
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 語学関連･･････････････････通訳、英語、英会話などの指導（子ども向けも） 

2. カラーコーディネート･･････カラーコーディネート、パーソナルカラー診断など 

3. 子育て支援関連････････････子育て相談、離乳食作り、絵本の読み聞かせなど 

4. 音楽関連･･････････････････ピアノ演奏、ピアノ、声楽、コーラスなどの指導 

5. 趣味Ａ････････････････････フラワーアレンジ、茶道、華道、書道などの指導 

6. 趣味Ｂ････････････････････着付け、洋裁、各種手芸などの指導 

7. 趣味 C････････････････････染色、アロマテラピークラフト、各種工芸などの指導 

8. 料理Ａ････････････････････料理全般、テーブルコーディネートなどの指導 

9. 料理Ｂ････････････････････パン、お菓子作りなどの指導 

10. 体と健康関連･････････････ヨガ、ダンス、体操、アロマテラピー、スポーツなどの指導 

11. その他･･･････････････････食生活アドバイス、ライフプランについての学習など 

 

 

とらいあんぐる 
事務局 

 

③コーディネート 

②利用申し込み・問合せ 

利用者（申し込み者） 

●カレッジ「とらいあんぐる」とは… 

パルシステム茨城 栃木組合員とその家族の中に「知識・技術・特技」を持っている方が活動でき

る場を広く持っていただくために、講師として生協に登録した制度です。 

 
●カレッジ「とらいあんぐる」利用までのながれ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師ジャンルから利用したい内容と講師を選択します。 

 

 

センター委員会 

 

利用できる人 

組合員 

 

pal くらぶ・pal サークル 

 

組合員＆組合員 

 
組合員＆お友達 

 

④事務局から案内 

⑤詳細の打合わせ 

講 

師 

 

≪利用するには・・・≫ 
 

① 内容を選ぶ（利用組合員） 

② 問合せ・申し込みをおこないます。（利用組合員） 

③ 依頼された講師に確認をおこないます。（事務局） 

④ 確認がされた後に、利用者への連絡をおこないます。（事務局） 

⑤ 事務局からの連絡後に講師と打合せをおこないます。（利用組合員） 

⑥ 講師派遣 

file:///C:/Users/j258mhn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/q381mog/Application%20Data/Microsoft/Word/とらいあんぐるHP原稿②.doc%23音楽関連
file:///C:/Users/j258mhn/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/q381mog/Application%20Data/Microsoft/Word/とらいあんぐるHP原稿②.doc%23体と健康


★カレッジ「とらいあんぐる」利用の手引き★ 
 

１.利用基準（ルール、時間など） 

  ①依頼したいジャンル・講師をさがします。 

＊パルシステム茨城 栃木の組合員・家族、センター委員会やｐａｌくらぶ・ｐａｌサークル

などの組合員活動組織が利用できます。 

  ②カレッジ「とらいあんぐる」事務局へ利用希望日の 2週間前までに申し込みをおこなってくだ

さい。 

  ③申し込み確認後に事務局がコーディネートをおこないます。 

＊コーディネート終了後に利用者が講師と打合わせをおこないます。 

④利用時間帯 9：00～17：00 

＊それ以外は別途相談させていただきます。 

  ⑤料金 2 時間 3,000 円 

＊延長希望の場合、追加料金がかかります。（30 分 500 円） 

＊教材費等は別途かかります。 

  ⑥講師交通費はパルシステム茨城 栃木の規定に準じます。 

＊公共交通機関利用の場合・・・・実費支払い 

＊自家用車使用の場合 ・・・・・往復距離数（㎞）×パルシステム茨城 栃木規定額 

        ●交通費とは、講師自宅から開催会場までになります。規定額はお問合せ下さい。 

⑦講師に支払う活動費・交通費は、依頼した組合員個人または活動組織が支払います。 

  ⑧活動中における事故への対応は、行事保険（日本生活協同組合連合会）が適用されます。 

 

２.申し込み方法 

利用を希望される場合は、事務局へ電話連絡をお願いします。申し込み用紙を郵送いたします。 

注）FAX でも受け付けます。 

※申込の際は、講師登録番号にて受け付けさせていただきます。 

（「とらいあんぐる」登録講師リストは、2020 年 3 月末現在のものです。） 

 

講師の活動内容やご利用のご相談など気軽に事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

 
 

≪お問合せ先≫生活協同組合パルシステム茨城 栃木 地域活動推進部内 

        カレッジ「とらいあんぐる」事務局 

        TEL：029-303-1616／フリーダイヤル：0120-303-169 

             （月～金 9：00～17：30） 

        FAX：029-227-2235 

        HP：http://www.palsystem-ibarakop/katsudo/triangle/index.html 

※ 講師の登録は、随時申込み受付いたします。 

ご希望の方は、事務局までご連絡ください。 

登録用紙一式を郵送いたします。 

http://www.palsystem-ibarakop/katsudo/triangle/index.html


★講師一覧★ 

１．語学（英語・英会話・通訳など）・・・3 件 
 

登録番号 031 講師 ： 西村 性別 ： 男 年齢 ： 82歳 経験年数 ：  

講座内容 
・英語通訳（技術英語二種合格） 

・英会話（日本科学技術協会認定書 1787号） 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 応相談 

居住地 水戸市 活動地域 ： 応相談 その他 ： 

自己 PR 単発的な活動になるかと思います。 

取得資格 技術英語二種合格、科学技術翻訳士 2級合格 

 

登録番号 118 講師 ： 福島 性別 ： 女 年齢 ： 46歳 経験年数 ： 22年 

講座内容 
英語・英会話 

大人・子ども両方とも可。超初心者～ビジネス英語まで指導いたします。 

活動曜日・時間 金曜日午前以外なら可。時間も応相談。 参加人数 何名でも可 

居住地 つくばみらい市 
活動地域 ：  

車・電車で移動可能な地域 

その他 ： 

自己 PR 
講師経験が長い為、大人数の場で教えることには慣れています。また、未就学児～すで

に現役を引退なさった方まで幅広い対応が可能です。 

取得資格 茨城県生涯学習課依頼による講師経験多数 

 

登録番号 216 講師 ： 櫻井 性別 ： 女 年齢 ： 59歳 経験年数 ： 20年 

講座内容 
基本的な英会話、ビジネス英会話、飲食店・お土産店・ホテルなどのおもてなし英会話、 

キッズ英語、トラベル英会話など幅広く英語会話の講座を担当します。 

活動曜日・時間 土日祝日 9：00～18：00 参加人数 30名程度まで 

居住地 笠間市 活動地域 ： 茨城県・栃木県内 その他 ： 

自己 PR 
会社で 20 年以上英語で海外の取引先とコミュニケーションを取ってきました。また通訳案

内士の資格もあり、ガイドや通訳の業務もできます。 

取得資格 通訳案内士（英語）、登録番号：EN00211号茨城県登録 

 

２．カラーコーディネート・・・1 件 
 
登録番号 064 講師 ： 弘島 性別 ： 女 年齢 ： 66歳 経験年数 ： 19年 

講座内容 カラーコーディネート 

・パーソナルカラー診断（お似合いの色を知ってコーディネート法を知り素敵な自分を手に 

 入れます。） 

・カラーセラピーのお話し会（色の不思議や心と健康のお話を楽しんでください。） 

・子育て支援 

 親子でお絵かき等をして互いの心理を知り、接し方や問題解決法を知ります。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 応相談 

居住地 龍ヶ崎市 

活動地域 ： 自宅より車で 1時間 

位まで可。電車の場合、最寄駅よ

り徒歩で行ける場所。送迎有なら

尚可。 

その他 ：カラーコピー教材代 200

～300円がかかります。 

自己 PR 
義父の介護をきっかけに、インテリアカラー・パーソナルカラー・ビジネスカラー・カラーセ

ラピーを学び、2015 年認定心理士資格を取得。色彩と心理学・健康のお話やワークショッ



プを開催しています。家族は夫・子ども（男女）・ネコ 1匹です♪ 

取得資格 

認定心理士（日本心理士学会）・チャイルドアートインストラクター 

ふぁいんなからー主宰／NPOシニア大楽認定講師 

（HP 『教えて！色彩たちの物語』／ブログ『にゃいすな色たち』） 

 

３．子育て支援関連・・・10 件 
 
登録番号 064 講師 ： 弘島 性別 ： 女 年齢 ： 67歳 経験年数 ： 21年 

講座内容 子育て支援（3歳以上のお子さんとご家族対象） 

・親子でお絵かきして互いの心理を知り、接し方や問題解決法を知ります。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 応相談 

居住地 龍ヶ崎市 

活動地域 ： 自宅より車で 1時間 

位まで可。電車の場合、最寄駅よ

り徒歩で行ける場所。送迎有なら

尚可。 

その他 ：コピー教材費 200～300

円がかかります。 

自己 PR 

義父の介護をきっかけに、インテリアカラー・パーソナルカラー・カラーセラピー・ビジネス

カラーを学び、2015 年（60 歳前）には、通信制大学（心理学）を卒業。認定心理士資格を

取得し、カラー＋セラピーの講座やイベントをしています。家族は夫・子ども 2 人（男・女）・

ネコ 1匹。色彩と心理のお話はどこでも高い評価をいただいています。 

取得資格 

認定心理士（日本心理士学会認定）・チャイルドアートインストラクター 

ふぁいんなからー主宰／カラーストーリーテラー 

（HP 『教えて！色彩たちの物語』／ブログ『にゃいすな色たち』） 

 

登録番号 097 講師 ： 塙 性別 ： 女 年齢 ： 56歳 経験年数 ： 25年 

講座内容 離乳食・幼児食づくり 

・離乳食の基本から月齢別の調理法、大人メニューへのアレンジなど、盛りだくさんの内

容でお伝えします。食物アレルギーにも対応したレシピ作りをします。 

・幼児食は、季節に合わせたイベント料理など 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 10名程度まで 

