
 

 

スッキリ暮らしサポ 主宰 

整理収納アドバイザー有志の市民団体 

「片付けジョーズ」所属 

古堅式幸せ住空間メソッド 「J スタイル」所属 

整理収納アドバイザー 松浦 亜矢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な資格   整理収納アドバイザー1級 ・ ファイリングデザイナー2級 

       ハウスキーピングコーディネーター（お掃除の資格）2級 ・ 調理師 

       写真整理アドバイザー初級 ・ 整理収納教育士  

        

       整理収納お片付けセミナー 

       おウチの書類、学校プリント整理、ファイリング講座 

写真 ／ キッチン・冷蔵庫 ／ クローゼット･洋服  

他、リビング、押入、物置など 場所別、物別、整理収納講座 

       シニア、高齢者（終活、住まなくなる家の片づけ、介護と片付け） 

       子育て世代向け お片づけ講座（おもちゃ、プリント、作品等）の 

 

※備品として、受講者様に机、講師用ホワイトボード、あればプロジェクター、スクリーン、TVなど 

ご用意いただけると、よりわかりやすくなります（無くても OKです）。 

 

 

 

 

 

 

1973年、岩見沢市生まれ。 北海道大学水産学部水産食品学科卒。 

佐藤水産（株）入社、石狩のサーモンファクトリー品質管理研究室にて 7年間勤務。 

途中 1999年、青年海外協力隊に参加、アフリカのタンザニアにて職種、水産食品加工で約 1 年半赴任。 

帰国後、会社に復帰、結婚、出産後、2002年夫の転勤で退職、網走管内美幌町へ 7年在住。 

専業主婦になり、片付け＆収納の面白さに目覚め、本や雑誌を見つつ実践。 

2009年 4月より岩見沢に在住。 

2009年 12月 整理収納アドバイザー1級 取得 

整理収納アドバイザーの活動を開始 

46 歳！男の子 3人（高 2、中 3、小 6）の母です！ 

PTA活動や子供会役員もよくしてます。 

幼稚園の父母会の会長をしていました 

セミナー 

内容 

講座は「ユニークで、面白く楽しかった」とのお声を多く頂きます 

（笑うところがたくさんあります）。 

簡単な道具を使った実習、書き込みや話し合いの時間を交えた講座をお届けしております。 

どの講座も 

基本的な片付けの話を

折り込みます 



 

 

通年継続♪ 

◇ 整理収納お片付けサービス  ご自宅に伺い、お片付け致します！ 

◇ 岩見沢の自宅にて、オープンハウス松浦宅見学セミナー、開催しております 

◇ コープさっぽろ岩見沢文化教室 夏期、秋期講座 開催中（2011年度～） 

 

セミナー経歴 

2018（H30）年  

1月    ・JAびばい女性部 第 2回農村女性講座 キッチンセミナー 

1月  ・片づけジョーズセミナー 引っ越しセミナー 

2月    ・きたそらち農協女性部 深川支部 お片づけセミナー 

3月    ・片づけジョーズセミナー お一人様の片づけ 

5月    ・片づけジョーズセミナー クローゼット。洋服管理セミナー 

6月    ・片づけジョーズセミナー 住まなくなる家を片づける 家じまい講座 

7月    ・岩見沢市寿学園 お片付けセミナー 

7月    ・栗沢 長寿大学 お片付けセミナー 

8月    ・北村 長寿大学 お片付けセミナー 

9月  ・奈井江町 寿大学 お片付けセミナ－ 

10月      ・社会福祉法人 余市福祉会 

11月      ・片づけジョーズセミナー 写真片づけセミナー 

5～7月 ・ コープさっぽろ岩見沢文化教室 春の 4回定期講座 

9～11月 ・ コープさっぽろ岩見沢文化教室 秋の 4回定期講座 

 

