
名前 フリガナ 電話番号

1 ダンス ストレッチ・ジャスダンス・タップダンス L・K・Iダンススタジオ 石崎　和子 イシザキ　カズコ 0143-44-1487

2 社交ダンス 社交ダンス技術・実技
美園町老人クラブダンス
サークル

松岡　国平 マツオカ　クニヘイ 0143-86-3859

3 バレエ
クラッシクバレエ　バレエピラティス　クラ
シックバレエを用いたストレッチ

ＡＹＡＫＯ　ＢＡＬＬＥＴ 須田　文子 スダ　アヤコ 0143-86-8508

4
伝統芸能踊
り

伝統芸能の踊り、それにまつわる歴史や
「かっぽれ」の現代的意義と役割効果など

梅后流江戸芸　登別かっ
ぽれ道場

櫻川　偲有
（廣瀬　淑子）

サクラガワ　シユウ
（ヒロセ　ヨシコ）

0143-86-2210

5
日本舞踊・
新舞踊

日本舞踊、新舞踊 花柳燁紫衛会 菊地　明美 キクチ　アケミ 0143-86-7956

6 フラダンス フラダンス ハーラウフラ・プア・ネリネ 奈良　真知子 ナラ　マチコ 0144-72-2033

1 大正琴

誰でも優しく、楽しく弾けるように、大正琴を指導し
ます。音符の苦手な方でも、数字譜なので安心で
す。上達に応じて、幅広い音楽を楽しむことができ
ます。

琴城流大正琴愛好会 岡田　陽子 オカダ　ヨウコ 0143-85-1830

2 オカリナ オカリナの演奏体験 サウザンド・パワー 中居　千文 ナカイ　チフミ 0143-55-6262

3

フォルクロー
レ・ケーナ・
サンポー
ニャ

フォルクローレの演奏、楽器（ケーナ、サン
ポーニャ等）の指導

アプルナス 氏家　康代 アプルナス 0144-83-3137

1 水墨画 水墨画の基本から実技まで（墨彩画） 水墨画の会
瀬戸　孝子
（如扇）

セト　タカコ
（ニョセン）

0143-85-4235

2 魚拓
魚や貝殻、木の葉などをハンカチや布のき
れに色をつけて拓します

登別魚拓同好会 黒澤　友義 クロサワ　トモヨシ 0143-85-2578

1 書道 書道教室（実用書道・古典芸術書道等） 墨生書道学院 山﨑　貫二 ヤマザキ　カンジ 0143-85-1363

2 俳句 俳句の研鐟の指導 登別俳句協会 袖山　功 ソデヤマ　イサオ 0143-86-3270

3 詩吟 詩吟の研修 北心吟道会 貫和　秀雄 ヌキワ　ヒデオ 0143-83-2829

4 吟詠 吟詠の講習、発表会 登別吟道連盟 今川　紀子 イマガワ　ノリコ 0143-84-2663

1 クラフト
専用のペーパーと道具等を使用し、カード
や壁飾りなど、立体的な作品づくり

クラフト和華 佐藤　美和子 サトウ　ミワコ 0143-45-2468

2 ステンシル ステンシル
キャロットステンシルサーク
ル

吉内　君子 ヨシウチ　キミコ 0143-86-7901

3 木彫
木彫
（テーブル、鏡、椅子など）

木彫サークル　コスモス会 宮武　小夜子 ミヤタケ　サヨコ 0143-85-4363

4

フラワーアレ
ンジメント・押
し花・ポーセ
ラーツ

フラワーアレンジや染色、押し花、ポーセ
ラーツ

フラワーサークル 小澤　節子 オザワ　セツコ 0143-86-0165

5 いけばな
花器、剣山を使った池坊いけばな
（普段使っている器やワイングラス、コー
ヒーカップ等で楽しく指導します。）

登別華道連盟 福川　矩子 フクカワ　ノリコ 0143-86-2373

6 染色
草木染、天然顔料を使用した体験、藍染
（伊達）

てんまる堂 下川　久美子 シモカワ　クミコ 050-3778-3638

問合せ先
ＮＯ， 分野 指導内容 団体名

踊り

音楽

絵画

書道
文芸

工芸
手芸
お花



美容
健康 1 ヨガ 笑いの体操とヨガの呼吸で健康になる 笑いヨガ 兼子　孝子 カネコ　タカコ 090-1388-4716

1 バドミントン バドミントン 登別シャトル愛好会 小川　早智子 オガワ　サチコ 0143-88-4771

2 太極拳
太極拳（入門、初級、24式他）　準備運動