居住地 かすみがうら市 活動地域 ： 応相談 
その他 ： 材料費・レシピ作成代

3000円がかかります。 

自己 PR 現在、つちうらセンターのベビースクールで離乳食・幼児食講座を担当しています。 

取得資格 管理栄養士 

 

登録番号 154 講師 ： 市毛 性別 ： 女 年齢 ： 44歳 経験年数 ：  

講座内容 ① ロイヤルベビーマッサージ 

赤ちゃんと最初のタッチコミュニケーション。ママやパパの手の温もりを赤ちゃんへ伝え心

の絆を深めていきます。 

② ファーストサイン 

まだ上手にお話が出来ない赤ちゃんとコミュニケーションを取りながら読み聞かせや体遊

び、お歌、手遊びにサインを取り入れていきます。イヤイヤ期を楽しく乗り切ろう！ 

活動曜日・時間 
月～金 9：00～15：00 

土日祝日 隔週（託児があれば動けます） 
参加人数 

ベビーマッサージ 15名 

ファーストサイン 10名 

居住地 水戸市 活動地域 ： 茨城県・茨城県近県 その他 ： 材料費あり 

自己 PR 子どもが産まれ母になり、嬉しい反面誰にも頼れず毎日が寝不足、３ヶ月の出血で体調も

戻らず引きこもり気味の時にベビーマッサージに出会いコミュニケーションの大切さを知り

ました。母として初心者の私を成長させてくれる娘たち。今では一緒に料理を作り毎日の

コミュニケーションの場としています。皆様にもお子様とのコミュニケーションの大切さを知



っていただけたら嬉しいです。 

取得資格 ＲＴＡロイヤルセラピスト協会認定講師 

 

登録番号 167 講師 ： 池田 性別 ： 女 年齢 ： 34歳 経験年数 ：  

講座内容 ・親子のふれあい遊び（音楽に合わせて手遊び） 

・絵本の読み聞かせ（紙芝居、エプロンシアター、指人形、ペープサートなど） 

・季節の製作や小麦粉粘土づくり 

・簡単なゲーム 

・ダンス 

・リトミック（対象年齢によって内容が変わります。0歳～3歳未就園児） 

活動曜日・時間 月～金 10：00～14：00頃 参加人数 親子ペア（3～5組） 

居住地 小山市 活動地域 ： 小山市近辺 その他：小麦粉・折り紙・シール等 

自己 PR 保育士としての経験と 2 人の子育てで学んだことを生かし、楽しい時間を提供していきた

いです。 

取得資格 幼稚園教諭・保育士 

 

登録番号 180 講師 ：宮﨑 性別 ： 女 年齢 ： 63歳 

経験年数 ：  

パステルアート 10年 

アート療法士 8年 

講座内容 ・パステルを粉にしてコットンで描く、簡単に楽しめるパステルアート。 

・アートセラピー：塗り絵等さまざまな画材を使ったセルフセラピー 

・ストレスケアや親子のコミュニケーション、学童のレクレーション、高齢者の脳トレ等 

幅広く活用できるアート体験ができます。 

活動曜日・時間 
10：00～12：00／13：00～15：00／16：00～18：00 

いずれかの時間帯で随時活動。曜日応相談。 
参加人数 

8～10名 

（最大 20名） 

居住地 土浦市 
活動地域 ：自宅から 1 時間半圏

内 
その他 ：500円（画材レンタル料） 

自己 PR 

3000人近くの高齢者・学童・成人にパステルアートを指導。丁寧な指導と作品（各自）の 

クオリティの高さが喜ばれている。作家として海外 20 ヶ国以上の展示会に出展、賞（日本

アジア芸術大賞マンハッタンアートアワード等）も受賞。国内展示も多数。 

取得資格 
保健師、パステルシャインアート○Ｒアドバンスセラピスト、パステルシャインアート○Ｒ土浦

ＭＪ本校、子どもアート療法士、総合アート療法士 

 

登録番号 204 講師 ： 鈴木 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ： 8年 

講座内容 10種類の表情カードと 10種類の精油（アロマ）の香りを使って、リラックスしながら自分の 

気持ちに向き合うことができます。「なりたい自分」をサポートしてくれる香りでアロマスプ

レーを作って持ち帰ることができるので、帰ってからも楽しむことができます。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数   

居住地 牛久市 活動地域 ： 応相談 

その他 ： 協会指定の精油一人

150 円程度、スプレー110 円、他

50円程度 

自己 PR 
自身が気づかない間に溜め込んだストレスにより心身ともにボロボロになった経験から、 

日常で楽しくできるメンタルケアを広めたいと願っています。 

取得資格 アロマップ○Ｒインストラクター、認定心理士等 

 

登録番号 210 講師 ： 鈴木 性別 ： 女 年齢 ： 68歳 経験年数 ： 30年 

講座内容 親子あそび・育児相談をとおして親子の心身の健康を支えます。 



仙台市にて児童センターに厚生員・子育て支援員として勤務し、子どもの育成事業に長

年携わってきました。現在は学童支援員として放課後児童育成に週 3～4日勤務していま

すが、来春退職予定です。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 親子 10組程度 

居住地 鹿嶋市 活動地域 ： 鹿嶋市・神栖市 その他 ：  

自己 PR 
穏やかです。子どもが好きで世界中あちこちの子どもの笑顔に会いたくて旅をするのが元

気の源です。 

取得資格 幼稚園教員、児童厚生員一級、ネイリスト資格取得 

 

登録番号 214 講師 ： 松本 性別 ： 女 年齢 ： 41歳 経験年数 ： 8 ヶ月 

講座内容 手形・足形アート 

「キットパス」という水溶性チョークを使って手形や足形を取りアートに仕上げます。「キット

パス」は口紅の原料のパラフィンを使用したクレヨンのようなもので、口に入れても安心な

画材です。ウェットティッシュで簡単に落とせます。 

活動曜日・時間 月～金 10：00～15：00 参加人数 未就学児の親子8組程度 

居住地 水戸市 
活動地域 ： 水戸市・那珂

市・ひたちなか市・茨城町 

その他：1 組 100 円（画用紙・シール・マ

スキングテープ・キットパスレンタル使用

代・持ち帰り用クリアファイル 

自己 PR 
子どもの成長を記念に残すお手伝いをしたいと思って始めました。手形・足形が可愛いモ

チーフになる制作を楽しんでいただきたいです。 

取得資格 キットパスアートインストラクター 

 

登録番号 215 講師 ： 齋藤 性別 ： 女 年齢 ： 69歳 経験年数 ： 25年 

講座内容 ・難治性アトピーを持つ方（成人向け・子どもと保護者向け）のための料理教室 

・自閉症とアトピーを持つ子どもと保護者向けの料理教室 

・100円ショップの帽子のアレンジ手芸講座 

活動曜日・時間 11：00～15：00曜日応相談 参加人数 
料理教室：4・5組の親子 

手芸：10名程度 

居住地 水戸市 

活動地域 ： 水戸市・ひた

ちなか市・茨城県南地域・

栃木県内 

その他 ：料理教室：材料代 

手芸：100～200円（花・リボン代） 

自己 PR 
アトピーや自閉症を持つ本人向けの料理教室を希望します。25年の経験から現実的な対

応が可能です。 

取得資格 栄養士免許、華道免許、アトピーアドバイザー 

 

登録番号 219 講師 ： 栗栖 性別 ： 女 年齢 ： 88歳 経験年数 ： 36年 

講座内容 ・小中学校の家庭教育学級生を対象に講師をしています。 

・戦争体験を土浦市立博物館・学校で話をしています。 

・パルシステムは安全な食材を届けてくれます。今の若い人たちは料理の楽しみなど 

 豊かな人生を送っていますか？食べられることが当たり前だと思っていませんか？豊か 

 な生活のありがたさを認識して欲しいと思います。 

活動曜日・時間 土曜午後・日曜午前以外で応相談 参加人数 30名程度 

居住地 土浦市 
活動地域 ： 土浦市およびその周

辺市町村（阿見町・霞ヶ浦市など） 
その他 ：  

自己 PR 

・・女性の人権・生き方、家事と仕事の両立、人生をどう生きていく？などを考えるひとときが

あってもよいのではないでしょうか？ 

・・難民キャンプに参加したことがあります。 



取得資格 
中学校教員免許＜英語、国語＞（土浦市内中学校に 33年勤務） 

保護司・更生保護女性会、うららフレンドハウスの会 

 

4．音楽関連・・・2 件 
 
登録番号 193 講師 ： 袴田 性別 ： 女 年齢 ： 60歳 経験年数 ： 12年 

講座内容 ・電子ピアノ演奏 

 ご希望に応じて選曲し、演奏します。 

活動曜日・時間 月～金 10：00～16：00 参加人数 15～20名 

居住地 日立市 活動地域 ： 日立市 その他 ： 

自己 PR 
年に 4 回ほど音楽仲間とのジャズ演奏、またライブハウスでソロピアノの演奏をしていま

す。 

取得資格  

 

登録番号 217 講師 ： 大部 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ： 38年 

講座内容 ピアノ（個人）・声楽（個人）・声楽アンサンブル（2名～）・コーラス 

活動曜日・時間 
月曜午前、火・木は月 3回午前 

他曜日は応相談 
参加人数 

2名以上がのぞ

ましい。 

居住地 守谷市 
活動地域 ： 守谷市から車で 30

～40分圏内 
その他 ： 

自己 PR ピアノ・声楽の個人指導だけでなく、アンサンブルで楽しめる活動ができます。 

取得資格 中学・高校音楽科教員免許、カワイ音楽教室ピアノ・電子オルガングレード 5級 

 

5．趣味―A（フラワーアレンジメント・茶道・華道・書道）・・・10 件 
 
登録番号 008 講師 ： 加藤 性別 ： 女 年齢 ： 73歳 経験年数 ： 37年 

講座内容 日本習字から毎月送られる手本に添ってお教えし、作品を提出していただくと、段・級が

審査され返却されてきます。大人も進級する喜びがあります。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 応相談 

