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松井香織 セミナー実績（2021 年 10 月現在 開催が新しい順に掲載） 

開催日 主 催 セミナータイトル 

2021.7.21 めむろ柏樹学園様 これからの人生が より楽しくなる 生前整理のコツ 

2021.6.14 
北海道立農業大学校様 アグリライ

フ論 
整理収納講座 

2021.3.3 JA うらほろ様女性冬期講習会 
整理のコツがわかれば料理の時短に キッチンすっきり

快適講座 

2021.2.24 中札内消費者協会様 終活に向けたおかたづけセミナー 

2021.2.19 芽室町中央公民館様 冷蔵庫整理収納術 

2020.11.17 帯広市男女共同参画様 
パートナーからの”ありがとう”が増える!!お洗濯時の気

配りと、自分で管理しやすいクローゼットづくり 

2020.11.29 
音更町教育委員会生涯学習課 音更

町幼児家庭教育学級様 

散らかってもイライラしない!ラクに片づく仕組みづく

り♪ 

2020.9.12 本別町弥生町婦人部様 洋服収納講座 

20209.2 
幕別町百年記念ホール様 生涯学習

講座  
冷蔵庫の食品整理収納術 廃棄する食品を減らすコツ 

2020.8.20 幕別子育て支援センター様 
散らかってもイライラしない!ラクに片づく仕組みづく

り♪ 

2020.7.7 
北海道立農業大学校様 アグリライ

フ論 
整理収納で時間・お金・心にお得な暮らし♪ 

2020.6.6 
一般社団法人 シニアライフサポ

ート協会様 

シニアライフカウンセラー養成講座初級「整理収納・ 片

付け」 

2020.2.21 北海道十勝養護教員会様 研修会 スムーズに仕事をするための整理収納 

2020.2.6 芽室町公民館講座様 生前整理編 

2020.1.29 新得町教育委員会様 目指せ収納美人！プロから学ぶキッチン収納術 

2020.1.27 JA 士幌女性部北支部様 
分けるが決め手! 繁忙期だってスムーズ♪時短キッチ

ンのコツ 

2020.1.11 北海道マイホームセンター様 
ちょっとのコツ 収納の仕方で料理時間が短縮！ ラク家

事収納セミナー 

2019.12.5 芽室町中央公民館講座様 
選ぶ、しまう、衣替えがラクになる!女性の洋服 整理収

納術♪ 

2019.12.2 
帯広市立明星小学校の PTA 文化委

員会様 
ちょっとしたコツで楽になる！子ども服の整理と収納 

2019.11.16 聴覚障がい者学級様 おかたづけ講座 

2019.11.14 芽室町中央公民館講座様 
キッチンの片づけで、料理時間を短縮するためのちょっ

とのコツ♪ 

2019.11.10 
十勝地区母子寡婦連合会様 家庭

研修会 

やってみると、安心できて、生き生き暮らせる♪終活の

お話 
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開催日 主 催 セミナータイトル 

2019.10.27 
幕別町ファミリーサポート・セン

ター様 
整理収納で変わる 子どもの学習環境 

2019.10.23 
帯広市教育委員会  生涯学習部 

生涯学習課様 帯広市民大学講座 

「モノが増えて困っている人のために 今日から１日

15 分!安心安全、軽やかに暮らすためのモノの整理」 

2019.9.28 

 

帯広市民大学講座様 第 50 回み

んなの消費生活展「消費者講演会」 
子ども服の整理と収納 

2019.9.20 

 

帯広市立明和小学校様 PTA 研修

会 

〜子育てとかたづけ〜仕組みがわかればできる！子ども

部屋のおかたづけ 

2019.9.18 幕別町子育て支援センター様 子ども服の整理収納セミナー 

2019.9.11 芽室町め・むーじょ様 楽しく整理収納 時短キッチン編 

2019.9.1 
一般社団法人 シニアライフサポ

ート協会様 

シニアライフカウンセラー養成講座初級「整理収納・ 片

付け」 

2019.8.8 JA さつない女性部友の会様 キッチンの時短 

2019.7.16 
帯広第 4 中学校の PTA 教養委員会

様 
「キッチンの時短で ゆとり時間を作る♪」 

2019.6.30 クリーニングデイ帯広様 
手放すコツを教えます! 買い物袋 1 つ分から始めるお片

づけ 

2019.6.17 

 

