
 ２回目参加登録結果－講座・サークル別登録表（期：17A、１回目の登録結果を含む）
データ並び順 ：  開催CD順 　  開催名順 　  氏名順 　 
開催CD 会場 曜日 時限 区分 開催名 No 会員No
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 1 64 井上 武敏
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 2 834 上野 久美子
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 3 540 岡本 ともえ
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 4 617 尾上 侑久
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 5 30 梶川 幸子
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 6 339 柏木 久子
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 7 631 田上 陽一
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 8 380 寺尾 忠司
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 9 54 福島 瑠美子
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 10 350 古川 寿子
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 11 649 三浦 省二
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 12 548 村側 好美
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 13 110 山中 洋子
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 14 861 山本 昭雄
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 15 475 吉川 美津江
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 16 273 吉田 惠子
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 17 669 米山 和子
CK13 研修室 月曜 午後1 サークル 歴史 18 626 漁 晴毅
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 1 760 魚住 育三
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 2 907 川本 幸男
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 3 851 木下 眞佐子
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 4 660 小島 司郎
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 5 495 田代 光子
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 6 348 永井 操
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 7 666 平本 昭二
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 8 653 渡辺 士郎
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 9 (空き)
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 10 (空き)
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 11 (空き)
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 12 (空き)
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 13 (空き)
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 14 (空き)
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 15 (空き)
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 16 (空き)
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 17 (空き)
CK24 研修室 火曜 午後2 サークル 趣味の音楽 18 (空き)
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 1 113 赤松 敬一
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 2 104 池田 吉弘
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 3 465 上野 典子
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 4 219 上原 政子
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 5 264 大櫃 敦
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 6 645 喜田 茂
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 7 31 木下 友美
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 8 230 田村 公人
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 9 380 寺尾 忠司
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 10 496 時森 美津子
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 11 26 戸田 幸子
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 12 81 長井 里子
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 13 413 中村 正紀
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 14 86 橋本 寿子
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 15 854 檜作 繁
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 16 305 平田 美代子
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 17 34 舟木 淳子
CK41 研修室 木曜 午前1 サークル 資産運用A 18 460 森 重一
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 1 375 内田 スミエ
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 2 502 内田 久恵
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 3 527 岡村 たえ美
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 4 618 川内 保子
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 5 247 川端 妙子
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 6 226 国本 悦子
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 7 448 佐々木 和代

氏名



CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 8 762 武部 勝行
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 9 256 林 秀子
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 10 436 松田 佳代子
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 11 638 三上 香寿美
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 12 609 安川 一夫
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 13 444 安田 積