居住地 つくば市 
活動地域 ： つくば市およびその 

        周辺地域 
その他 ：  

自己 PR 最近は少子化により子どもの生徒さんが減少してきています。逆に大人になってもう一度

始めたい方が増えています。芳名帳に書くことがあった時、ちょっとためらいを感じたり、

祝儀袋に名前を書く際、綺麗に書けたら…と思っている方、少し練習すればためらいなく

書けるようになります。暮らしに役立つ書を書いてみませんか？ますは筆を持つことから

始めましょう。日本習字に添った手本でなくても、ご希望に応じて対応できます。漢字・か

な・ペン習字もお教えします。 

取得資格 日本習字（漢字・かな師範免許） 

 

登録番号 134 講師 ： 中根 性別 ： 女 年齢 ： 72歳 経験年数 ： 23年 

講座内容 茶道（裏千家茶道准教授） 

初歩（基本）の知識から奥伝・お茶事まで指導します。 

活動曜日・時間 曜日応相談。時間は 10：00～ 参加人数 5名程度 

居住地 日立市 活動地域 ： 日立市内 その他 ： 

自己 PR 自分で勉強したことを丁寧に指導します。 

取得資格 裏千家茶道准教授 

 



登録番号 143 講師 ： 吉田 性別 ： 女 年齢 ： 67歳 経験年数 ：16年 

講座内容 いけ花（草月流）を主とし、フラワ―アレンジメント作り等誰でも楽しめる“ミニお花講座” 

です。 

活動曜日・時間 木・金 9：00～16：00 相談可 参加人数 数名～20名 

居住地 鉾田市 活動地域 ： 鹿行地域 その他 ：花材代 

自己 PR 
自宅にていけ花教室を開催中。近くの保育園にて 2 ヶ月に 1度教室開催（約 30名）。 

また、ボランティアで子育て支援活動中。 

取得資格 いけ花草月流師範・保育士 

 

登録番号 150 講師 ： 中居 性別 ： 男 年齢 ： 67歳 経験年数 ： 42年 

講座内容 龍生派いけばな教室として自由花（盛花）古典花まで幅広く教えています。 

お正月の生け花など２時間で十分出来ます。ハサミのみ持参すれば器も込みで 

用意できます。器は竹などを用意しますので、出来上がったお花は持ち帰り可能 

です。 

活動曜日・時間 月・金（1日）、水（第 3以外）10：00～17：00 参加人数 15名 

居住地 土浦市 
活動地域 ： 土浦市および近隣 

        地区 

その他 ：15名以上の場合、助手        

      も可。 

自己 PR 
今までもパルシステムでの経験有り。自宅教室、高校での活動有り。皆さんとても喜んで

いただけて嬉しいです。 

取得資格 龍生派家元監事教授、土浦支部理事、華友会所属（荒川沖駅を中心に活動する団体） 

 

登録番号 152 講師 ： 島袋 性別 ： 女 年齢 ： 41歳 経験年数 ： 18年 

講座内容 茶道。 

お茶の飲み方、お辞儀の種類、着物のこと、お菓子の頂き方、掛け軸やお花のこと等、 

茶道は総合芸術と言われるように、様々な日本文化の集大成のようなものです。一日の 

ワークショップや数回の講座では、主にお茶の頂き方などの基本的な所作を通して、茶 

道に触れるきっかけになるような時間にできたらと思います。お抹茶を一服、上生菓子を 

いただくだけでもリフレッシュします。上質な心地よい時間と空間を提供できたらと思いま 

す。 

活動曜日・時間 平日午前・午後 何時でも大丈夫です。（応相談） 参加人数 10名前後 

居住地 つくば市 
活動地域 ： つくば市から 30～40 

        分圏内であれば可。 

その他 ： お茶とお菓子代 200円

前後がかかります 

自己 PR 
子育てをめいいっぱい楽しんでいる日々です。 

茶道以外には三線が特技です。着付けも教えられます。 

取得資格 （大日本茶道学会）茶道教授資格、茶花教授資格、学校茶道教授資格 

 

登録番号 155 講師 ： 保坂 性別 ： 女 年齢 ： 60歳 経験年数 ： 15年 

講座内容 ①寄せ植え教室 

苗の扱い・育て方・管理方法・見栄えのする寄せ植えの作り方 

チキンネットを使った器作りと寄せ植え（器とペンチを使って作ります） 

② こけ玉教室 

こけ玉を２個、ケト土をベースにした土とはいごけを使い植物を包んで仕上げます 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 応相談 

居住地 ひたちなか市 活動地域 ： ひたちなか市近郊 その他 ：  

自己 PR 
苗の扱いや管理により、植物の生育も変わってきます。生き生きとした一鉢を作りましょ

う。ちょっとしたコツを覚えるとコンテナが一層ステキになりますよ。 

取得資格 （社）日本家庭園芸普及協会 グリーンアドバイザー 



英国王室園芸協会 ハンギングバスケットマスター 

2006年海浜公園スモールコンテナ知事賞（一席）／2007年日比谷公園コンテストコンテナ

銅賞／2013年うしくフワラーコンテストコンテナ市長賞／2014年うしくフワラーコンテストコ

ンテナ バラとガーデニング賞 ハンギング優秀賞 

2014 年日比谷公園コンテストハンギング入賞／2015 年国際バラとガーデニング賞優秀

賞・日比谷公園コンテストハンギング金賞／2016年日比谷公園コンテストハンギング入賞

／2017 年国際バラとガーデニングショウハンギング賞・日比谷公園コンテストハンギング

準優秀賞／2018 年国際バラとガーデニングショウ入賞／2019 年日本フラワーアンドガー

デンショウハンギング金賞・日比谷公園ガーデニングショウ優秀賞 

 

登録番号 173 講師 ： 大島 性別 ： 女 年齢 ： 43歳 経験年数 ： 19年 

講座内容 フラワーアレンジメント 

生花を使ったプチアレンジからテーブルアレンジメント 

活動曜日・時間 月・火・木・金・土 13：00～17：00 参加人数 10名程度 

居住地 
栃木県下都賀

郡野木町 
活動地域 ： 野木町・古河市 

その他 ：生花は花器（バスケット・

箱・食器など）・資材（リボン・ワイ

ヤーなど）の費用がかかります 

自己 PR 
季節に合わせた作品制作、小さなものからギフト用まで目的に合った作品制作が出来ま

す。 

取得資格 FDA フラワーデコレーター1級・フラワーカラーコーディネーター1級 

 

登録番号 180 講師 ：宮﨑 性別 ： 女 年齢 ： 63歳 

経験年数 ：  

パステルアート 10年 

アート療法士 8年 

講座内容 ・パステルを粉にしてコットンで描く、簡単に楽しめるパステルアート。 

・アートセラピー：塗り絵等さまざまな画材を使ったセルフセラピー 

・ストレスケアや親子のコミュニケーション、学童のレクレーション、高齢者の脳トレ等 

幅広く活用できるアート体験ができます。国内展示も多数。 

活動曜日・時間 
10：00～12：00／13：00～15：00／16：00～18：00 

いずれかの時間帯で随時活動。曜日応相談。 
参加人数 

8～10名 

（最大 20名） 

居住地 土浦市 
活動地域 ：自宅から 1 時間半圏

内 
その他 ：500円（画材レンタル料） 

自己 PR 

3000人近くの高齢者・学童・成人にパステルアートを指導。丁寧な指導と作品（各自）の 

クオリティの高さが喜ばれている。作家として海外 20 ヶ国以上の展示会に出展、賞（日本

アジア芸術大賞マンハッタンアートアワード等）も受賞。 

取得資格 
保健師、パステルシャインアート○Ｒアドバンスセラピスト、パステルシャインアート○Ｒ土浦

ＭＪ本校、子どもアート療法士、総合アート療法士 

 

登録番号 199 講師 ： 高橋 性別 ： 女 年齢 ： 50歳 経験年数 ： 2年 

講座内容 アフタヌーンティーは優雅で敷居の高いイメージがありますが、ちょっとしたコツさえつか

めば自宅でも楽しめるのです。自宅で簡単にできるアフタヌーンティーや紅茶の淹れ方、

またおもてなしを学ぶ講座として、子育てや家庭、仕事など忙しい女性の方々に、自分の

時間を作る大切さを知ってもらいたく活動しています。スコーンは皆様と一緒に作ります。 

活動曜日・時間 火～金 10：00～16：00 参加人数 
会場が個人宅

の場合は 6名 

居住地 つくば市 活動地域 ： 茨城県 
その他 ：サンドイッチ・スコーン・

ケーキ（手作り材料）・紅茶代 

自己 PR 「紅茶を淹れて飲む」というだけで人生観が変わり、自分の時間の大切さ、癒される時間



の大切さを皆さんにお伝えしたいです。 

取得資格 
おもてなしスペシャリスト、おもてなしエキスパート講師、 

英国式アフタヌーンティーメソッド習得、紅茶アドバイザー、食品衛生責任者 

 

登録番号 209 講師 ： 吉田 性別 ： 女 年齢 ： 74歳 経験年数 ： 約 40年 

講座内容 書道講座をおこないます。鉛筆から筆ペンに、さらに書道の大筆・中筆・小筆を使い、楽し

い教室を月 1 回開催しています。のし紙の名前書きや各種の署名、手紙やはがき等に美

しく書けるように楽しくできたら嬉しいです。 

活動曜日・時間 月・水・木 10：00～15：30 参加人数 20名程度 

居住地 常総市 
活動地域 ： 常総市・つくば市周

辺 
その他 ： 

自己 PR 
むずかしい字や読めない字でなく、日常使う文字をちょっと自信を持って書けるようにして

いきたいです。 

取得資格 書道準五段 

 