北海道立農業大学校様 アグリライ

フ論 

整理収納でストレスフリーな暮らし♪ 

 

2019.5.27 

 

一般社団法人 シニアライフサポート

協会様 
シニアライフカウンセラー養成講座初級「整理収納・ 片付け 

2019.3.28 上士幌町教育委員会様 これからの安心安全のために しておきたいモノの整理 

2019.3.28 上士幌町教育委員会様 これからの安心安全のために しておきたいモノの整理 

2019.3.27 御料理と茶房 久八様 キッチンすっきり収納術 

2019.3.16 ㈱ヨシダホーム様 収納セミナー 

2019.3.2   
一般社団法人 

シニアライフサポート協会様 
シニアライフカウンセラー養成講座初級 

2019.2.15 
JA 十勝地区女性協議会 

フレッシュミズ様 学習会 
ちょっとのコツでラクになる♪子ども服の整理と収納 

2019.2.5 
釧路市 昭和どんぐりの家 

保育園 親の会様 
学ぼう!キッチン収納のポイント 

2019.1.22 音更町幼児学級様 子育て家族のお片づけ キッチン編 

2018.12.26 帯広コア専門学校様 時短のために! 整理整頓大作戦!! 

2018.11.16 
本別中央小学校 

PTA 研修部様  
キッチンのおかたづけ講座 

2018.11.8 大同生命保険株式会社様  大掃除の前にしておくと ラクになる 3 つのこと 

2018.11.6 
帯広第 2 ひまわり幼稚園 保護者会

様 
キッチンからはじめる ゆとり時間の作り方 

2018.10.24 幕別町百年記念ホール様 生涯学習 分担すれば、お互いラクに 男の家事教室 
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開催日 主 催 セミナータイトル 

