学習情報誌

◆8、9月のイベント・講座

P2、P3

◆有明高専のイベント

P4

◆記事掲載の案内

P4

生涯学習ボランティア登録派遣事業

「まなばんかん』登録団体

さまざまな経験や学習によって培わ
れた知識や技能を社会のために活
かそうとする人を「ボランティア登録

６月２０日に大牟田保養院で行
われた地域交流鑑賞会で、華麗
で ダ イ ナ ミ ッ ク な 舞 を 披 露。

生涯学習の
マスコット
[マナビィ]

者」として登録し、登録者を活用した
い団体などに派遣する事業です。

鑑 賞 さ れ て い る み な さ ん に、
とても喜んでいただきました。
【発行】大牟田市生涯学習まちづくり推進本部（事務局：大牟田市市民協働部生涯学習課）
〒836-0872 大牟田市黄金町1丁目34 電話41-2864 ファクス41-2210《発行日：2019年７月１５日》

核兵器廃絶平和都市宣言記念事業

◆「原爆と人間」パネル展他
平和の尊さを考える機会となるよう
実施します。
【時・場】
◆大牟田市立図書館

☎55-4504

7/26(金)～8/28(水)…「原爆と人間」パネル展

◆健康づくりのイベント
参加してどんどん元気になろう！

①第42回大牟田市健康づくり市民大会
「新時代の歩き方改革！健康元気寿命をアップする
＋上半身ウォーキング」をテーマにウォーキング

…平和図書コーナー
8/3(土) 14：30～15：30 …平和おはなし会
◆駛馬地区公民館

☎57-5443

8/31(土)～9/17(火)…「原爆と人間」パネル展
※会場・日時によって閉館時間が異なりますので、
ご注意ください

トレーナーの池田ノリアキ氏の講演会を開催

【料】無料

します。

【問】 企画総務部総務課

【対】どなたでも
☎41-2551

【時】 9/7(土) 13：00～15：00
【料】 無料

【定】 1,500人(大ホール)

②大牟田みんなの健康展’１９
医療や歯の健康相談・健診(検診)、看護や介護
(予防)・リハビリ、食(食育)関連などのコーナー
があります。
【時】 9/8（日） 9：00～14：00
【料】 無料 (国保特定検診、がん検診は有料）

③健やか住みよか食育フェア
地元農産物や物産品の販売、学校給食の紹介や

◆初心者のためのつまみ細工講座！
針や糸も使わず簡単な作業で作れます。
【時】9/13(金)、9/27(金)、10/11(金)、10/25(金)
11/8(金)【全５回】
【場】三池地区公民館
【料】受講料500円/別途材料費2,200円(５回分)
【定】12人

※希望者多数の場合抽選

手打ちそばの実演、お茶の入れ方などのコーナー

【対】60歳以上

があります。

【〆切】9/4(水)

【時】 9/8（日） 9：00～14：00

10：00～12：00

【問】三池地区公民館

☎53-8343

【料】 無料
【場】 ①②③ いずれも大牟田文化会館
【対】 どなたでも
【問】 ①②は大牟田地域健康推進協議会事務局
（大牟田医師会）53-2673
③は福祉課健康対策担当41-2668

◆心を届ける～絵手紙ボランティア養成講座～
絵手紙を基礎か ら学び 、子どもたちに教え るボ ラン
ティア養成講座 です。 絵手紙を通して子ど もた ちと
交流します。
【時】9/20～10/25(主に金曜日)【全7回】

◆健美操無料体験レッスン
50歳～80歳代の身体作り、生活習慣病予防の運動です。

【時】8/7(水)、8/9(金)、9/4(水)、9/6(金)
10：00～11：15
【場】大牟田市第2市民体育館 剣道室
【料】無料

13：30～15：30
【場】勝立地区公民館
【料】無料
【定】15人

※希望者多数の場合抽選

【対】40歳以上

【定】各5人

【〆切】9/12（木）

【対】50歳以上

【問】勝立地区公民館

【問】日本健美操協会九州支部 ☎52-4313

☎51-0393

FAX43-4053

Eメール e-kattati01@city.omuta.fukuoka.jp

（表中の記号）【時】：時間、【場】:会場、【料】：入場料・参加費など、【定】：定員、【対】：対象者、【〆切】：応募締切日、 【問】:問合せ

２

(かわら版配布場所）●市内地域交流施設●ＪＲ大牟田駅●大牟田郵便局●三池郵便局●銀水郵便局●観光プラザ
●エコサンクセンター●道の駅「おおむた」●総合福祉センター●その他市内の公共施設など