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 14 386 谷田 眞由美
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 15 446 横川 純子
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 16 273 吉田 惠子
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 17 865 若林 成光
CK43 研修室 木曜 午後1 サークル Power Director入門 18 751 脇田 勝美
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 1 717 井上 はるみ
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 2 704 上田 諭
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 3 126 逢坂 亮子
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 4 417 小野 栄子
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 5 339 柏木 久子
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 6 586 草別 満子
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 7 226 国本 悦子
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 8 496 時森 美津子
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 9 334 成田 真弓
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 10 214 西井 美栄子
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 11 625 新田 智代子
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 12 381 馬場 亜美
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 13 776 松嶋 邦子
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 14 564 三上 芳之
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 15 425 安福 英子
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 16 161 山口 好美
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 17 333 米原 房子
CK61 研修室 土曜 午前1 サークル 3D-CGで遊びま専科 18 743 脇田 悦子
CS34 相談室 水曜 午後2 サークル プログラム入門 1 281 高橋 孝男
CS34 相談室 水曜 午後2 サークル プログラム入門 2 381 馬場 亜美
CS34 相談室 水曜 午後2 サークル プログラム入門 3 109 松田 雅光
CS34 相談室 水曜 午後2 サークル プログラム入門 4 650 三枝 義隆
CS34 相談室 水曜 午後2 サークル プログラム入門 5 242 山本 はるみ
CS34 相談室 水曜 午後2 サークル プログラム入門 6 (空き)
CS34 相談室 水曜 午後2 サークル プログラム入門 7 (空き)
CS34 相談室 水曜 午後2 サークル プログラム入門 8 (空き)
CS34 相談室 水曜 午後2 サークル プログラム入門 9 (空き)
CS34 相談室 水曜 午後2 サークル プログラム入門 10 (空き)
CS34 相談室 水曜 午後2 サークル プログラム入門 11 (空き)
CS34 相談室 水曜 午後2 サークル プログラム入門 12 (空き)
CS42 相談室 木曜 午前2 サークル 資産運用B 1 691 坂野 宏
CS42 相談室 木曜 午前2 サークル 資産運用B 2 631 田上 陽一
CS42 相談室 木曜 午前2 サークル 資産運用B 3 188 豊田 弘子
CS42 相談室 木曜 午前2 サークル 資産運用B 4 665 日向 チエ子
CS42 相談室 木曜 午前2 サークル 資産運用B 5 829 藤本 昇
CS42 相談室 木曜 午前2 サークル 資産運用B 6 604 渕上 源介
CS42 相談室 木曜 午前2 サークル 資産運用B 7 714 舟坂 美千代
CS42 相談室 木曜 午前2 サークル 資産運用B 8 856 本城 健二
CS42 相談室 木曜 午前2 サークル 資産運用B 9 332 前田 有文
CS42 相談室 木曜 午前2 サークル 資産運用B 10 578 丸岡 米子
CS42 相談室 木曜 午前2 サークル 資産運用B 11 511 漁 和子
CS42 相談室 木曜 午前2 サークル 資産運用B 12 865 若林 成光
CS51 相談室 金曜 午前1 サークル 趣味のデジカメ 1 122 井上 美智子
CS51 相談室 金曜 午前1 サークル 趣味のデジカメ 2 804 大西 武
CS51 相談室 金曜 午前1 サークル 趣味のデジカメ 3 597 小野坂 美保子
CS51 相談室 金曜 午前1 サークル 趣味のデジカメ 4 529 河内 靖典
CS51 相談室 金曜 午前1 サークル 趣味のデジカメ 5 907 川本 幸男
CS51 相談室 金曜 午前1 サークル 趣味のデジカメ 6 688 絹田 邦裕
CS51 相談室 金曜 午前1 サークル 趣味のデジカメ 7 421 佐々木 輝子
CS51 相談室 金曜 午前1 サークル 趣味のデジカメ 8 230 田村 公人
CS51 相談室 金曜 午前1 サークル 趣味のデジカメ 9 150 橋本 文代
CS51 相談室 金曜 午前1 サークル 趣味のデジカメ 10 332 前田 有文
CS51 相談室 金曜 午前1 サークル 趣味のデジカメ 11 806 前田 治



CS51 相談室 金曜 午前1 サークル 趣味のデジカメ 12 695 薮内 教子
CS54 相談室 金曜 午後2 サークル ビデオ編集 1 404 荒木 節子
CS54 相談室 金曜 午後2 サークル ビデオ編集 2 172 大西 昭次
CS54 相談室 金曜 午後2 サークル ビデオ編集 3 414 金盛 達雄
CS54 相談室 金曜 午後2 サークル ビデオ編集 4 676 砂川 昇
CS54 相談室 金曜 午後2 サークル ビデオ編集 5 181 武部 万里子
CS54 相談室 金曜 午後2 サークル ビデオ編集 6 712 播摩 一美
CS54 相談室 金曜 午後2 サークル ビデオ編集 7 234 廣井 和子
CS54 相談室 金曜 午後2 サークル ビデオ編集 8 197 二川 義典
CS54 相談室 金曜 午後2 サークル ビデオ編集 9 91 松田 賀子
CS54 相談室 金曜 午後2 サークル ビデオ編集 10 216 三原 アサエ
CS54 相談室 金曜 午後2 サークル ビデオ編集 11 863 吉川 助弘
CS54 相談室 金曜 午後2 サークル ビデオ編集 12 402 吉原 和子
CS61 相談室 土曜 午前1 サークル デジカメ動好会 1 553 今里 利夫
CS61 相談室 土曜 午前1 サークル デジカメ動好会 2 707 岡本 太郎
CS61 相談室 土曜 午前1 サークル デジカメ動好会 3 418 樫木 孝子
CS61 相談室 土曜 午前1 サークル デジカメ動好会 4 295 門脇 多美代
CS61 相談室 土曜 午前1 サークル デジカメ動好会 5 619 神田 英樹
CS61 相談室 土曜 午前1 サークル デジカメ動好会 6 186 鶴尾 英志
CS61 相談室 土曜 午前1 サークル デジカメ動好会 7 255 羽田 洋子
CS61 相談室 土曜 午前1 サークル デジカメ動好会 8 764 林 明夫
CS61 相談室 土曜 午前1 サークル デジカメ動好会 9 604 渕上 源介
CS61 相談室 土曜 午前1 サークル デジカメ動好会 10 714 舟坂 美千代
CS61 相談室 土曜 午前1 サークル デジカメ動好会 11 236 堀内 千鳥
CS61 相談室 土曜 午前1 サークル デジカメ動好会 12 799 桃塚 正
CS64 相談室 土曜 午後2 サークル まちづくり支援サークル 1 113 赤松 敬一
CS64 相談室 土曜 午後2 サークル まちづくり支援サークル 2 758 稲見 直子
CS64 相談室 土曜 午後2 サークル まちづくり支援サークル 3 295 門脇 多美代
CS64 相談室 土曜 午後2 サークル まちづくり支援サークル 4 785 角力 可世子
CS64 相談室 土曜 午後2 サークル まちづくり支援サークル 5 482 丹羽 千代子
CS64 相談室 土曜 午後2 サークル まちづくり支援サークル 6 459 藤本 榮子
CS64 相談室 土曜 午後2 サークル まちづくり支援サークル 7 236 堀内 千鳥
CS64 相談室 土曜 午後2 サークル まちづくり支援サークル 8 484 前田 正喜
CS64 相談室 土曜 午後2 サークル まちづくり支援サークル 9 861 山本 昭雄
CS64 相談室 土曜 午後2 サークル まちづくり支援サークル 10 (空き)
CS64 相談室 土曜 午後2 サークル まちづくり支援サークル 11 (空き)
CS64 相談室 土曜 午後2 サークル まちづくり支援サークル 12 (空き)