講座 男の家事教室 

2018.9.30 
ヨシダホーム様 ヨシダホームまつ

り 
かたづけが楽しくなる 4 つのステップ キッチン編 

2018.8.26 北の匠 石塚建設様 イラッ!を解消する答え満載! キッチンおかたづけ術 

2018.7.24 北海道立農業大学校様 アグリ論 整理収納セミナー 

2018.7.22 ヨシダホーム様 とまと保育園 かたづけが楽しくなる 4 つのステップ キッチン編 

2018.6.21 豊頃町教育委員会様 時短キッチンで暮らしが変わる キッチン収納講座 

2018.6.16 かえで町内会婦人部様 快適なキッチンの収納コツ♪ 

2018.5.20 ヨシダホーム様 大空展示場 かたづけが楽しくなる 4 つのステップ キッチン編 

2018.4.29 ヨシダホーム様 大空展示場 かたづけが楽しくなる 4 つのステップ キッチン編 

2018.4.25 月刊 しゅん様 今から準備！家活ママの整理収納講座 

2018.4.12 広尾町農協女性部様 今日から始めたくなる キッチンのおかたづけ 

2018.3.22 
上士幌町教育委員会様  シルバー学

級 3 月例会 
安心・安全 ラクに暮らすための整理収納術・生前整理 

2018.3.18 ヨシダホーム様 大空展示場 かたづけが楽しくなる 4 つのステップ キッチン編 

2018.3.7 音更町農協女性部様 クローゼットの今日からできる整理収納のコツ 

2018.3.3 販売店様 お得意様限定セミナー キッチンセミナー 

2018.2.25 ヨシダホーム様 大空展示場 かたづけが楽しくなる 4 つのステップ キッチン編 

2018.2.24 
北海道マイホームセンター様 帯広

会場 
家事効率がアップする！キッチン快適収納セミナー 

2018.2.21 中札内村消費者協会様 キッチンのおかたづけセミナー 

2018.2.20 JA 大樹町様 女性農業者向け研修会 
見やすく取り出しやすい  

クローゼット収納のコツと裏玄関の収納 

2018.2.7 途別小学校 PTA 母の部様 キッチンおかたづけセミナー 

2018.1.30 JA 鹿追町様 女性のつどい 今度こそすっきり! クローゼットのおかたづけ 

2018.1.20 ヨシダホーム様 イークプロジェクト かたづけが楽しくなる 4 つのステップ キッチン編 

2018.1.9 
更別村農業協同組合  

若妻すみれ会様 
キッチンのおかたづけのコツ 

2017.12.13 
浦幌町教育委員会様  

子育て出前ミニ講座 
キッチンの片付けから 子どもとのゆとり時間を作り出そう 

2017.12.12 JA 十勝地区女性協議会様 研修会 効率の良い整理収納方法  キッチン編 

2017.11.27 JA 中札内村女性部 たんぽぽの会様 キッチンセミナー 

2017.11.16 芽室町中央公民館講座様 年末の大掃除が楽になる！キッチンのおかたづけ 

2017.10.27 株式会社 ちえん様 暮らしスッキリ！キッチン収納術セミナー 

2017.10.17 
旭川小学校職員  

家庭科部会様 実技研修 
家庭生活を快適に!子どもができる家庭での収納術! 