（練功18法）

鷲別太極拳 荒木　ひろ子 アラキ　ヒロコ 0143-86-4190

3 太極拳 陳氏太極拳、制定拳、剣
登別太極拳倶楽部　陳式
普及会登別

千嶋　華代子 チシマ　カヨコ 0143-85-8756

4
少林寺拳
法・レクレー
ション

少林寺拳法の実技と各レクリエーション
少林寺拳法登別連盟　登
別少林寺拳法スポーツ少
年団

伊藤　正三 イトウ　マサゾウ 0143-85-1206

5
レクレーショ
ン

自然観察やパークゴルフ、室内ゲーム大
会、健康教室等、依頼に応じて出前事業
の実施

登別レクリエーション協会 荒生　勇司 アラオ　ユウジ 0143-86-8636

6
グラウンドゴ
ルフ

グランドゴルフ 登別グランド・ゴルフ協会 二階堂　成男 ニカイドウ　シゲオ 0143-86-8321

7 空手 剛柔流空手道の実技指導
I.K.O　剛柔流空手道 美園
空手クラブ

成田　絹代 ナリタ　キヌヨ 0143-86-8471

8 柔道 講道館柔道の形、ルール、実技 登別柔道スポーツ少年団 佐藤　好徳 サトウ　ヨシノリ 0143-85-8906

9 登山 登山全般指導 登別山岳会 藤木　たか子 フジキ　タカコ 0143-85-5897

1 福祉
知的、発達障がいについての啓発運動や
障がいのある人達との活動についての講演

登別市手をつなぐ育成会 橋本　眞弓 ハシモト　マユミ
0143-85-3970
（登別市民会館内　喫
茶ハーモニー）

2 点字指導 点字、点訳 登別市点訳赤十字奉仕団 志賀　征子 シガ　マサコ 0143-81-2210

3 手話 手話体験の指導 登別手話の会 坂元　秀行 サカモト　ヒデユキ
0143-88-0860
（登別市社会福祉協議
会）

4 料理教室 家庭料理を中心に健康食の料理教室 ランチボックス 吉村　よし子 ヨシムラ　ヨシコ 0143-86-3041

5
着付け・日
常マナー

民族衣装のきもの着装や礼儀作法の指導
公益社団法人　全日本き
ものコンサルタント協会　装
道礼法きもの学院

廣瀬　富子 ヒロセ　トミコ 0143-86-5022

6 救護講習
消防活動について、職場体験や救急講演
会、ＡＥＤ、防火懇談など

登別市消防本部 登別市消防署 - 01473-85-9611

7 講演 海の生物の生態についての講座等
株式会社　北海道マリン
パーク

桒山　未来 クワヤマ　ミキ 0143-83-3800

8 自然学習
野外活動全般（工作、ゲーム、歌、テントを
張りキャンプ、野外料理など）

日本ボーイスカウト登別第
１団

木原　靖之 キハラ　ヤスユキ 0143-88-0379

9 体験学習
公開講座、室工大サイエンススクール（子
ども向け体験活動講座）、大学訪問（大学
の施設見学及び体験学習）

国立大学法人　室蘭工業
大学

地域連携推進グルー
プ
地域連携ユニット

0143-46-5023

10 自然学習
自然体験活動の提供及び各種知識・技
術、子育て支援に関わる各種講座

特定非営利活動法人　登
別自然活動支援組織　モ
モンガくらぶ

吉元　美穂 ヨシモト　ミホ
0143-85-2569
（登別市ネイチャーセン
ター「ふぉれすと鉱山」）

11 自然学習
「キウシト湿原」の現況視察や保全と再生に
関する自然観察会や学習会（子ども向け）

特定非営利活動法人　キ
ウシト湿原・登別

堀本　宏 ホリモト　ヒロシ 0143-83-2420

12
オリエンテー
リング

オリエンテーリング
北海道オリエンテーリング
協会　登別ＯＬＣ

佐藤　公英 サトウ　キミヒデ 0143-85-3948

13 指導者育成
子どもの育成者、指導者の養成・支援、伝
承文化（下の句かるた）の普及

登別市子ども会育成連絡
協議会

秋葉　三樹雄 アキバ　ミキオ 0143-85-7992

14 少年団育成 単位スポーツ少年団の設立及び育成
登別市スポーツ少年団本
部

鈴木　信義 スズキ　ノブヨシ 0143-85-5552

その他

スポー
ツ