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 1 903 梅木 由香
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 2 584 小川 辰恵
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 3 130 越智 ミヤエ
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 4 542 神田 加代子
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 5 795 栗林 桂子
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 6 46 小池 千恵子
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 7 825 酒井 恵子
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 8 835 澤尾 恭子
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 9 780 須藤 千代子
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 10 813 高橋 とき子
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 11 801 竹田 信子
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 12 456 永田 銀子
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 13 482 丹羽 千代子
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 14 828 広瀬 信子
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 15 842 丸尾 恵美子
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 16 843 森田 由記子
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 17 821 山根 紀子
KK12 研修室 月曜 午前2 講座 ワードのおさらいと小物グッズ 18 862 横山 恵津子
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 1 373 池田 恒子
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 2 267 大瀬 豊子
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 3 793 大西 康子
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 4 555 岡田 タカ
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 5 847 岡本 光惠
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 6 211 片岡 祥子
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 7 467 川井 知子
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 8 690 五反地 和代
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 9 317 斎藤 学



KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 10 663 杉田 武志
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 11 913 玉垣 かなえ
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 12 722 寺内 かほる
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 13 726 福田 篤熙
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 14 257 松沢 道子
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 15 564 三上 芳之
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 16 860 宮本 和子
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 17 921 山地 久代
KK14 研修室 月曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスA 18 393 渡辺 芳見
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 1 770 石本 民江
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 2 513 内田 常雄
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 3 719 扇 えい子
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 4 769 岡田 公代
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 5 767 岡田 早百合
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 6 357 奥平 智子
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 7 571 柏木 令子
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 8 782 里 りつ子
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 9 737 谷 秀行
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 10 521 浜田 明子
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 11 724 藤岡 昌子
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 12 776 松嶋 邦子
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 13 779 松本 凌子
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 14 742 宮内 恵子
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 15 831 三好 喜美子
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 16 62 與倉 里子
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 17 (空き)
KK21 研修室 火曜 午前1 講座 Win10基礎の復習と新規項目の学習 18 (空き)
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 1 822 榎本 須美子
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 2 904 岡田 清
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 3 488 奥山 泰子
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 4 745 加藤 百合子
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 5 765 河村 省子
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 6 781 木之下 久子
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 7 410 島田 秀子
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 8 504 住元 公子
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 9 630 瀬川 美栄子
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 10 181 武部 万里子
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 11 632 俵 和子
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 12 545 内藤 敏江
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 13 363 中嶋 道子