2017.9.28 中札内小学校 PTA 様 教育講演会 仕組みがわかればできる! 子ども部屋のおかたづけ 

2017.9.22 帯広大谷高等学校 PTA 様 快適収納で スッキリ暮らす キッチン編 

2017.9.16 本別町弥生町婦人部様 心もすっきり おかたづけ講座 キッチン編 

2017.8.5 
帯広高等看護学院  

看護学科同窓会様 研修会 

上手な収納でココロも生活もすっきり! 〜プロに学ぶクロー

ゼット収納術〜 
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開催日 主 催 セミナータイトル 

2017.7.26 幕別町役場女性部様 キッチンの時短セミナー 

2017.7.14 音更町東士狩小学校 母の部様 キッチンを すっきり使いやすく 時短に♪ 

2017.7.8 
釧路  

株式会社ロゴスファクトリー様  
クローゼット収納術セミナー 

2017.6.27 
音更町教育委員会  

音更町乳幼児学級様 
子育て家族のおかたづけ 

2017.6.27 
芽室町教育委員会  

ウーマンカレッジ様 
理想の暮らしを叶える キッチンのおかたづけ 

2017.6.9 
帯広市高齢者自主学習グループ  

北わかば会様 
これからを 活き活き暮らすためのおかたづけ 

2017.6.3 十勝住宅リフォーム協会様 快適・安心のおかたづけ術・リフォームのすすめ 

2017.5.11 
池田町教育委員会  

シニアカレッジ遊ゆう大学様 
終活、生前整理 

2017.3.19~20 かちまいホームセンター様 整理収納個別相談会 

2017.3.10 帯広北ロータリークラブ様 私の社会奉仕について 

2017.3.5 帯広市つくし会様 クローゼットのおかたづけ教室 

2017.2.28 
十勝東北部地区 

活き活き女性ネットワーク様 
春が楽しみになる♡ クローゼットのおかたづけ教室 

2017.2.23 
株式会社北王様  

オーナー様向けイベント 
キッチンセミナー 

2017.2.8 
音更町教育委員会  

音更町女性ライフスクール様 
軽やかに春をむかえるための クローゼットレッスン 

2017.2.6 
池田町農業構造政策推進協議会様 

 池田町農村女性の 
春までにすっきり! 使いやすいキッチン収納セミナー 

2017.1.24 ＪA めむろ女性部 もみじ会様 見つけやすい冷蔵庫と押入れセミナー 

2016.12.20 
芽室町教育委員会 社会教育課 

どんぐりカレッジ様 

これからの人生を より楽に いきいき暮らすための生前整

理 

2016.12.03 
北海道女性起業家支援ネットワーク事業 

さっぽろ青少年女性活動協会様 
私らしく働くための起業 

2016.11.29 若葉小学校 PTA 教養部様 ゆとり時間を生みだすためのキッチン収納 

2016.11.22 芽室町中伏古女性学級様 使いやすいキッチン収納セミナー 

2016.11.21 音更町 母と女性教職員の会様 忙しいあなたに キッチンから始める時短術 

2016.10.29 大樹小学校 PTA 研修部様 
子供が自分でおかたづけできる！整理収納のコツ〜スッキリ

おかたづけ親子セミナー 

2016.10.18 
中小企業家同友会とかち支部 

女性部会様 

整理収納で仕事が充実！ワークライフバランスの取れる収納

術を学ぶ 

2016.9.21 豊成小学校 PTA 様 文化講演会 仕組みが分かればできる！ 子供部屋のお片づけ 

2016.9.14 日本生命 帯広北営業部様 
時短家事でやりたいことをあきらめない自分になる!!キッチン

編 

2016.9.1 池田小学校 PTA 研修部様 整理収納講座 キッチン編 

2016.8.20 札幌 散らからないコツってあるの?!!セミナー 
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開催日 主 催 セミナータイトル 