6．趣味―B（着付け・洋裁・各種手芸など）・・・13 件 
 
登録番号 072 講師 ： 武和 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ：  

講座内容 着付け全般 

織りの着物・浴衣・染めの着物・留袖・振袖・七五三など着物きつけと帯結び。 

桐華流の指導要領にそったものや、ご希望により指導内容をアレンジ致します。 

活動曜日・時間 月～金 9：00～14：00 参加人数 応相談 

居住地 ひたちなか市 活動地域 ： ひたちなか市近郊 その他 ： 

自己 PR 興味はあるけど‥‥という方とにかく着物を楽しく身近に感じて頂けるよう指導致します。 

取得資格 桐華流日本きもの指導協会 教師・技能士資格有り 

 

登録番号 077 講師 ： 笹沼 性別 ： 女 年齢 ： 51歳 経験年数 ： 14年 

講座内容 手芸(パッチワーク・エコクラフト・ビーズ等) 

初めての方でも無理なく始められます。 

パッチワークは初心者から中級者まで基礎や応用も学べます。 

小学生向けに夏休みの宿題用作品も作れます。 

活動曜日・時間 
月～金 10：00～12：00／13：00～17：00 

土・日・時間外応相談。 
参加人数 応相談 

居住地 水戸市 
活動地域 ： 水戸市・牛久市と 

        その周辺 
その他 ： 材料費等がかかります 

自己 PR 自分のペースでいいんです。みんなで楽しく作りましょう。 

取得資格 日本手芸普及協会 パッチワーク講師 

 

登録番号 100 講師 ：粂（くめ） 性別 ： 女 年齢 ： 66歳 経験年数 ：  

講座内容 きもの着付け 

浴衣から礼装用着物の着付けまで、ひとりで着られるよう指導いたします。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 5名 

居住地 つくば市 活動地域 ： つくば市・牛久市 その他 ： 

自己 PR 苦しくない着付けのポイントを楽しく指導いたします。 

取得資格 きものコンサルタント 

 
 



登録番号 118 講師 ： 福島 性別 ： 女 年齢 ： 46歳 経験年数 ： 22年 

講座内容 デザイン書道・絵手紙等 

書をデザインとしてとらえ、自由に芸術的に描くことを教えます。 

活動曜日・時間 金曜午前以外なら可。時間も応相談。 参加人数 何名でも可 

居住地 つくばみらい市 
活動地域 ： 車・電車で移動可能 

        な地域 
その他 ： 

自己 PR 
講師経験が長い為、大人数の場で教えることには慣れています。また、未就学児～すで

に現役を引退なさった方まで幅広い対応が可能です。 

取得資格 デザイン書は新聞にて何度かとりあげられています。 

 

登録番号 139 講師 ： 鈴木 性別 ： 女 年齢 ： 38歳 経験年数 ： 11年 

講座内容 フェルトのおもちゃ作り。フェルトをと糸、綿を使って、手縫いでままごとセットやサイコロ等

のおもちゃを作ります。 

活動曜日・時間 月・日・祝 10：00～18：00 参加人数 5名～ 

居住地 笠間市 
活動地域 ： 水戸市・笠間市近郊 

        その他応相談 
その他 ： 材料費 1000円～ 

自己 PR これまでみとセンターでの企画で実施実績があります。 

取得資格  

 

登録番号 151 講師 ： 中居 性別 ： 女 年齢 ： 67歳 経験年数 ： 42年 

講座内容 着物を１人で装う（着る）ことができるよう指導しています。また、礼法（一般マナー）の指

導も組み入れて着装教室を仕事としています。 

「浴衣を１人で着られる一日体験講座」「お正月に着物を」など２時間程度で要望 

に応じて設定できます。礼法においても挨拶の基礎知識・風呂敷の扱い方など、 

着装＋マナーとしても出来ます。 

活動曜日・時間 月・金（1日）、水（第 3以外）10：00～17：00 参加人数 10名 

居住地 土浦市 
活動地域 ： 土浦市および近隣 

        地区 

その他 ：10名以上多く集まった 

      場合は助手も可。 

自己 PR 
素晴らしい日本の着物を１人でも多くの人に知っていただき、また着ていただけるよう長

年に渡り生徒育成に力を入れてまいりました。気軽に楽しく！をモットーにしています。 

取得資格 
装道礼法きもの学院コンサルタント、全日本マナー検定協会会員 

分院中居きもの礼法学院（公社）全日本きものコンサルタント協会会員 

 

登録番号 172 講師 ： 佐藤 性別 ： 女 年齢 ： 62歳 経験年数 ： 8年 

講座内容 ふわふわの羊毛を専用の針（ギザギザの針）でチクチク刺して固めて形にしていきます。 

色々なものを形にすることができるので、マスコット・アクセサリー・ブローチ・レリーフなど 

を作ることが可能です。複雑なものでなければ 2～2.5 時間くらいで完成し、お持ち帰りで

きます。 

活動曜日・時間 月～金 10：00～17：00の中で応相談 参加人数 応相談 

居住地 龍ヶ崎市 活動地域：応相談 
その他 ：作品に応じて 300～1000

円（作品については応相談） 

自己 PR 
毎年 12 月に次年の技作りをして 5 年目を迎えました。世界で一つだけの作品をみんなで

ワイワイ言いながら楽しく過ごす時間が好きです。 

取得資格  

活動の様子また

は参考資料 

写真あり 



登録番号 174 講師 ： 小林 性別 ： 女 年齢 ： 59歳 経験年数 ： 7年 

講座内容 ・自分で着る着付け（着物は浴衣から小紋、訪問着など自宅に眠っている着物を着てみま

しょう） 

・初めての方、忘れてしまった方大歓迎です。 

・着物の組み合わせやルール、お手入れなども学べます。 

・中学校での指導経験あり。中学生以上の方ならどなたでも可。 

活動曜日・時間 土日 10：00～17：00の中で応相談 参加人数 1～6名 

居住地 つくば市 活動地域 ： つくば市・土浦市 その他 ： 

自己 PR 
ゆったりと各自のペースに合わせて指導します。着物をお持ちでない方には、練習用を用

意します。 

取得資格 着付師・着付講師 

 

登録番号 203 講師 ： 松浦 性別 ： 女 年齢 ： 57歳 経験年数 ： 7年 

講座内容 ・講座名「つまみ細工」 

江戸時代から伝わる技法・羽二重・ちりめんをピンセットでつまみ、折りたたんで花や動物

などを表現します。基本のつまみ方を学びながら、四季の花々を表現し、アクセサリーや

装飾品など、数多くの作品を作る楽しみを学びます。 

活動曜日・時間 
第 2・4 土曜日以外可（カルチャースクール開講中の

為）事前に相談で対応します。 
参加人数 10～20名 

居住地 水戸市 
活動地域 ： 水戸市およびその周

辺市町村 

その他 ：布（ちりめん）代がかかり

ます。 

自己 PR 人と接することが好きです。常にチャレンジ精神で努力することが好きです。 

取得資格 
平成 26年 6月「つまみ細工基礎コース」修得 

平成 27年 6月「つまみ細工応用コース」修得 

 

登録番号 207 講師 ： 松田 性別 ： 女 年齢 ： 64歳 経験年数 ： 8年 

講座内容 ・ハワイアンリボンレイメイキング＆リボンクラフト 

フラダンスやハワイでなじみの「レイ」をリボンで作ります。またリボンを使って、アクセサリ

ーや小物を作ります。リース等も作れます。 

活動曜日・時間 曜日応相談／9：30～17：00 参加人数 20名くらいまで 

居住地 つくば市 
活動地域 ： つくば市・土浦市周

辺 

その他 ：500 円～（作品によって

変動あり） 

自己 PR 限られた時間の中で作品ができるようお手伝いします。楽しいひとときをご一緒に！ 

取得資格 ALOHA協会インストラクター、アトリエリボンプチリボンクチュールインストラクター 

 

7．趣味―C（染色・各種工芸など）・・・9 件 
 
登録番号 005 講師 ： 大津 性別 ： 女 年齢 ： 6歳 経験年数 ： 39年 

講座内容 深雪アートフラワー 

白布地に染色し、こてで形作りをしてワイヤーを張り、花に仕上げます。初めての方にも 

丁寧に指導いたします。 

活動曜日・時間 曜日応相談／9：30～12：30／13：00～16：00 参加人数 7～8名 

居住地 那珂市 活動地域 ： 那珂市近辺 その他 ： 材料費がかかります 

自己 PR お花作りをとおして、技術はもちろん、楽しみながら仕上げていきましょう。 

取得資格 深雪アートフラワー師範 

 
 



登録番号 023 講師 ： 園原 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ： 42年 

講座内容 樹脂粘土工芸 

・樹脂風粘土に油絵の具を混ぜ、創作。彩色、自然乾燥、季節の花々、四季行事（正月・

節句・クリスマス等）の飾り物、人形、アクセサリー等を楽しみながら創作します。 

・自然乾燥で半永久的に色や形が変わらず、素敵な作品が楽しめます。 

・子どもの夏休みの作品や各種スイーツのキーホルダー、宝石箱の作品。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 
15 名くらい（必要に

応じて助手も可） 

居住地 日立市 活動地域 ： 応相談 
その他 ： 材料費がかかります。 

    （こちらで全部準備します） 

自己 PR 
幼稚園児から年代に応じ、また好みに応じて、ていねいに優しく、楽しい作品作りができま

す。（42年の経験があります。） 

取得資格 
にしれいこメキシカンフラワー教授指定教室取得（40年） 

ひたちいきいき百年塾教授（28年） 

 

登録番号 103 講師 ： 岡﨑 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ： 14年 

講座内容 カルトナージュ講座 

厚紙に紙や布を貼って、箱やステーショナリーなどを作ります。作る楽しみと使う楽しみが

あります。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 応相談 

居住地 小美玉市 活動地域 ： 応相談 その他 ： 

自己 PR 近年人気のあるクラフトです。初心者大歓迎です。是非一緒に作品をつくりましょう。 

取得資格  

 