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 14 774 比護 康子
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 15 713 廣田 やよひ
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 16 841 藤本 あつ子
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 17 509 百瀬 阿矢子
KK23 研修室 火曜 午後1 講座 ワード2016入門・中級 18 794 湯通堂 恵子
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A1 427 足達 美津子
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A2 38 上川 信子
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A3 704 上田 諭
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A4 718 内田 敏子
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A5 125 内冨 悦子
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A6 643 浦井 己津子
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A7 658 岡田 さとみ
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A8 489 小原 恵美子
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A9 629 川西 陽子
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A10 660 小島 司郎
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A11 772 佐藤 修子
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A12 495 田代 光子
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A13 547 中嶋 由喜子
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A14 293 中村 啓子
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A15 915 平井 順子
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A16 443 保田 晶子
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A17 388 米田 文代
KK31 研修室 水曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級A18 669 米山 和子
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 1 672 井上 清子



KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 2 733 大櫃 緑
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 3 644 沖 奈美子
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 4 811 里見 百合子
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 5 836 辰巳 秀子
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 6 814 田中 政江
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 7 678 中江 智佳子
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 8 817 濵崎 千鶴子
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 9 784 治居 滉子
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 10 778 春野 勝代
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 11 818 繁田 晃昌
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 12 740 福島 健次
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 13 699 福原 信一
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 14 819 藤原 俊男
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 15 605 星野 法子
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 16 820 丸石 京子
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 17 844 矢野　 不二子
KK32 研修室 水曜 午前2 講座 IT入門ワードおさらい 18 696 米田 邦彦
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 1 125 内冨 悦子
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 2 597 小野坂 美保子
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 3 809 熊谷 栄子
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 4 690 五反地 和代
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 5 661 佐藤 徹
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 6 811 里見 百合子
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 7 910 澤 比佐子
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 8 589 多田納 里美
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 9 723 中村 美鈴
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 10 679 成清 良子
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 11 457 濱川 初子
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 12 55 前田 良子
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 13 91 松田 賀子
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 14 742 宮内 恵子
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 15 444 安田 積
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 16 415 山口 美知子
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 17 730 山﨑 ひとみ
KK33 研修室 水曜 午後1 講座 よくわかるパソコンレスキュー 18 446 横川 純子
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 1 525 池田 早苗
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 2 717 井上 はるみ
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 3 615 宇治 里子
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 4 537 浦野 芳子
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 5 540 岡本 ともえ
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 6 556 荻野 政子
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 7 824 笠井 カズ子
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 8 709 小谷 真理子
