、世界
のベストセラーである「聖書」から、人生のこれらの疑問に具体的かつ実際的な答えを見つけます。実りあ
る豊かな人生とは何か、本当の豊かさとは何かについても、いっしょに考えていきたいと思います。

生涯学習ってな～に

道民カレッジ

道民カレッジ

※全講座、えべつ市民カレッジの連携講座になっております。

道民カレッジ

道民カレッジ

道民カレッジ

本学准教授 本間 美幸

本学講師 八巻 貴穂
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申込期限

日程 定員15名 5/11（月）

受講無料 定員各30名

6/23（火）
申込期限

7/21（火）
申込期限

8/1（土）

申込期限

9/1（火）
申込期限

申込期限

日程 定員40名 5/13(水)

日程 火曜日 全４回 申込期限

5/15(金)

受講無料
（材料費別途　各1,000円程度）

講師：本学教授　林　亨絵画教室～キャンバスに絵を描こう

各13：10～14：40コーディネーター　本学教授　田口　智子人が集えば文殊の知恵袋講座

●持ち物　エプロン・ゴム手袋・筆記用具・木綿糸・縫い針（絞り染めされる方のみ）、その他は初日にお知らせ致します。

6/12(金)

②江別カルタで語る江別物語2015　　

③学ぼう！楽しもう！音楽の世界！

ギターやハーモニカの種類と歴史、弾き方をまめ知識としてお話をします。そして、皆さんと一緒に歌ったり、手拍子し
たり、身体を動かして、楽しい時間を共有したいと思います。童謡・唱歌・フォークソング・演歌・民謡等、皆さんから
のリクエストも踏まえてミニ演奏会を共に楽しみましょう！

7/22(水)

江別の文化・歴史を題材とした江別カルタを用いて、楽しく江別の文化・歴史を学びましょう！
江別カルタは歴史的画像と現存する景観画像の両方を採用して制作した、いろはカルタです。最も身近な題材でありなが
らあまり話題にされなかった江別の文化・歴史が江別カルタには記されています。ぜひ、江別カルタを介して、共に楽し
み、共に学びましょう！

ゲストスピーカー
シンガーソングライター
全日本ハーモニカ連盟理事
北海道ハーモニカ連盟事務局長

大谷木　正隆　氏

7/10(金)

草木染講座　～初夏のヒーリングカラーを楽しもう 講師：本学非常勤講師　樺澤　京子 定員　12　名

8/21(金)

ゲストスピーカー
野幌森林公園自然ふれあい交流館
普及啓発員

扇谷　真知子　氏

心とからだのストレスケア 　講師： 元本学教授　伊藤　和幸 受講無料

5/23、6/6・20、7/4・25 土曜日　全５回 13：30～15：30

夏が終わり、暑さが少し和らぎ散策しやすい季節となりました。実りの秋でもありますが、サラシナショウマやミゾソバ
など、まだまだ秋のお花も楽しめますよ。秋のお花を楽しみながら、植物たちの命のバトンタッチの様子も観察してみま
せんか。

何となく疲れる、肩が凝る、やる気がおきない、イライラする。こんな症状を自覚しながら毎日をがんばっ
ていませんか。この講座では、楽しくからだを動かすことで、身体の変化と心の変化を体験できます。
●持ち物/トレーナーやジャージなど、楽に動ける服装、上靴

①初夏の野幌森林公園を歩こう
ゲストスピーカー
野幌森林公園自然ふれあい交流館
普及啓発員

扇谷　真知子　氏

可憐な春のお花たちと入れ替わるように、少々ダイナミックな印象の夏のお花たちが目立ちはじめてくる季節です。また
森の中はエゾハルゼミの鳴き声や野鳥のさえずりでとてもにぎやかとなります。これから夏本番を迎える野幌森林公園
は、生き物たちの生命力がみなぎっていますよ。そんな命のパワーを感じながら初夏の森を楽しく歩きましょう。

10：10～12：20
受講無料

　（材料費別途4,000円程度）

一年中で一番緑が美しい季節の中で、自生している草や花を使って染色を楽しみませんか。一般的な天然染
料と身近な草木などから色を出し、布に染め上げます。秋に作った桜の紅葉液も使いますので、リピーター
の方も是非ご参加ください。

ゲストスピーカー
江別創造舎副代表

萬　範幸　氏

5/14　・　6/11　・　7/9　・　8/6

④秋の野幌森林公園を歩こう

江別在住もしくは江別に造詣の深い方々をゲストスピーカーにお招きし、江別の歴史や暮らしをテーマに掲
げ、江別に通ずる貴重なご講話で綴られる講座です。どうぞご参加ください。

木曜日　全4回  10：40～12：10

身近なものをモチーフに、キャンバスに油彩もしくはアクリル絵の具で作品を一枚しっかり仕上げます。初めての方、描
き込みが苦手な方、深い色彩表現をしたい方など、皆さんのいろいろなお悩みにお応えします。楽しい雰囲気をつくっ
て、充実した時間を過ごしましょう。