登録番号 139 講師 ： 鈴木 性別 ： 女 年齢 ： 38歳 経験年数 ： 

講座内容 ・フォトアルバムづくり・フォトフレームづくり 

マスキングテープ、シールなどを使ってアルバム作りをします。家族や思い出の写真を

可愛く飾って形に残しましょう。 

・フォトカレンダー作り 

 写真とマスキングテープや可愛いシール、ペーパーアイテムを使い、A3サイズのフォト 

 カレンダーを作ります。お子様でも体験できます。 

活動曜日・時間 月・日・祝 10：00～18：00 参加人数 4名～ 

居住地 笠間市 
活動地域 ： 水戸市・笠間市近郊 

        その他応相談 

その他 ： キット代 1000円がかか

ります。 

自己 PR アルバム作りは 2時間×2～3回で 1冊を仕上げ、フォトフレームは 2時間×1回が目安。 

取得資格 アルバム大使 

 

登録番号 146 講師 ： 西山 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ： 18年 

講座内容 カルトナージュ・リボン 

・厚紙を土台に布を貼り、工作のように作るカルトナージュ、素敵な小物や実用品を作るこ

とが出来ます。 

・リボンを使った髪飾り・ブローチ・バッグチャーム作りもお教えしています。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 応相談 

居住地 取手市 活動地域 ： 応相談 その他 ： 

自己 PR 
布を使って工作気分で楽しむことができるカルトナージュ。 

お気軽にお問い合せください。 

取得資格  



登録番号 162 講師 ： 矢島 性別 ： 女 年齢 ： 60歳 経験年数 ： 24年 

講座内容 ・絵画指導・・デッサン、油絵、アクリル画、水彩画、パステル画など 

・クラフト指導・・色々季節のクラフト（紋切、消しゴムハンコ、染色など） 

・その他・・子ども向けの絵画、工作も出来ます。 

活動曜日・時間 
土・日・月・火（9：00～18：00・20：00 くらいまで可） 

木曜は 9：00～16：00・金曜は午後～可（応相談） 
参加人数 15名くらいまで 

居住地 那珂市 
活動地域 ： 水戸市・那珂市・ひ

たちなか市・常陸太田市 

その他 ： 材料費は 1000 円以内

で収めたいと思います。 

自己 PR 
様々な画材で、楽しく自由な発想で制作したいと思っています。子ども達に対しては、

個々の可能性と興味に手を差し伸べたいと思います。 

取得資格  

 

登録番号 187 講師 ： 南 性別 ： 女 年齢 ： 62歳 経験年数 ： 12年 

講座内容 ・ちぎり絵 

日本古来の伝統芸術が見直されている昨今です。極寒の辛い作業に耐え、一枚一枚て

いねいに作られた手すき和紙。その和紙を指先でちぎると、優しい繊維が現れ、その毛羽

を利用して創作するちぎり絵には温かみがあり、見る人の心を和ませてくれます。花や旅

の思い出など、世界に二つとない自分だけの絵として残すことができます。初心者の方で

もわずか 2時間で、道具を使わずに作品が完成します。 

活動曜日・時間 金・土（10：00～12：00／13：30～15：30） 参加人数 10名くらいまで 

居住地 水戸市 活動地域 ： 水戸市内 

その他 ： 和紙・台紙代等（ハサ

ミ・ピンセット・型紙等は使用しま

せん） 

自己 PR 

ちぎり絵は、ご高齢でも楽しめる趣味です。また、和紙の手すき技術が平成 26年 12月ユ

ネスコの無形文化遺産に登録されました。心癒す和紙・ちぎり絵で、四季折々の感動を表

現してみましょう。お手伝いいたします。 

取得資格 全国和紙ちぎり絵芸術協会教授免許 

 

登録番号 205 講師 ： 桑名 性別 ： 女 年齢 ： 35歳 経験年数 ： 17年 

講座内容 ・似顔絵講座 

独自技法により、トレーシングペーパー・鉛筆・ボールペン・色鉛筆を用いて、誰でも 

写実風な似顔絵を描ける方法をお教えします。 

（下書きの書き方→ペン入れのコツ→着色のポイント→背景の塗り方） 

活動曜日・時間 月～金 9：30～14：00（土日応相談） 参加人数 
6名（講座時間 2h程度） 

15名（講座時間 3h程度） 

居住地 日立市 
活動地域 ： 日立市・高萩市 

常陸太田市・東海村 

その他 ： 持参するもの：鉛筆・ボール

ペン（黒）・色鉛筆（12 色以上）・消しゴ

ム・ティッシュペーパー/材料代：トレーシ

ングペーパー・画用紙 1枚 10円 

自己 PR 
独学で似顔絵を描いており、結婚式のウェルカムボードやサプライズプレゼントとして利

用いただいています。 

取得資格  

 

8．料理 A―（料理全般・コーディネートなど）・・・7 件 
 
登録番号 041 講師 ： 松浦 性別 ： 女 年齢 ： 71歳 経験年数 ： 31年 

講座内容 和食・洋食・中華と季節に合わせたお料理を指導いたします。 

活動曜日・時間 水・木 10：00～16：00 参加人数 応相談 



居住地 鹿嶋市 
活動地域 ： 鹿嶋市・神栖市・ 

        潮来市 
その他 ： 

自己 PR 
専業主婦の傍ら、自分の好きなこと、できることを追い求めて続けてきました。この技術、 

知識を多くの人に伝え分かちあいたいと思います。 

取得資格 土井勝料理学校師範科修了、東京会館クッキングスクールにて研鑽を積む 

 

登録番号 097 講師 ： 塙 性別 ： 女 年齢 ： 56歳 経験年数 ： 25年 

講座内容 ・食育、ダイエット、生活習慣病予防、介護予防のための食事作りやアドバイスを、調理実

習を含めながらお伝えします。 

・調理実習では、包丁の扱い方などの料理の基本から、食材の扱い方や野菜の保存方

法、メニューのアレンジ方法までお伝えします。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 30名程度まで 

居住地 かすみがうら市 活動地域 ： 応相談 
その他：材料費・レシピ作成代とし

て 3000円がかかります 

自己 PR 
料理教室歴は長いので、少人数から大勢まで対応できます。料理は江戸懐石近茶流を 

１０年以上習っています。 

取得資格 管理栄養士 

 

登録番号 120 講師 ： 関 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ： 24年 

講座内容 食と健康のこと、デトックスのこと等の色々なお話を交えながら、身体を元気にしたり、 

痩せやすく太りにくい身体をつくるデトックスレシピをご紹介します。美味しく楽しく旬の 

野菜をたくさん食べられるローフードと創作旬野菜料理です。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 8～30名 

居住地 水戸市 活動地域 ： 応相談 その他：食材費がかかります。 

自己 PR 「食事で未来が変わります」が口癖の“おもてなし野菜料理研究家”です。 

取得資格 
ローフードマイスター、薬膳アドバイザー、細胞矯正士、スパイスクッキングアトバイザー 

スムージーエキスパート 

活動の様子また

は参考資料 

資料・レシピあり 

 

登録番号 154 講師 ： 市毛 性別 ： 女 年齢 ： 44歳 経験年数 ：  

講座内容 離乳食・幼児食づくり。 

親子で作る喜び、一緒に食べる楽しさを伝えていきます。 

（※ベビーマッサージ、ファーストサインも指導できます） 

活動曜日・時間 
月～金（9：00～15：00）／土・日・祝日 隔週（託児が

あれば動けます） 
参加人数 10名前後 

居住地 水戸市 活動地域 ： 茨城県・茨城県近県 その他 ： 材料費あり 

自己 PR 

子どもが産まれ母になり、嬉しい反面誰にも頼れず毎日が寝不足、３ヶ月の出血で体調も

戻らず引きこもり気味の時にベビーマッサージに出会いコミュニケーションの大切さを知り

ました。母として初心者の私を成長させてくれる娘たち。今では一緒に料理を作り毎日の

コミュニケーションの場としています。皆様にもお子様とのコミュニケーションの大切さを知

っていただけたら嬉しいです。 

取得資格 食育インストラクター 

 
 



登録番号 161 講師 ： 宮本 性別 ： 女 年齢 ： 45歳 経験年数 ：単発で数回 

講座内容 簡単でおいしい料理作り（調理実習） 

働く主婦として料理やお菓子・パンづくりをしてきました。時短ワザを多々皆さんにお伝え

します。 

活動曜日・時間 土・日のみ 参加人数 8名程度 

居住地 日立市 活動地域 ： 茨城県内 その他：材料費 1000円未満 

自己 PR 
日本テレビ「レシピの女王」の料理対決に出演したり、雑誌の読者モデルとして、多々料

理を紹介させていただいた経験があります。 

取得資格 調理師 

 

登録番号 213 講師 ： 大島 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ： 5年 

講座内容 ・生活習慣病や糖尿病予防のためのバランスの良い料理講座 

・高齢者の栄養講座 

・高齢者のためのバランスの良い料理講座 

活動曜日・時間 火・木・土・日 9：00～17：00の中で応相談 参加人数 20名程度 

居住地 猿島郡境町 
活動地域 ：土浦市・つくば市・古河

市・宇都宮市・小山市 
その他：食材費がかかります。 

自己 PR 

生活習慣病予防・高齢者の栄養などオールマイティです。以前栄養改善普及会・栄養 3

色運動の料理教室の助手をしていました。現在は老人福祉施設の管理栄養士として勤

務中です。看護学校の臨床栄養および調理実習もしています。 

取得資格 管理栄養士、社会福祉士、ケアマネージャー 

 