株式会社ロゴスファクトリー様  

2016.7.12 
帯広市商店街 振興組合連合会 

女性部様 
これからをより快適に! すっきりキッチン収納術 

2016.6.18 
釧路  

株式会社ロゴスファクトリー様 
散らからないコツってあるの?!!セミナー 

2016.4.16 株式会社ナリタック様  「おかたづけセミナー」 

2016.4.16 株式会社ナリタック様  「おかたづけセミナー」 

2016.3.14 上佐幌保健生活部様新得町民大学  「整理収納講座 キッチン編」 

2016.3.20 リブラス株式会社様  「お金に愛される お財布習慣」 

2016.3.6 ミサワホーム北海道様  「もっと上手な収納で快適生活♪」 

2016.2.26 更別村教育委員会様  「おかたづけ講座〜収納・整理術を学ぶ」 

2016.2.8 池田町商工会女性部様  
「これからの私達の人生を、より楽に、いきいきと暮らすため

の、モノの減らし方と生前整理」 

2016.1.22 帯広中央乳幼児学級様 「おかたづけセミナー＆質問まつり」 

2015.12.10 帯広消費者協会様  「暮らしスッキリ！プロに学ぶ 整理収納術」 

2015.12.5 町内会女性部様  「これからの人生を生き生き暮らすための終活」 

2015.12.3 芽室小学校母親学級えぞりす様  「時短キッチンで ゆとり時間を」 

2015.11.26 芽室町中伏古女性部様  「クローゼットセミナー」 

2015.11.22 
帯広市女性活躍推進フォーラム分科

会  
「ひとり起業」 

2015.11.19 
生涯学習団体 

とかちエルダー倶楽部様  

「これからの人生を より楽に 生き生き暮らすための整理収

納 モノの減らし方」 

2015.11.11 芽室公民館様  「暮らし便利講座 キッチン編」 

2015.11.11 浦幌町花と野菜のスタンド様  「おかたづけセミナー」 

2015.10.27 帯広市南乳幼児家庭教育学級様 「メタボ脱却!見やすく取り出しやすい洋服の収納法」 

2015.10.23 新得町教育委員会様女子力 UP 講座 「おうちすっきり収納講座」 

2015.10.19 更別村社会福祉協議会様 「おかたづけ術を学ぼう」 

2015.10.8 芽室中央公民館講座様  「クローゼットのスッキリ収納術」 

2015.9.13 りとる・ちっぷす音更様  「かたづけバトルが減るおかたづけのコツおもちゃ編」 

2015.8.29 釧路市鶴居小学校 PTA 研修会様  「かたづけなさ〜いが減り、笑顔が増えるおかたづけの基本」 

2015.4.15 リブラス株式会社様  「自分をもっと輝かせる♪ときめきクローゼットのつくり方」 

2015.3.21 かちまいホームセンター様  「収納相談」 

2015.3.19 クリナップ様  「整理収納教室」 

2015.3.2 幕別町百年記念ホール様  「終活セミナー」 

2015.3.1 ちゅうるい結の会様女性まつり  「自分らしい理想のキッチン生活はじめませんか?」 

2015.2.26 大正農協女性部様  「今日からできる整理収納」 

2015.2.18 音更町女性ライフスクール様  
「基本を知って春までにすっきり使いやすいキッチンのおか

たづけ」 

2015.1.27 JA 士幌町女性部エルダーミセス様 「今こそ見直し!キッチン快適祭り♪」 

2015.1.24 株式会社 WORLD-D 様  「お洋服のすっきり見やすい収納法」 
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開催日 主 催 セミナータイトル 

2015.1.21 JA 士幌町女性部南支部様  「春までにスッキリ！整理収納のコツ」 

2014.12.12 しほろアグリネット様  「気持ち良く年末年始を迎えるためのモノの減らし方」 

2014.12.9 清水町中央公民館講座様  「今すぐ使える整理収納術 

2014.10.31 釧路の生活クラブ様  「快適な暮らしのためのモノの減らし方」 

2014.07.31 chai×しゅふきた十勝  【使いやすい!時短キッチン収納 】 

2014.02.19 清水町役場組合女性部  【使いやすいキッチン収納のコツ 】 

2014.02.15 キャリアデザインネットワーク できる女性の美的クローゼット♪ 

2014.02.07 十勝中部農村女性ネットワーク  
「プラス・ONE・MS」 整理・収納・片づけについて 暮らし

を楽しむために今でしょ♪ 

2014.01.28 JA 帯広かわにしフレッシュミズ  もっと、おかあさんの笑顔が増えるおかたづけ 

2014.01.21 上芽室女性部 おかたづけセミナー 

2013.12.10 上士幌町役場  子育てママのおかたづけ教室 

2013.12.04 幕別町百年記念ホール 
暮れに役立つ整理収納術!キッチン・冷蔵庫編 押入れ・クロー

ゼット編 

2013.10.30 帯広市立東小学校 家庭教育学級 おかたづけセミナー 

2013.10.18 音更町立緑南中学校  PTA おかたづけ講座 

2013.09.18 マイステソーゴー印刷  キッチンが変わると暮らしが変わる 

2013.08.30 柏小学校  おかたづけで暮らし豊かに♪ 

2013.03.29 ダスキンオビヒロ本店 整理収納セミナー 

2013.03.18 ダスキンオビヒロ鉄南支店 整理収納セミナー 

2013.02.27 中学学級  おかたづけセミナー。 

2013.02.21 途別小学校母の部 おかたづけセミナー 

2013.02.15 
十勝農村女性グループ連絡会議 あ

おぞらネット 
もう迷わない!スムーズな暮らしのための整理の基本 

2013.02.06 JA 豊頃町女性部  人生を豊かにする整理収納 

2013.01.28 大樹支会女性部 おかたづけセミナー 

2012.12.10 JA 中札内村女性部  暮らし快適！おかたづけセミナー 

2012.12.07 養護教員研究会 スムーズに仕事を進めるための整理収納 

2012.11.27 芽室幼稚園  子どもと簡単すっきり!収納の工夫 

2012.11.09 道新文化センター  スッキリ年越し♪大掃除前の整理＆収納のコツ 

2012.12.07 西中音更小学校 おかたづけセミナー 

2012.11.02 ダスキンオビヒロ  おかたづけセミナー 

2012.10.28 北海道マイホームセンター  簡単!整理収納テクニック！ 

2012.10.19 ダスキン西帯広支店  おかたづけセミナー 

2012.07.06 月刊しゅん  赤ちゃんとの暮らし〜整理収納術〜 

2012.04.17 道新文化センター くらしの快適をデザイン 春のおかたづけレッスン 

 