2017（H29）年 

2月    ・片づけジョーズセミナー 女子力アップセミナー 

2月    ・北海道マイホームセンター帯広会場様 お家のお困り一挙解決 片づけ収納セミナー 

3月    ・民主教育を考える市民会議 光陵中ブロック 様 お片づけセミナー 

3月    ・片づけジョーズセミナー 家じまい講座 

3月    ・空知管内 JA中央会女性部 様の研修会にて 終活・介護と 片付け セミナー 

5月    ・片づけジョーズセミナー 新聞切り抜きと料理レシピのファイル整理活用術 

6月    ・片づけジョーズセミナー 旅行荷物パッキング セミナー 

7月    ・北海道食を考える会 様 終活・身の回りの荷物整理 セミナー 

7月    ・岩見沢市いわなびにて自主開催講座  新聞切り抜き・料理レシピの整理術 

9月    ・岩見沢市教育委員会様より 2,3歳児母親学級 

9月    ・片づけジョーズセミナー 住まなくなる家を片付ける 家じまい講座 

10月      ・岩見沢に住む同期 3人でコラボセミナーinいわなび 人の家のクローゼット事情セミナー 

11月      ・片づけジョーズセミナー 写真まるごと片づけ 

11月   ・JAそらち南（栗山）女性部 様 研修 「お片づけ講座 物を減らすコツと衣類整理」 

5～7月 ・ コープさっぽろ岩見沢文化教室 春の 4回定期講座 

9～11月 ・ コープさっぽろ岩見沢文化教室 秋の 4回定期講座 

  



 

 

2016（H28）年 

4月    ・片付けジョーズセミナー 第 2回 家じまい講座 

5月    ・片付けジョーズセミナー 第 3回 家じまい講座 

5月    ・片付けジョーズセミナー 洋服まるごと片付け 

6月    ・片づけジョーズセミナー 書類まるごと片付け 

7月    ・片づけジョーズセミナー 介護と片付け 

9月    ・片づけジョーズセミナー 第 4回 家じまい講座 

10月   ・片付けジョーズセミナー 防災と片付け 

11月   ・母と女性教職員の会 三笠支会様 お片づけ講座 

11月   ・片付けジョーズセミナー 洋服まるごと片付け 

11月   ・岩見沢市民会議 上幌向中学校区様 お片づけ講座 

11月   ・新十津川図書館様 片づけでお家スッキリセミナー 

12月   ・JA北いぶき 女性部 秩父別支部 様 家じまい講座 

 

2015（H27）年 

2月     ・ 60歳からのおウチスッキリセミナー2 （岩見沢市内にて自主企画講座） 

5～7月 ・ コープさっぽろ岩見沢文化教室 春の 4回定期講座 

5～3月 ・ 札幌エルプラザにて 市民団体「片付けジョーズ（ハウスキーピング北海道）」 

主催セミナーにて  6回登壇 

9～11月 ・ コープさっぽろ岩見沢文化教室 秋の 4回定期講座 

11月   ・ 平和教育を進める市民会議様 岩見沢日の出、明成地区集会セミナーにて講座 

  

2014（H26）年 

5月  ・ 60歳からのおウチスッキリセミナー（岩見沢市内にて自主企画講座） 

5～7月 ・ コープさっぽろ岩見沢文化教室 春の 4回定期講座 

7月     ・ 小学生お片付けワーク教室（札幌エルプラザ・ハウスキーピング北海道主催） 

8月     ・ 岩見沢天使幼稚園様 PTA研修会 

9月     ・ 石狩、花川マリア幼稚園様 PTA研修会 

9～11月   ・ コープさっぽろ岩見沢文化教室 秋の 4回定期講座 

  

2013（H25）年 

5月  ・ 60歳からのお家すっきりセミナー（岩見沢市内にて自主企画講座） 

5～7月 ・ コープさっぽろ岩見沢文化教室 春の 3回定期講座 

9月  ・ 整理収納アドバイザーフォーラムコンペティション札幌予選会出場 

9～11月   ・ コープさっぽろ岩見沢文化教室 秋の３回定期講座 

10月    ・ ママ達のお片付けサロン、ミニセミナー講師 

（札幌エルプラザ・ハウスキーピング北海道主催） 

11月    ・ 奈井江町寿学級様 講座 

12月  ・ 子供のいる家庭の整理収納（小学校高学年～中学生編） 

（札幌エルプラザ・ハウスキーピング北海道主催） 



 