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 9 624 出道 美和子
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 10 838 永見 玲子
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 11 693 野田 宏子
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 12 827 馬場 龍子
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 13 234 廣井 和子
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 14 56 松田 正信
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 15 95 水口 曜子
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 16 833 安井 レイ子
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 17 845 山本 和子
KK34 研修室 水曜 午後2 講座 初めてのエクセル「文書作成と図形」 18 863 吉川 助弘
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成1 731 魚谷 英子
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成2 537 浦野 芳子
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成3 755 榎本 靖
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成4 788 太田 浩子
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成5 264 大櫃 敦
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成6 745 加藤 百合子
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成7 629 川西 陽子
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成8 132 木山 明美
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成9 588 佐藤 加代子
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成10 453 丹 浩子
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成11 756 長木 義明



KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成12 254 畑 美恵子
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成13 155 藤光 泰人
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成14 271 村上 潤子
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成15 920 森 和子
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成16 695 薮内 教子
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成17 862 横山 恵津子
KK42 研修室 木曜 午前2 講座 Wordの基礎・中級_分かり易く美しい文書の作成18 610 和田 祥代
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 1 807 浅井 美恵子
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 2 512 荒井 美根子
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 3 848 勝丸 桂二郎
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 4 850 川崎 伸一
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 5 599 木下 佐与子
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 6 809 熊谷 栄子
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 7 284 河野 基子
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 8 587 桜井 佳永子
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 9 518 佐藤 保子
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 10 812 高島 ミナ子
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 11 471 寺田 淳子
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 12 837 中田　 一子
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 13 681 野間 計彦
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 14 424 藤岡 貞代
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 15 741 宮崎 務
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 16 832 向山 初美
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 17 844 矢野　 不二子
KK44 研修室 木曜 午後2 講座 パソコンの基礎復習（Outlook含む） 18 800 山下 三郎
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B1 404 荒木 節子
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B2 641 稲岡 保
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B3 754 岩本 一成
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B4 514 大西 静子
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B5 732 岡 邦子
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B6 850 川崎 伸一
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B7 908 木村 和美
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B8 586 草別 満子
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B9 315 河野 真千子
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B10 911 高山 正良
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B11 815 寺西 やよい
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B12 600 中谷 昇
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B13 350 古川 寿子
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B14 857 本城 睦子
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B15 607 松野下 明子
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B16 550 森脇 直美
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B17 242 山本 はるみ
KK51 研修室 金曜 午前1 講座 Win-10の基本操作とワード2016入門・中級B18 402 吉原 和子
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 1 797 新居 宏子
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 2 318 池田 節子
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 3 808 井口 祐一
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 4 905 岡本 直美