5/26、　6/2・9・16

道民カレッジ

道民カレッジ

道民カレッジ

道民カレッジ
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5月コース 申込期限

6月コース 申込期限

7月コース 申込期限

8月コース 申込期限

9月コース 申込期限

申込期限

日程 7/15（水）

申込期限

日程 全4回 定員20名 5/22（金）

申込期限

日程 全4回 定員20名 5/22（金）

申込期限

●持ち物/弾いてみたい曲の楽譜、

6/3・10・17・24

6/3・10・17・24

水曜日

水曜日

裏千家茶道教室 講師：裏千家準教授　深井　宗久 各コース　火曜日　　全４回　13：30～15：30


日本文化を学びます。美しい立居振舞、四季折々の茶会、そのための初歩の基本の修練、
「道、学、実」を学びましょう。許状申請の取次もできます。

受講無料
教材費　各　5,000円

対象：これまでに【中級1】を学んだ方

受講無料

受講料　無料
教材費500円

7/25（土）　13：00～16：00 対象：小学１年生～中学３年生（親子で参加大歓迎） 定員20名

みなさんは夏休みの自由研究が決まりましたか？今回は、本物のマダガスカルのアンモナイト化石を手に入れることが
できます。不要な岩石を取りのぞいて（クリーニング）、形の良いアンモナイト化石にしましょう。 また、世界のいろ
いろな化石に触ってみて、化石と語り、化石から多くのことを学びましょう。
●持ち物：筆記用具

対象：これまでにおとなのためのピアノレッスンを受講された方

会話しながら楽しく文法を覚えていきましょう。発話する機会をできるだけたくさん持ち、ゆっくり学んで
いきます。

金曜クラス

世界の化石と友だちになろう
～マダガスカルのアンモナイト化石のクリーニング ～

講師：元本学教授　那賀島　彰一

※以下、継続の方のみ対象講座

講師：本学非常勤講師　村上　秀子

5/14・28、6/11・25、7/9・23　（木曜日　全6回）　12：30～16：00

講師：本学非常勤講師　野末　章子　　

5/15・29、6/12・26、7/10・24　（金曜日　全6回）　10：00～12：00

講
師
・
日
程

木曜クラス

日
程

5/19・26、　6/2・9 5/11（月）

定員8名

6/5（金）

7/21・28、　8/4・11 7/10（金）

8/25、　9/1・8・15 8/11（火）

9/29、　10/6・13・20 9/18（金）

講師：本学准教授　田　光子

●持ち物/白ソックス、ベルト、
帛紗、茶席用扇子など6/16・23・30、　7/14

クラッシック、ポピュラーなどいろいろなジャンルの曲を受講者のレベルに応じて、わかりやす
く楽しくピアノが弾けるように指導します。選曲の相談も受けます。ピアノを通して新しい自分
を発見し、より元気に明るく幸せの輪を広げてみませんか？

5/7（木）

5/7（木）

※会話で楽しむ韓国語【中級１】 

※会話で楽しむ韓国語【中級2】 

※おとなのためのピアノレッスン

韓国語を使って、どんな文章や言葉を話してみたいと思っていますか。そんな思いを文にして、コミュニ
ケーションしてみましょう。会話文を中心に、文法も楽しく学んでいきます。

対象：これまでに【中級2】を学んだ方

定員　各　８　名 受講無料

講師：本学准教授　田　光子 受講無料

10：40～12：10

13：10～14：40

チョン クァンジャ

チョン クァンジャ

道民カレッジ

道民カレッジ

道民カレッジ

道民カレッジ

なかじま
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申込期限

日程 火曜日 全10回 定員 10 名 5/7（木）

 
●はがき、FAX、e-mail　にてお申し込み下さい。（案内文書は送りません）
●講座名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年代、性別、電話番号の記入をお願いします。

 e-mail
住所  〒069-8511　江別市文京台23番地
FAX  011-387-3746
E-mail　  kouzacen@hokusho-u.ac.jp

　　　はがき
FAX

札幌駅より（ＪＲ）
函館本線　江別・岩見沢方面行き「普通」または「快速いしかりライナー」で大麻駅下車。
大麻駅南口から、徒歩約１５分、または「ＪＲバス」、「夕鉄バス」新札幌方面行きに乗車し、約1分
「北翔大学・札学院大前」下車。

新札幌駅より（バス）約２０分
・バスターミナル北レーンから「ＪＲバス」または「夕鉄バス」
・「ＪＲバス１０番のりば」または「夕鉄バス１２番のりば」野幌・江別・岩見沢方面行きに乗車し、
  「北翔大学・札学院大前」下車。

北翔大学
エクステンションセンター

●都合により講座内容を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●受付は先着順となりますので、定員に達した場合はキャンセル待ちとなります。その際はご連絡します。 
●やむを得ず受講できなくなった場合は、必ずご連絡ください。
●受講者が一定の人数に達しない場合には、開講を延期または、中止することがあります。 
●駐車スペースは限られていますので、公共交通機関をご利用ください。（特段のご事情のある場合は予めご相談ください。）

お 申 込 み 先

北翔大学へのアクセス

お 申 込 み 方 法

※リメイクファッションで楽しく装う 講師：本学名誉教授　高岡　朋子 受講無料

10：00～12：005/12・19・26、6/2・9・16・23・30、7/7・14

着られなくなった洋服を元気にして、洋服と一緒に自分も若返りましょう。というコンセプトのもと、すべ
てを「ほどく」のではなく、一部分をほどいて今の自分の体に合うように、小さくしたり大きくしたり、ま
たデザインを変えたりなど、新しい洋服に生まれ変われるように一緒に考えます。
ご自分の気にいっている洋服をお持ちください。手直しをする箇所にもよりますが、１０回で２着から３着
程度、出来上がるかもしれません。※ミシンをかけたことがあれば、洋裁の経験がなくても大丈夫です。

●初日にリメイクしたい衣服を持参ください。　裁縫用具（糸・布）　筆記用具

対象：これまでにリメイクファッションで楽しく装うを受講された方

道民カレッジ

BUS

TRAIN
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