登録番号 215 講師 ： 齋藤 性別 ： 女 年齢 ： 68歳 経験年数 ： 25年 

講座内容 ・難治性アトピーをを持つ方（成人向け・子どもと保護者向け）のための料理教室 

・自閉症とアトピーを持つ子どもと保護者向けの料理教室 

・100円ショップの帽子のアレンジ手芸講座 

活動曜日・時間 11：00～15：00曜日応相談 参加人数 
料理教室：4・5組の親子 

手芸：10名程度 

居住地 水戸市 

活動地域 ： 水戸市・ひた

ちなか市・茨城県南地域・

栃木県内 

その他 ：料理教室：材料代 

手芸：100～200円（花・リボン代） 

自己 PR 
アトピーや自閉症を持つ本人向けの料理教室を希望します。25年の経験から現実的な対

応が可能です。 

取得資格 栄養士免許、華道免許、アトピーアドバイザー 

 

9．料理 B―（パン・お菓子作り）・・・6 件 
 
登録番号 006 講師 ： 奥貫 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ：  

講座内容 パンづくり、お菓子づくり、ラッピング等、短時間で仕上げられるものの指導を 

いたします。ティータイム有り。 

活動曜日・時間 月～金 10：00～13：00頃 参加人数 5～8名（応相談） 

居住地 つくば市 活動地域 ： つくば市・土浦市 その他 ：  

自己 PR 簡単にできておいしいお菓子、パンなどポイントをおさえながら指導します。 

取得資格  

 

登録番号 041 講師 ： 松浦 性別 ： 女 年齢 ： 71歳 経験年数 ： 31年 

講座内容 手作りケーキの基本を季節に合わせたお菓子で指導致します。シュガーデコレーション・



テーブルセッティングコースも学んでいます。 

活動曜日・時間 水・木 10：00～16：00 参加人数 応相談 

居住地 鹿嶋市 
活動地域 ： 鹿嶋市・神栖市・ 

        潮来市 
その他 ： 

自己 PR 
専業主婦の傍ら、自分の好きなこと、できることを追い求めて続けてきました。この技術、 

知識を多くの人に伝え分かちあいたいと思います。 

取得資格 今田美奈子食卓芸術サロン製菓コース師範資格認定 

 

登録番号 161 講師 ： 宮本 性別 ： 女 年齢 ： 45歳 経験年数 ：単発で数回 

講座内容 簡単でおいしい料理作り（調理実習） 

働く主婦として料理やお菓子・パンづくりをしてきました。時短ワザを多々皆さんにお伝え

します。 

活動曜日・時間 土・日のみ 参加人数 8名程度 

居住地 日立市 活動地域 ： 茨城県内 その他：材料費 1000円未満 

自己 PR 
日本テレビ「レシピの女王」の料理対決に出演したり、雑誌の読者モデルとして、多々料

理を紹介させていただいた経験があります。 

取得資格 調理師 

 

登録番号 181 講師 ： 外山 性別 ： 女 年齢 ： 48歳 経験年数 ： 15年 

講座内容 ・天然酵母パン作り講座  ・自家製酵母パン作り講座  ・親子パン作り講座  

・子どもパン作り講座  ・イーストパン作り講座  ・少しのイーストで低温長時発酵のパ

ン作り講座 

活動曜日・時間 10：00～16：00（平日・土・日とも可） 参加人数 3～15名程度 

居住地 水戸市 活動地域 ： 県央・県北地域 
その他 ： パン作り材料代がかか

ります 

自己 PR 
水戸市の自宅でパン教室「Ｆｉｃａ（フィーカ）」を開催しています。パルシステムの安全・安

心な材料を使い、多くの生徒さんにパン作りの楽しさお伝えしたいと考えています。 

取得資格 食品衛生責任者、ジュニア野菜ソムリエ 

 

登録番号 191 講師 ： 田山 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ：  

講座内容 ・そば打ち（基本的な職人同様） ・二八そば打ち 

 パルシステムの食材による天然だしのつゆ、かえし作り 

 そばに合う天ぷら各種（野菜中心・旬の食材） ・そばがき、そばかりんとう作り 

 （子どもそば打ち体験教室の経験あり・学年に合わせて対応可） 

・こんにゃく作り 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 10～15名程度 

居住地 鹿嶋市 活動地域 ： 応相談 
その他 ： そば粉・打粉・つなぎ・ 

小麦粉 昆布他 材料代 

自己ＰＲ 
みんなに美味しいと言われるそば、こんにゃくをいつも目標に、初めて打つ人でもそこそこ

の美味しいおそばを打ってもらえます。 

取得資格  

 

登録番号 197 講師 ： 神長 性別 ： 女 年齢 ： 41歳 経験年数 ：  

講座内容 「パンは買うもの」「パン作りは大変そう」という方にぜひご参加いただきたいパンレッスン

です。オーブン不要！面倒な作業がない簡単パン作り。トースター、フライパン、魚焼きグ

リルでも焼けちゃいます。パン教室の開催方法はご相談ください。60～120 分で開催して

います。 



活動曜日・時間 月～金 10：00～13：00 参加人数 5～20名 

居住地 水戸市 
活動地域 ： 自宅から車で 1 時間

程度の場所 
その他： 食材費 

自己 PR 
毎日忙しいお母さんでもできるような“心とカラダが健康になれる”レシピの提案をしていき

たいと思います。おしゃべりしながら楽しくレッスンしましょう。 

取得資格 
調理師免許、食育インストラクター、食品衛生責任者、 

cotta運営シニアおうちパンマスター 

 

10．体と健康（ヨガ・アロマテラピー・ダンスなど）・・・18 件 
 
登録番号 030 講師 ： 中根 性別 ： 女 年齢 ： 56歳 経験年数 ：  

講座内容 バレエストレッチ、ジャズストレッチ、リフレッシュ体操 

音楽に合わせて、ストレッチ・柔軟・筋力アップ運動・軽いステップなど、肩こり・腰痛の 

予防解消のために、美しい姿勢や体力づくりのために初歩から丁寧に指導します。 

活動曜日・時間 木曜午前不可。他応相談 参加人数 応相談 

居住地 東海村 
活動地域 ： 日立市・東海村・ひ

たちなか市・水戸市・常陸大宮市 
その他 ：  

自己 PR 子どもからお年寄りまで幅広い年齢の方の心身のリフレッシュをお手伝いします。 

取得資格 看護師、保健師、養護教論資格取得 

 

登録番号 103 講師 ： 岡﨑 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ： 14年 

講座内容 日常生活に役立つアロマ・ハーブの知識を学べます。（例：風邪・インフルエンザ予防、虫

除けスプレー、花粉症対策、アロマとハーブで美肌を目指すなど…） 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 応相談 

居住地 小美玉市 活動地域 ： 応相談 
その他 ： 別途アロマクラフト代

（精油・基材など）がかかります。 

自己 PR メディカルアロマとハーブで身体と体を元気にするお手伝いをしたいと思います。 

取得資格 
JAA日本アロマコーディネーター協会アロマンストラクター 

ナードジャパン協会アロマインストラクター 

 

登録番号 103 講師 ： 岡﨑 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ： 14年 

講座内容 ハーブティー講座 

おいしく飲めて、さらに体に良いハーブティーを紹介する講座です。 

（例：風邪・花粉症に良いハーブなど） 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 応相談 

居住地 小美玉市 活動地域 ： 応相談 
その他 ： ハーブティー・クラフト 

基材代がかかります 

自己 PR 体調や気分に合わせておいしいハーブティーを紹介していきます。 

取得資格 
ＪＡＡ日本アロマコーディネーター協会アロマインストラクター 

ナードジャパン協会アロマインストラクター 

 

登録番号 135 講師 ： 井澤 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ： 16年 

講座内容 楊名時太極拳の指導をします。健康増進とストレス解消のために、誰にでも無理なく楽 

しんでいただける太極拳と八段錦を 1時間かけてゆっくりおこないます。 

活動曜日・時間 曜日応相談／9：00～20：00 参加人数 特に制限なし 

居住地 那珂市 活動地域 ： 県央エリア その他 ：  

自己 PR 心も身体も柔らかくして毎日を送りたいと思っています。「教えることは学ぶこと」であるこ



とを実感しています。 

取得資格 日本健康太極拳協会 師範 

 

登録番号 137 講師 ： 彦野 性別 ： 女 年齢 ： 52歳 経験年数 ： 13年 

講座内容 ストレッチ、ピラティス、バレエワークアウトや簡単なダンスを取り入れた身体のためのエ

クササイズクラス。 

・初めてのジャズダンスクラス 

・初めてのベリーダンスクラス 

身体の状態に応じて構成内容を決められます。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 最大 20名程度 

居住地 つくば市 活動地域 ： 応相談 その他 ：  

自己 PR 
激しい動きでなくてもしっかり身体に効くエクササイズを心がけています。市の講座など経

験あり。 

取得資格 健康管理能力検定 1級・健康管理師指導員・つくば市運動普及推進員 

 

登録番号 153 講師 ： 石崎 性別 ： 女 年齢 ： 43歳 経験年数 ： 12年 

講座内容 ①嗅覚活性による認知症予防講座 

②アロマクラフトを作るセミナー 

③ハンドマッサージ講習会 

④ハーブの健康講座 

⑤メンタルケアのためのアロマ＆ハーブ講座 

活動曜日・時間 月～土 9：00～16：00 参加人数 何名でも対応可 

居住地 つくば市 活動地域 ： 県南エリア その他 ： 材料費応相談 

自己 PR 
大学病院やクリニックで臨床アロマ、ハーブ療法をおこなっているので、さまざまな心身の

健康相談に乗れると思います。 

取得資格 

つくば市生涯学習指導員／つくばアロマハーバリスト協会会員 

（社）日本フィトセラピー協会認定ハンドケアセラピスト 

NPO法人日本メディカルハーブ協会認定ハーバルセラピスト 

公益社団法人日本アロマ環境協会認定 アロマテラピーアドバイザー・アロマテラピーイ

ンストラクター、厚生大臣認可整体師、ＩＦＡ認定ＰＥＯＴ取得、ＪＡＭＨＡ認定ハーバルプラ

クティショナー 

活動の様子また

は参考資料 

資料あり 

 