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 5 796 小松 紀美子
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 6 575 坂本 悦子
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 7 810 坂元 雅恵
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 8 912 武久 勤
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 9 184 田中 千代子
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 10 679 成清 良子
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 11 791 畑山 顯子
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 12 424 藤岡 貞代
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 13 916 藤原 明
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 14 798 道方 セツコ
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 15 771 向山 利子
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 16 415 山口 美知子
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 17 823 山田 サキ子
KK52 研修室 金曜 午前2 講座 すぐわかるエクセル2016 18 259 和田 妙子
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 1 166 浅野 親子
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 2 581 荒川 恵美子
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 3 353 池田 ヒサ子



KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 4 705 植田 曜子
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 5 572 片桐 眞里子
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 6 358 上山口 良子
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 7 573 川上 真寿美
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 8 297 瀬尾 紀子
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 9 692 財田 貴美
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 10 141 谷口 孝子
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 11 453 丹 浩子
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 12 914 馬場 由和
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 13 34 舟木 淳子
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 14 858 松本 律子
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 15 271 村上 潤子
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 16 694 本岡 さとみ
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 17 579 矢野 富美子
KK53 研修室 金曜 午後1 講座 パソコン操作のスキルアップ 18 611 渡辺 修三
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 1 759 井口 純子
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 2 846 上田 勝正
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 3 171 大西 篤子
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 4 417 小野 栄子
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 5 603 藤井 邦子
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 6 752 藤井 敏子
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 7 728 村部 和男
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 8 111 寄砂 孝子
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 9 743 脇田 悦子
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 10 (空き)
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 11 (空き)
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 12 (空き)
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 13 (空き)
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 14 (空き)
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 15 (空き)
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 16 (空き)
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 17 (空き)
KK54 研修室 金曜 午後2 講座 GIMP入門 18 (空き)
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 1 476 榎本 元子
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 2 126 逢坂 亮子
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 3 906 尾上 勧
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 4 849 川口 みち子
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 5 493 小西 晴美
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 6 325 近藤 和子
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 7 282 西藤 則子
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 8 749 塩山 澄子
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 9 262 将積 裕子
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 10 141 谷口 孝子
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 11 50 中江 民
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 12 334 成田 真弓
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 13 625 新田 智代子
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 14 53 廣田 和子
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 15 752 藤井 敏子
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 16 328 細川 みや子
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 17 715 松井 正幸
KK62 研修室 土曜 午前2 講座 Win-10とOffice2016の新機能 18 595 溝渕 陽子