 

  

2012（H24）年 

2月     ・ イワクラライフアップ様 リフォーム説明会にてミニセミナー 札幌、羊ヶ丘 

    ・ イワクラライフアップ様 リフォーム説明会にてミニセミナー 札幌、山鼻 

 

5～7月 ・ コープさっぽろ岩見沢文化教室 春の 3回定期講座 

7月  ・ イワクラライフアップ様 リフォーム説明会にてミニセミナー 札幌手稲 

    ・ 岩見沢であえーる（公共ビル）のイベントにてミニセミナー 

（ハッピーレインボー様主催） 

    ・ イワクラライフアップ様 リフォーム説明会にてミニセミナー 札幌、上野幌 

9～11月 ・ コープさっぽろ岩見沢文化教室 秋の 3回定期講座 

9月     ・ イワクラライフアップ様 リフォーム説明会にてミニセミナー 札幌、星置 

      ・ イワクラライフアップ様 リフォーム説明会にてミニセミナー 札幌、厚別森林公園 

      ・ 整理収納アドバイザーフォーラムコンペティション札幌予選会出場、予選突破 

1１月    ・ 整理収納アドバイザーフォーラムコンペティション東京本選 出場 

      ・ 栗山中学校様 PTA研修会        

3月  ・ 子供とお片付けセミナー（岩見沢市内にて自主企画講座） 

  

2011（H23）年 

7月  ・ 岩見沢私立幼稚園 PTA連合会様 研修会講座 

8月  ・ イワクラライフアップ様 リフォーム説明会にてミニセミナー 札幌、山鼻 

9～11月 ・ コープさっぽろ岩見沢文化教室 秋の 3回定期講座、1日講座 

11月  ・ 岩見沢東小学校様 PTA研修会 講座 

     ・ 岩見沢南小学校様 PTA研修会 講座 

  

2010（H22）年 

8月  ・ 市民チャレンジ講座 空知婦人会館 2回講座 

11月 ・ 岩見沢南が丘町内会様 講座 

  

メディア掲載 

 2010.11.16 北海道新聞 生活面「みなさんどうしてますか？」 オモチャの与え方について コメント掲載 

  

2011.1.18  北海道新聞 生活面「みなさんどうしてますか？」 子供の家事手伝いについて コメント掲載 

  

2011.2.8  北海道新聞 生活面「みなさんどうしてますか？」 子供の雪遊びについて コメント掲載 

  

2011.9.7 北海道新聞 読者の声「シンプル生活」について 投稿掲載 

  

2014.3.16  北海道新聞 生活面 親と子サンデー 新学期は部屋スッキリに 掲載 

  



 

 

２014.6.1   北海道新聞 生活面 親と子サンデー ものを大切にするには？ 掲載  

  

2015.4～2016.3 北海道新聞 生活面にて コラム「片付け上手」連載（第 1.3木曜） 

      2016.9   STV ラジオ まるごとエンタメーション、まるごと認定コーナー出演 

2016.11   NHK北海道のニュース 新十津川町図書館での講座の様子が放送されました 

2017.11 プレス空知様 毎週水曜コラム「暮らしの片づけ」 畠山聡子さん、三星美貴さんと 3人で執筆 

2018.5 オントナ（北海道新聞フリーペーパー） 旅行のパッキングのコツ 掲載 

2018.6  HBCラジオ カーナビラジオ午後一番 中継出演 

2019.5 北海道新聞 くらし面 くらし、子育て 掲載 

  

連絡先 

TEL    ： 090-6873-1141        FAX ： 0126-25-1764 

E-mail  ： bibi-samaki@nifty.com     

Blog    : 「松浦亜矢のスッキリ暮らすお手伝い」 http://sabahajambo.cocolog-nifty.com/blog/ 

Facebook : https://www.facebook.com/bibi.samaki 

mailto:bibi-samaki@nifty.com