登録番号 156 講師 ： 井出 性別 ： 女 年齢 ： 47歳 経験年数 ： 11年 

講座内容 ・ストレッチ 

・簡単な筋力トレーニング 

・腰痛・肩こりなどの予防のための運動や美しい姿勢を作るための運動など誰でもおこな 

 えます。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 部屋の広さに応じて 

居住地 牛久市 活動地域 ： 応相談 
その他 ： 床マットまたは椅子の

用意が必要です 

自己 PR 楽しく体を動かしましょう！ 

取得資格  

 



登録番号 169 講師 ：大川 性別 ： 女 年齢 ： 51歳 経験年数 ： 12年 

講座内容 ・アロマクラフト作り（アロマスプレー・アロマ入浴剤など） 

・アロマストレッチ（アロマの空間の中で簡単なストレッチ） 

活動曜日・時間 平日 10：00～14：00 くらい（応相談） 参加人数 5～20名程度 

居住地 
栃木県下都賀

郡野木町 

活動地域 ： 野木町・小山市・ 

古河市（応相談） 

その他 ： 材料費 500 円～1000

円程度がかかります 

自己 PR 皆さんと一緒に楽しいひと時で、リフレッシュ・リラックスいたしましょう。 

取得資格 

AEAJ認定 アロマテラピーインストラクター 

AEAJ認定 アロマテラピーアドバイザー 

AEAJ認定 アロマフィットネスデザイナー 

 

登録番号 178 講師 ： 本田 性別 ： 女 年齢 ： 66歳 経験年数 ： 5年 

講座内容 シルバーリハビリ体操全般 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 20名程度 

居住地 笠間市 活動地域 ： 笠間市とその周辺 その他 ：  

自己 PR 看護師資格有り 

取得資格 シルバーリハビリ体操指導士 2級 

 

登録番号 192 講師 ： 志賀 性別 ： 女 年齢 ： 69歳 経験年数 ： 4年 

講座内容 ・スクエアステップ 

「スクエアステップ」とは、25㎝四方のマス目（スクエア）で区切ったマットを使用して、 

パターン（前進・後退・左右・斜め）どおりにステップすることです。膝を高めに上げて（個人

差あり）、手（腕）を振り、リズムよくステップします。スクエアステップの効果は転倒予防

（足腰の筋力）・認知症予防（頭の体操）・仲間づくり（コミュニケーション）・健康づくりにつ

ながります。終わったあとには満足感・爽快感・達成感が得られるエクササイズです。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 30名 

居住地 日立市 活動地域 ： 応相談 その他 ： 

自己 PR 
社協のサロンでボランティアをしています。シルバー体操にレクリエーションやスクエアス

テップを取り入れて活動しています。スクエアステップは笠間の方で参加。 

取得資格 スクエアステップ指導員、シルバーリハビリ指導士（2級）、ユニカール普及員 

 

登録番号 194 講師 ： 本田 性別 ： 男 年齢 ： 69歳 経験年数 ：  

講座内容 シルバー向けの体操の講師をしています。みとセンターでの「シルバーいきいきサーク

ル」指導実績があります。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 20名前後 

居住地 笠間市 
活動地域 ： 水戸市およびその周

辺市町村 
その他 ： 

自己 PR  

取得資格 

2016年シルバーリハビリ体操指導士 2級 

2016年防災士 

2008年からスポーツチャンバラ小太刀護身道 2段 

 

登録番号 195 講師 ： 田上 性別 ： 女 年齢 ： 45歳 経験年数 ： 5年 

講座内容 ☆美容と健康のためのアロマクラフト 

・フランス・ベルギー・日本の精油を使ったオリジナルアロマ香水・ルームスプレー作り 

・美容ジェル・ハンドクリーム・リップクリーム等のアロマ手作りコスメ 



・芳香蒸留水（ハーブウォーター）を使った化粧水・クレイパック作り 

・季節やテーマに合ったクラフト作成（虫よけ・花粉症や感染症対策スプレーなど） 

☆アロマハンドケア 

・セルフマッサージを学び、自分に合ったブレンドオイル作り 

活動曜日・時間 月・木・金・土・日 10：00～15：00 くらいまでで応相談 参加人数 3～15名程度まで 

居住地 宇都宮市 
活動地域 ： 宇都宮市・小山市 

         またその近辺 

その他 ：材料費 500～2000 円程

度（クラフト内容・精油によります） 

自己 PR 

植物の香りや恵みを愉しみながら、美容や健康など日々の暮らしの中で生かせる方法を 

お伝えしています。アロマテラピーの基本も身に付きます。芳香蒸留水（ハーブウォータ

ー）の活用方法や日本国産のアロマも取り入れるべく勉強中です。 

取得資格 

AEAJ 認定アロマテラピーアドバイザー・ナチュラルビューティースタイリスト・ミトオカセナ

チュラルカウンシル銀座校（現ミトスサロン）アロマテラピーマッサージ＆カウンセリングコ

ース修了・日本ハンドケア協会認定ハンドケアセラピスト・JMAA 認定メディカルアロマ健

康管理士 

 

登録番号 202 講師 ： 石川 性別 ： 女 年齢 ： 40歳 経験年数 ：  

講座内容 ・自分と家族の健康を守るセルフケア術 

～ボディケア編～と～メンタルケア編～が両方開講できます。 

【ボディケア編】整体を基本とした疲れを和らげる手技を教えます。一人でもペアでも参加

可。血行の良い体で、健康を維持しませんか？ 

【メンタルケア編】カウンセリング心理学と傾聴の基本を教えます。人間関係・コミュニケー

ションを良好にして、ストレスに強い心を自分で育てましょう。 

活動曜日・時間 不定期（曜日・時間応相談） 参加人数 
2名～可。 

（最大 10名まで） 

居住地 結城市 
活動地域 ： 公共交通機関と現地 

までのタクシー等あれば可。 

その他 ： マッサージオイル代 300

円（参加者持参の場合は不要） 

自己 PR 

自分と家族の健康増進のために、心や体の不調を早めにケアする手技・手法を知ってい

ただき、暮らしに役立ててもらえれば幸いです。老若男女問わず、永く付き合えるセラピス

トとして信頼を得ています。 

取得資格 

日本心理カウンセラー養成学院（第 19期修了生） 

ボディセラピストとして平成 26年に独立開業「アトリエサロンレム」を 3年間小山市内で 

営業後、平成 29年自宅に移転して継続中。 

 

登録番号 204 講師 ： 鈴木 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ： 8年 

講座内容 10種類の表情カードと 10種類の精油（アロマ）の香りを使って、リラックスしながら自分の 

気持ちに向き合うことができます。「なりたい自分」をサポートしてくれる香りでアロマスプ

レーを作って持ち帰ることができるので、帰ってからも楽しむことができます。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数  

居住地 牛久市 活動地域 ： 応相談 

その他 ： 協会指定の精油一人

150 円程度、スプレー110 円、他

50円程度 

自己 PR 
自身が気づかない間に溜め込んだストレスにより心身ともにボロボロになった経験から、 

日常で楽しくできるメンタルケアを広めたいと願っています。 

取得資格 アロマップ○Ｒインストラクター、認定心理士等 

 

登録番号 208 講師 ： 橘原 性別 ： 女 年齢 ： 60歳 経験年数 ：  

講座内容 「メディカルアロマ～健康や子育てをサポートするエッセンシャルオイル～」 

・アロマとは？ 



・どのように体に作用するのか？ 

・色々な場面で活躍するアロマ 

・実習…好きな香りを選んでハンドタッチ（手のマッサージ）   トータル 2時間 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 少なめ希望 

居住地 稲敷郡河内町 
活動地域 ：自宅から車で 30 分圏

内 
その他 ：オイル代一人 200円 

自己 PR 

2019年 9月まで保育士・幼稚園教諭として勤務していました。加齢とともに変化する生活・

体調の中でエッセンシャルオイルと出会い、素晴らしさを実感しています。他の方にも知っ

ていただき、特に子育てで疲れているお母さんを元気にしたいです。 

取得資格 エッセンシャルオイルスタイリスト、アロマタッチトレーニング認定 

 

登録番号 212 講師 ： 大沢 性別 ： 女 年齢 ： 44歳 経験年数 ： 17年 

講座内容 ゆったりとしたヨガ・ストレッチにセルフマッサージなどを組み合わせたプログラムをおこな

っています。骨盤をととのえたり、イスに座ってのストレッチなどもおこなえます。 

活動曜日・時間 月～金 10：00～13：30 参加人数 5～10名 

居住地 ひたちなか市 
活動地域 ： 水戸市・ひたちなか

市・那珂市・東海村 
その他 ：  

自己 PR 

資格は持っているものの、仕事としてはヨガを教えたことはなく、たまにママサークルなど

で単発でおこなっている程度ですが、活かす場があればと思い、登録させていただきまし

た。 

取得資格 日本ヨーガ学会基礎科 師範 

 

登録番号 218 講師 ： 小島 性別 ： 女 年齢 ：  経験年数 ： 10年 

講座内容 認知症予防体操・ゲーム・体力維持体操 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 30名程度 

居住地 稲敷郡阿見町 
活動地域 ： 阿見町・土浦市・牛

久市 
その他 ：  

自己 PR 明朗で何ごとにも積極的です。 

取得資格 
高齢者体力つくり支援士、スクエアステップ指導員、笑筋体操インストラクター、 

シルバーリハビリ体操指導士 

 

１1．その他（ライフプランなど）・・・6 件 
 
登録番号 118 講師 ： 福島 性別 ： 女 年齢 ： 46歳 経験年数 ： 22年 

講座内容 ライフプラン 

社会保険(医療保険・労災保険・介護保険) 

活動曜日・時間 金曜午前以外なら可・時間も応相談 参加人数 応相談 

居住地 つくばみらい市 
活動地域 ： 車・電車で移動可能 

        な地域 
その他 ：  

自己 PR パルシステム茨城 栃木「くらし見直しの会」学習会講師です。 

取得資格 3級ＦＰ技能士、日本コープ共済連ライフプランアドバイザー 

 