KS11 相談室 月曜 午前1 講座 デジカメ入門 1 207 猪口 洋子
KS11 相談室 月曜 午前1 講座 デジカメ入門 2 2 石井 昌美
KS11 相談室 月曜 午前1 講座 デジカメ入門 3 529 河内 靖典
KS11 相談室 月曜 午前1 講座 デジカメ入門 4 659 北野 歌子
KS11 相談室 月曜 午前1 講座 デジカメ入門 5 805 北村 直子
KS11 相談室 月曜 午前1 講座 デジカメ入門 6 691 坂野 宏
KS11 相談室 月曜 午前1 講座 デジカメ入門 7 803 田中 由喜
KS11 相談室 月曜 午前1 講座 デジカメ入門 8 186 鶴尾 英志
KS11 相談室 月曜 午前1 講座 デジカメ入門 9 818 繁田 晃昌
KS11 相談室 月曜 午前1 講座 デジカメ入門 10 725 藤村 末雄
KS11 相談室 月曜 午前1 講座 デジカメ入門 11 820 丸石 京子
KS11 相談室 月曜 午前1 講座 デジカメ入門 12 799 桃塚 正
KS12 相談室 月曜 午前2 講座 デジカメ中級 1 659 北野 歌子



KS12 相談室 月曜 午前2 講座 デジカメ中級 2 518 佐藤 保子
KS12 相談室 月曜 午前2 講座 デジカメ中級 3 676 砂川 昇
KS12 相談室 月曜 午前2 講座 デジカメ中級 4 819 藤原 俊男
KS12 相談室 月曜 午前2 講座 デジカメ中級 5 918 船橋 建一
KS12 相談室 月曜 午前2 講座 デジカメ中級 6 216 三原 アサエ
KS12 相談室 月曜 午前2 講座 デジカメ中級 7 748 矢野 進
KS12 相談室 月曜 午前2 講座 デジカメ中級 8 (空き)
KS12 相談室 月曜 午前2 講座 デジカメ中級 9 (空き)
KS12 相談室 月曜 午前2 講座 デジカメ中級 10 (空き)
KS12 相談室 月曜 午前2 講座 デジカメ中級 11 (空き)
KS12 相談室 月曜 午前2 講座 デジカメ中級 12 (空き)
KS13 相談室 月曜 午後1 講座 ワード2010入門 1 277 井土 恒三郎
KS13 相談室 月曜 午後1 講座 ワード2010入門 2 571 柏木 令子
KS13 相談室 月曜 午後1 講座 ワード2010入門 3 734 勝本 紀子
KS13 相談室 月曜 午後1 講座 ワード2010入門 4 133 黒川 弘子
KS13 相談室 月曜 午後1 講座 ワード2010入門 5 709 小谷 真理子
KS13 相談室 月曜 午後1 講座 ワード2010入門 6 361 土江 正子
KS13 相談室 月曜 午後1 講座 ワード2010入門 7 826 夏堀 雅子
KS13 相談室 月曜 午後1 講座 ワード2010入門 8 778 春野 勝代
KS13 相談室 月曜 午後1 講座 ワード2010入門 9 740 福島 健次
KS13 相談室 月曜 午後1 講座 ワード2010入門 10 726 福田 篤熙
KS13 相談室 月曜 午後1 講座 ワード2010入門 11 568 福原 容子
KS13 相談室 月曜 午後1 講座 ワード2010入門 12 748 矢野 進
KS14 相談室 月曜 午後2 講座 簡単絶対できます！エクセル 1 807 浅井 美恵子
KS14 相談室 月曜 午後2 講座 簡単絶対できます！エクセル 2 372 井川 洋美
KS14 相談室 月曜 午後2 講座 簡単絶対できます！エクセル 3 733 大櫃 緑
KS14 相談室 月曜 午後2 講座 簡単絶対できます！エクセル 4 805 北村 直子
KS14 相談室 月曜 午後2 講座 簡単絶対できます！エクセル 5 575 坂本 悦子
KS14 相談室 月曜 午後2 講座 簡単絶対できます！エクセル 6 421 佐々木 輝子
KS14 相談室 月曜 午後2 講座 簡単絶対できます！エクセル 7 531 佐竹 久恵
KS14 相談室 月曜 午後2 講座 簡単絶対できます！エクセル 8 909 定永 好子
KS14 相談室 月曜 午後2 講座 簡単絶対できます！エクセル 9 508 平本 靖子
KS14 相談室 月曜 午後2 講座 簡単絶対できます！エクセル 10 741 宮崎 務
KS14 相談室 月曜 午後2 講座 簡単絶対できます！エクセル 11 727 宮永 美智子
KS14 相談室 月曜 午後2 講座 簡単絶対できます！エクセル 12 579 矢野 富美子
KS21 相談室 火曜 午前1 講座 IT入門エクセルおさらい 1 744 上田 世津子
KS21 相談室 火曜 午前1 講座 IT入門エクセルおさらい 2 747 榎本 敬子
KS21 相談室 火曜 午前1 講座 IT入門エクセルおさらい 3 673 家弓 傳一郎
KS21 相談室 火曜 午前1 講座 IT入門エクセルおさらい 4 674 北本 あけみ
KS21 相談室 火曜 午前1 講座 IT入門エクセルおさらい 5 620 草野 恵子
KS21 相談室 火曜 午前1 講座 IT入門エクセルおさらい 6 721 郷原 優子
KS21 相談室 火曜 午前1 講座 IT入門エクセルおさらい 7 783 杉山 なるみ
KS21 相談室 火曜 午前1 講座 IT入門エクセルおさらい 8 505 田口 朋子
KS21 相談室 火曜 午前1 講座 IT入門エクセルおさらい 9 786 戸川 充子
KS21 相談室 火曜 午前1 講座 IT入門エクセルおさらい 10 506 中川 明子
KS21 相談室 火曜 午前1 講座 IT入門エクセルおさらい 11 568 福原 容子
KS21 相談室 火曜 午前1 講座 IT入門エクセルおさらい 12 685 山本 憲子
KS22 相談室 火曜 午前2 講座 かんたんエクセル2010入門 1 429 魚谷 田鶴子
KS22 相談室 火曜 午前2 講座 かんたんエクセル2010入門 2 476 榎本 元子
KS22 相談室 火曜 午前2 講座 かんたんエクセル2010入門 3 556 荻野 政子
KS22 相談室 火曜 午前2 講座 かんたんエクセル2010入門 4 492 小西 進
KS22 相談室 火曜 午前2 講座 かんたんエクセル2010入門 5 493 小西 晴美
KS22 相談室 火曜 午前2 講座 かんたんエクセル2010入門 6 544 古来 啓子
KS22 相談室 火曜 午前2 講座 かんたんエクセル2010入門 7 785 角力 可世子
KS22 相談室 火曜 午前2 講座 かんたんエクセル2010入門 8 787 中田 喜美子
KS22 相談室 火曜 午前2 講座 かんたんエクセル2010入門 9 434 西村 繁子
KS22 相談室 火曜 午前2 講座 かんたんエクセル2010入門 10 725 藤村 末雄
KS22 相談室 火曜 午前2 講座 かんたんエクセル2010入門 11 728 村部 和男
KS22 相談室 火曜 午前2 講座 かんたんエクセル2010入門 12 (空き)
KS23 相談室 火曜 午後1 講座 一歩進んだエクセル（便利ワザ） 1 569 井上 栄子
KS23 相談室 火曜 午後1 講座 一歩進んだエクセル（便利ワザ） 2 777 馬越 栄司
KS23 相談室 火曜 午後1 講座 一歩進んだエクセル（便利ワザ） 3 596 大谷 昌三
KS23 相談室 火曜 午後1 講座 一歩進んだエクセル（便利ワザ） 4 583 岡田 邦彦
KS23 相談室 火曜 午後1 講座 一歩進んだエクセル（便利ワザ） 5 851 木下 眞佐子



KS23 相談室 火曜 午後1 講座 一歩進んだエクセル（便利ワザ） 6 132 木山 明美
KS23 相談室 火曜 午後1 講座 一歩進んだエクセル（便利ワザ） 7 708 久斗 隆子
KS23 相談室 火曜 午後1 講座 一歩進んだエクセル（便利ワザ） 8 761 黒田 睦
KS23 相談室 火曜 午後1 講座 一歩進んだエクセル（便利ワザ） 9 392 小谷 成子
KS23 相談室 火曜 午後1 講座 一歩進んだエクセル（便利ワザ） 10 347 林 芳子
KS23 相談室 火曜 午後1 講座 一歩進んだエクセル（便利ワザ） 11 715 松井 正幸
KS23 相談室 火曜 午後1 講座 一歩進んだエクセル（便利ワザ） 12 578 丸岡 米子
KS24 相談室 火曜 午後2 講座 フリーソフトの活用&スライドショー 1 671 石橋 眞由美
KS24 相談室 火曜 午後2 講座 フリーソフトの活用&スライドショー 2 759 井口 純子
KS24 相談室 火曜 午後2 講座 フリーソフトの活用&スライドショー 3 847 岡本 光惠
KS24 相談室 火曜 午後2 講座 フリーソフトの活用&スライドショー 4 247 川端 妙子
KS24 相談室 火曜 午後2 講座 フリーソフトの活用&スライドショー 5 9 桑原 宏美
KS24 相談室 火曜 午後2 講座 フリーソフトの活用&スライドショー 6 438 坂本 敦子
KS24 相談室 火曜 午後2 講座 フリーソフトの活用&スライドショー 7 722 寺内 かほる
KS24 相談室 火曜 午後2 講座 フリーソフトの活用&スライドショー 8 84 西尾 昭子
KS24 相談室 火曜 午後2 講座 フリーソフトの活用&スライドショー 9 603 藤井 邦子
KS24 相談室 火曜 午後2 講座 フリーソフトの活用&スライドショー 10 237 三枝 としみ
KS24 相談室 火曜 午後2 講座 フリーソフトの活用&スライドショー 11 425 安福 英子
KS24 相談室 火曜 午後2 講座 フリーソフトの活用&スライドショー 12 730 山﨑 ひとみ
KS31 相談室 水曜 午前1 講座 インターネット入門 1 628 厚 みさき
KS31 相談室 水曜 午前1 講座 インターネット入門 2 902 氏田 俊子
KS31 相談室 水曜 午前1 講座 インターネット入門 3 337 片山 悦子
KS31 相談室 水曜 午前1 講座 インターネット入門 4 530 川野 由紀子
KS31 相談室 水曜 午前1 講座 インターネット入門 5 750 小畑 壽々代
KS31 相談室 水曜 午前1 講座 インターネット入門 6 494 佐藤 美良
KS31 相談室 水曜 午前1 講座 インターネット入門 7 773 杉山 光子