登録番号 126 講師 ： 新見 性別 ： 女 年齢 ： 72歳 経験年数 ： 18年 

講座内容 心理学(誰でもすぐ理解できるコミュニケーション)、自分自身に気がつき、質問紙 

などにより性格がグラフでわかる。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 5～70名程度 

居住地 土浦市 活動地域 ： 阿見・土浦・つくば・ その他 ：  



        牛久近辺 

自己 PR この心理学を学んだグループの代表をしています。性格は明るく温厚です。 

取得資格 心理学インストラクター 

 

登録番号 129 講師 ： 柴田 性別 ： 女 年齢 ： 46歳 経験年数 ： 9年 

講座内容 ・ミニ芝居やゲームを通じてお金のことを学ぶワークショップ 

・小～中高生向けのキャリアプランニング 

・一般向けマネー講座全般 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 5～30名程度 

居住地 小美玉市 活動地域 ： 県内全域 その他 ：  

自己 PR 

キッズ・マネーステーションの認定講師として、学校・生涯学習センター・各種団体で複数

の実績があります。 

パルシステム茨城 栃木「くらし見直しの会」学習会講師です。 

取得資格 
1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP、精神保健福祉士、日本コープ共済連 

ライフプランアドバイザー 

 

登録番号 196 講師 ： 松内 性別 ： 女 年齢 ： 74歳 経験年数 ： 5年 

講座内容 大人のための絵本セラピーは、絵本の力を借りて大人が絵本を楽しむワークショップで

す。少人数のグループになり、絵本セラピストの私がテーマに沿った絵本を 5 冊読み聞か

せします。参加者は絵本を見たあとに簡単な質問の答えをワークシート（メモ用紙）に書い

て、それを同じグループの人に発表します。正解も間違いもなく、ただ自分の感じたことを

口にするだけです。約束事として、グループの人は発表者に拍手をする、批判や否定をし

ない、発表したくないときは無理に発表しなくても良い、聞いた個人的な話は他で話さな

い、などがあります。絵本の絵だけを見て、絵本の字は耳から聞くという心地よい体験が

できます。 

活動曜日・時間 応相談 参加人数 3～15名程度 

居住地 牛久市 

活動地域 ： 公共交通機関が利

用できる場所、また駅からの送迎

があれば可 

その他：ワークシート用コピー代 

自己 PR 
残りの人生まだまだ学ぶことがたくさんあるので、色々な方と出会い、お互いに良い刺激

を与えられたらよいと思っています。 

取得資格 

絵本セラピスト協会認定絵本セラピスト、図書館司書、絵本で子育てセンター認定絵本講

師、消費生活専門相談員、日本 FP協会ファイナンシャルプランニング技能士 2級、 

日本心理学会認定心理士、日本語教師、アドラー心理学 ELM勇気づけリーダー養成コー

ス修了 

 

登録番号 211 講師 ： 鈴木 性別 ： 女 年齢 ： 70歳 経験年数 ： 30年 

講座内容 ・環境問題・食の安全（添加物 etc）・野草（ハーブ）料理・歳時記（くらしと食） 

活動曜日・時間 月 3回（土曜日を除く） 参加人数 応相談 

居住地 大子町 活動地域 ： 応相談 その他 ：  

自己 PR 
現在ペンネーム沢木みずほで週刊誌に原稿を執筆中。環境教室「つめくさの灯り」、料理

教室「桑の実」開催。 

取得資格 
中学・高校教諭免許、中国伝統医学薬膳指導員、ハーブコーディネーター、七宝焼講師

資格 

 

 



 

＝パルシステム茨城 栃木 施設利用案内＝  

 

組合員活動等で利用するセンターの会議室などの施設利用にあたってのルールを次のように定めます｡生協の施

設は設備を含め組合員の大切な財産です。利用する前よりきれいになるよう心掛けましょう。 

 

【利用対象】 

原則としてパルシステム茨城 栃木の組合員とします。 

 

【利用可能日及び利用時間】 

施設 本部 配送センター 

エンジョイパル（日立館） 

スマイルパル（土浦館） 

下妻館 

金沢店 

通常営業日 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 10：00～17：00 

土曜日 × × × ○ 

日曜日 × × × × 

 ※土・日以外の生協の休業日（年末年始）及び施設管理責任者が定めた日は使用不

可。但し、施設管理責任者（センター長・店長）の判断に委譲します。 

※使用時間は、各施設の業務(営業)開始時間から午後 5時までとしますが、施設管理

者が特に許可した場合は、この限りではありません。 

 

【申し込み方法】 

①原則として所定の「施設使用申請書」に記入し受付窓口に提出します。 

②電話での仮予約も可能としますが、「施設使用申請書」の提出をもって予約完了となります。 

③仮予約の場合、申請書は使用日の 1 週間前までにセンターに提出して下さい。期日までに申請書の提出

がない場合は、予約を取り消しさせていただく場合もありますのでご注意下さい。 

④申請書受付時に、申請書下部の「施設使用許可証」をお渡ししますので、使用当日にご提示下さい。 

※申請後であっても、使用日が本部もしくはセンター行事と重なった場合は、日程調整をお願いする場合もあり

ますのでご了承下さい。 

 

【受付期間】 

使用日の 3 ヶ月前から受付とします。（但し、3 ヶ月前の同日が休日の場合は翌日とします。） 

 

【キャンセルの場合】 

すみやかに該当窓口に連絡して下さい。（遅くとも前日までに） 

 

【使用後】 

使用責任者は、「施設使用報告書」に必要事項を記入し、提出後確認を受けてから退出して下さい。 

 

【注意事項】 

①宗教・政治に関する集まりや営利を目的としたカルチャースクール的に利用することはできません。 

②備品の持ち込み及び後片づけは使用者が責任を持って実施します。 

③使用後の食器・備品等はすべて所定の位置に元通りにして下さい。 

④使用後は清掃を行い、火の後始末、電気製品・照明・空調などの電源、戸締りの確認をして下さい。 

⑤事故や備品などの破損・紛失等が生じた場合は、すみやかに受付窓口まで申し出て下さい。 

⑥使用により生じたゴミ、その他持ち込み品は全て持ち帰りとなります。 

⑦使用者の故意、または過失により施設、食器、備品に損害を与えた場合は、使用者に弁償していただく場

合があります。 

⑧その他、必要に応じた細則は各事業所長の判断とします。 

 



 

 

施設名 
住所・連絡先・受付窓口 

※受付時間 9：00～17：00（営業日） 

収容目

安（約） 
備品 駐車台数 

 

エンジョイパル 

日立館 

 

住所：〒316-0006 

日立市末広町 3-3-13 

組合員活動専用フリーコール 
0800-800-6627 

受付窓口：ひたちｾﾝﾀｰ長・副ｾﾝﾀｰ長 

50名 

キッチン 
オーブンレンジ 
テーブル 20台 
椅子 60脚 

15台程度 

スマイルパル 

土浦館 

住所：〒300-4111 

土浦市大畑 211-3 

組合員活動専用フリーコール 
0800-800-6664 

受付窓口：つちうらｾﾝﾀｰ長・副ｾﾝﾀｰ長 

60名 

キッチン 
オーブンレンジ 
テーブル 24台 
椅子 60脚 

20台程度 

下妻館 

住所：〒304-0032 

 下妻市比毛 43-4 

組合員活動専用フリーコール 
0120-390-433 

受付窓口：ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ栃木ｾﾝﾀｰ長・副ｾﾝﾀｰ長 

40名 

キッチン 
オーブンレンジ 
テーブル 15台 
椅子 45脚 

20台程度 

パルシステム 

栃木センター 

住所：〒323-0819 

栃木県小山市横倉新田 198-1 

組合員活動専用フリーコール 
0120-390-433 

受付窓口：ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ栃木ｾﾝﾀｰ長・副ｾﾝﾀｰ長 

50名 

キッチン 
オーブンレンジ 
テーブル 20台 
椅子 60脚 

20台程度 

なかセンター 

住所：〒311-0103 

 那珂市横堀 840-5 

組合員活動専用フリーコール 
0800-800-6628 

受付窓口：センター長・副センター長 

30名 

キッチン 
電子レンジ 
テレビ・ビデオ 
テーブル 
椅子 

駐車可能 

みとセンター 

住所：〒311-3117 

東茨城郡茨城町桜の郷 1000-1 

組合員活動専用フリーコール 
0800-800-6648 

受付窓口：センター長・副センター長 

100名 

キッチン 
電子レンジ 
オーブンレンジ 
テーブル 
椅子 80脚 

30台程度 

かしまセンター 

住所：〒314-0004 

 鹿嶋市下津 273-19 

組合員活動専用フリーコール 
0120-390-434 

受付窓口：センター長・副センター長 

10名 

キッチン 
電子レンジ 
食器類若干 
テーブル 
椅子 

駐車可能 

うしくセンター 

住所：〒300-1221 

牛久市牛久町 1024-1 

組合員活動専用フリーコール 
0800-800-6687 

受付窓口：センター長・副センター長 

60名 

キッチン 
オーブンレンジ 
テーブル 
椅子 

30台程度 

金沢店 

住所：〒316-0015  

日立市金沢町 5-9-1 

電話：0294-34-3917 
受付窓口：店長 

10名 
テーブル 
椅子 

駐車可能 

本部 

住所：〒310-0022 

水戸市梅香 2-1-39 

電話：029-227-2225（本部人事総務部） 

ﾌﾘｰｺｰﾙ：0120-289-500 
受付窓口：本部 人事総務部 

20名 
テーブル 
椅子 
給湯施設 

駐車可能 

 
※受付時間は、営業日の 9：00～17：00です。 

※キッチン（流し台・ガス台）、備え付けの備品（お皿、はし等）については、各施設によって違いがあります。申し

込みの際にご確認ください。 