KS31 相談室 水曜 午前1 講座 インターネット入門 8 753 田中 輝美
KS31 相談室 水曜 午前1 講座 インターネット入門 9 148 中市 和子
KS31 相談室 水曜 午前1 講座 インターネット入門 10 591 中浜 牧子
KS31 相談室 水曜 午前1 講座 インターネット入門 11 636 藤部 すが子
KS31 相談室 水曜 午前1 講座 インターネット入門 12 626 漁 晴毅
KS32 相談室 水曜 午前2 講座 生活実用アラカルト(PPT/Outlook) 1 65 岩崎 よう子
KS32 相談室 水曜 午前2 講座 生活実用アラカルト(PPT/Outlook) 2 834 上野 久美子
KS32 相談室 水曜 午前2 講座 生活実用アラカルト(PPT/Outlook) 3 291 馬越 惠子
KS32 相談室 水曜 午前2 講座 生活実用アラカルト(PPT/Outlook) 4 503 大村 忠江
KS32 相談室 水曜 午前2 講座 生活実用アラカルト(PPT/Outlook) 5 734 勝本 紀子
KS32 相談室 水曜 午前2 講座 生活実用アラカルト(PPT/Outlook) 6 661 佐藤 徹
KS32 相談室 水曜 午前2 講座 生活実用アラカルト(PPT/Outlook) 7 560 西野 幸治
KS32 相談室 水曜 午前2 講座 生活実用アラカルト(PPT/Outlook) 8 288 原田 博子
KS32 相談室 水曜 午前2 講座 生活実用アラカルト(PPT/Outlook) 9 546 藤江 榮子
KS32 相談室 水曜 午前2 講座 生活実用アラカルト(PPT/Outlook) 10 340 前川 征希子
KS32 相談室 水曜 午前2 講座 生活実用アラカルト(PPT/Outlook) 11 595 溝渕 陽子
KS32 相談室 水曜 午前2 講座 生活実用アラカルト(PPT/Outlook) 12 548 村側 好美
KS33 相談室 水曜 午後1 講座 パソコンアート 1 768 上田 哲男
KS33 相談室 水曜 午後1 講座 パソコンアート 2 429 魚谷 田鶴子
KS33 相談室 水曜 午後1 講座 パソコンアート 3 793 大西 康子
KS33 相談室 水曜 午後1 講座 パソコンアート 4 572 片桐 眞里子
KS33 相談室 水曜 午後1 講座 パソコンアート 5 179 敷田 旦子
KS33 相談室 水曜 午後1 講座 パソコンアート 6 471 寺田 淳子
KS33 相談室 水曜 午後1 講座 パソコンアート 7 454 寺田 さよ子
KS33 相談室 水曜 午後1 講座 パソコンアート 8 364 永島 美代子
KS33 相談室 水曜 午後1 講座 パソコンアート 9 (空き)
KS33 相談室 水曜 午後1 講座 パソコンアート 10 (空き)
KS33 相談室 水曜 午後1 講座 パソコンアート 11 (空き)
KS33 相談室 水曜 午後1 講座 パソコンアート 12 (空き)
KS41 相談室 木曜 午前1 講座 Excelで作ろう楽しい画像編集 1 792 和泉 健
KS41 相談室 木曜 午前1 講座 Excelで作ろう楽しい画像編集 2 642 井口 やよひ
KS41 相談室 木曜 午前1 講座 Excelで作ろう楽しい画像編集 3 720 黒田 澄子
KS41 相談室 木曜 午前1 講座 Excelで作ろう楽しい画像編集 4 782 里 りつ子
KS41 相談室 木曜 午前1 講座 Excelで作ろう楽しい画像編集 5 783 杉山 なるみ
KS41 相談室 木曜 午前1 講座 Excelで作ろう楽しい画像編集 6 852 平 洋子
KS41 相談室 木曜 午前1 講座 Excelで作ろう楽しい画像編集 7 459 藤本 榮子
KS41 相談室 木曜 午前1 講座 Excelで作ろう楽しい画像編集 8 830 古谷 俊彦
KS41 相談室 木曜 午前1 講座 Excelで作ろう楽しい画像編集 9 857 本城 睦子



KS41 相談室 木曜 午前1 講座 Excelで作ろう楽しい画像編集 10 638 三上 香寿美
KS41 相談室 木曜 午前1 講座 Excelで作ろう楽しい画像編集 11 919 百木 和美
KS41 相談室 木曜 午前1 講座 Excelで作ろう楽しい画像編集 12 610 和田 祥代
KS43 相談室 木曜 午後1 講座 ブログ（入門から動画投稿まで） 1 400 足立 美枝子
KS43 相談室 木曜 午後1 講座 ブログ（入門から動画投稿まで） 2 760 魚住 育三
KS43 相談室 木曜 午後1 講座 ブログ（入門から動画投稿まで） 3 657 大田 好光
KS43 相談室 木曜 午後1 講座 ブログ（入門から動画投稿まで） 4 555 岡田 タカ
KS43 相談室 木曜 午後1 講座 ブログ（入門から動画投稿まで） 5 418 樫木 孝子
KS43 相談室 木曜 午後1 講座 ブログ（入門から動画投稿まで） 6 431 川中 清子
KS43 相談室 木曜 午後1 講座 ブログ（入門から動画投稿まで） 7 477 五味 由起子
KS43 相談室 木曜 午後1 講座 ブログ（入門から動画投稿まで） 8 910 澤 比佐子
KS43 相談室 木曜 午後1 講座 ブログ（入門から動画投稿まで） 9 187 戸田 カズエ
KS43 相談室 木曜 午後1 講座 ブログ（入門から動画投稿まで） 10 484 前田 正喜
KS43 相談室 木曜 午後1 講座 ブログ（入門から動画投稿まで） 11 594 前原 哲男
KS43 相談室 木曜 午後1 講座 ブログ（入門から動画投稿まで） 12 385 松下 省吾
KS44 相談室 木曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスB 1 207 猪口 洋子
KS44 相談室 木曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスB 2 758 稲見 直子
KS44 相談室 木曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスB 3 37 岩城 久乃
KS44 相談室 木曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスB 4 431 川中 清子
KS44 相談室 木曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスB 5 544 古来 啓子
KS44 相談室 木曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスB 6 479 鮫島 章子
KS44 相談室 木曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスB 7 662 嶋田 はつ子
KS44 相談室 木曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスB 8 76 白水 昌江
KS44 相談室 木曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスB 9 187 戸田 カズエ
KS44 相談室 木曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスB 10 520 丹羽 勝美
KS44 相談室 木曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスB 11 300 古谷 弘子
KS44 相談室 木曜 午後2 講座 パソコン・ワンポイントアドバイスB 12 241 山上 純子
KS52 相談室 金曜 午前2 講座 エクセル活用&パソコン最新情報 1 671 石橋 眞由美
KS52 相談室 金曜 午前2 講座 エクセル活用&パソコン最新情報 2 516 小坂 惠子
KS52 相談室 金曜 午前2 講座 エクセル活用&パソコン最新情報 3 438 坂本 敦子
KS52 相談室 金曜 午前2 講座 エクセル活用&パソコン最新情報 4 448 佐々木 和代
KS52 相談室 金曜 午前2 講座 エクセル活用&パソコン最新情報 5 479 鮫島 章子
KS52 相談室 金曜 午前2 講座 エクセル活用&パソコン最新情報 6 262 将積 裕子
KS52 相談室 金曜 午前2 講座 エクセル活用&パソコン最新情報 7 519 西山 節子
KS52 相談室 金曜 午前2 講座 エクセル活用&パソコン最新情報 8 917 藤原 美佐子
KS52 相談室 金曜 午前2 講座 エクセル活用&パソコン最新情報 9 161 山口 好美
KS52 相談室 金曜 午前2 講座 エクセル活用&パソコン最新情報 10 (空き)
KS52 相談室 金曜 午前2 講座 エクセル活用&パソコン最新情報 11 (空き)
KS52 相談室 金曜 午前2 講座 エクセル活用&パソコン最新情報 12 (空き)
KS53 相談室 金曜 午後1 講座 ホームページ入門 1 672 井上 清子
KS53 相談室 金曜 午後1 講座 ホームページ入門 2 122 井上 美智子
KS53 相談室 金曜 午後1 講座 ホームページ入門 3 846 上田 勝正
KS53 相談室 金曜 午後1 講座 ホームページ入門 4 172 大西 昭次
KS53 相談室 金曜 午後1 講座 ホームページ入門 5 414 金盛 達雄
KS53 相談室 金曜 午後1 講座 ホームページ入門 6 282 西藤 則子
KS53 相談室 金曜 午後1 講座 ホームページ入門 7 816 羽田野 久子
KS53 相談室 金曜 午後1 講座 ホームページ入門 8 594 前原 哲男
KS53 相談室 金曜 午後1 講座 ホームページ入門 9 684 元田 由美
KS53 相談室 金曜 午後1 講座 ホームページ入門 10 333 米原 房子
KS53 相談室 金曜 午後1 講座 ホームページ入門 11 (空き)
KS53 相談室 金曜 午後1 講座 ホームページ入門 12 (空き)