◆応急手当普及員再講習
応急手当普及員講習修了証保持者は、新規講習又は
再講習を受講した後、3年以内ごとに再講習が必要
です。
【時】 8/1(木)～8/3(土) 9：00～12：00
【場】 大牟田市消防本部 4階会議室
【料】 無料

●夜の動物園
今年も開催！夜の動物園ならではのイベントも盛り
だくさん！
【時】 8月毎週土曜日、８／14(水)
18：00～20：30(入園は19：30まで)
※雨天の場合中止
【定】 なし 事前予約必要

【定】 50人
【対】 応急手当普及員修了証保持者
【〆切】7/19(金)
【問】 大牟田市消防本部警防課 ☎53-3542

【対】 どなたでも
【〆切】 実施日前日
※場合によって当日申込み可

●羊毛フェルトボールづくり
ヒツジの毛について学んだ後、フェルトボールを

◆カヌー体験
カヌーに乗り、川辺の様子を観察し、河川の環境
保全や生活排水対策について考えます。
【時】 8/24(土)8：00(受付開始)～13：00

作ります。 ※フェルトボールは持ち帰れます。
【時】 8/11(日) 13：30～14：30
【料】 無料
【定・対】 小学生10人（先着順）※必ず保護者同伴

【場】 駛馬地区公民館

事前予約必要

【料】 200円
【定】 22組29人(1人乗り15艇、2人乗り7艇)
※希望者多数の場合抽選

●豚足骨格標本づくり
大人気イベントを今年も開催！骨好き獣医の完全

【対】 小学4～6年生
保護者同伴の場合2人乗りカヌーに乗船

サポート！ ※骨格は持ち帰れます。

【〆切】8/1(木)～8/16(金)

【時】 8/25(日)13：30～15：30

【申込】荒尾市環境保全課

【料】 500円／骨格1セット

☎0968-63-1386

FAX0968-63-1376

【定・対】 小学生10人（先着順）※必ず保護者同伴

E-メール m.30457@city.arao.lg.jp

事前予約必要

【問】 大牟田市環境保全課 ☎41-2721

いずれも
【入園】大人：370円、高校生：210円、
4歳～中学生：80円、3歳以下無料
【問･申込】大牟田市動物園

☎56-4526

（表中の記号）【時】：時間、【場】:会場、【料】：入場料・参加費など、【定】：定員、【対】：対象者、【〆切】：応募締切日、 【申込】：申込み
【入園】：入園料、【問】:問合せ
(かわら版配布場所）●市内地域交流施設●ＪＲ大牟田駅●大牟田郵便局●三池郵便局●銀水郵便局●観光プラザ
●エコサンクセンター●道の駅「おおむた」●総合福祉センター●その他市内の公共施設など

３

今年も有明高専のことがよ～く
分かるオープンキャンパスを開

9/2１（土）・22（日） 9：00～16：00

催します。

今年も科学技術や有明高専のことが何でも分かるオープンキャンパスを開催します。たくさんの
楽しいものづくり体験教室や高専の入試、学校生活、進路について何でも相談できるコーナーも
用意していますので、気軽にお越しください

ものづくり体験教室

校内見学会展示テーマ

(どなたでも参加できます)

(主に中学3年生向け、事前申し込み)

①クリップモーターで回転競争だ！

❶魅せます、エネルギーコース魅力のすべて！！

②はじめての電子回路講座

～カミナリからコンピュータまで～

③楽しい化学実験を体験しよう！

❷応用化学コースの実験を体験してみよう

④生命の不思議を体験しよう！

❸環境生命コースの実験を体験してみよう

⑤ソーラーLEDライトを作ってみよう

❹「精密に、早く！」加工できる工作機械の

⑥オリジナルの船で競争だ！
⑦LEDホタルを作ろう！

技術発見
❺ディジタルものづくりの授業や研究を

⑧プログラミングを体験しよう

のぞいてみよう！

⑨楽しいおりがみ建築

❻WEBによる情報コース紹介

⑩模型でつくる“憧れのマイハウス”

❼情報コースの学生実験デモンストレーション

⑪スライム作りや液体窒素を使った楽しい実験

❽建築設計製図の作品展示
❾建築材料および各種構造物の実験

【場・問】 有明工業高等専門学校 (53-8665 住所：東萩尾町150)
ホームページ http://www.ariake-nct.ac.jp/

大牟田周辺で行われるイベントや講座、サークルの会員募集の記事を掲載しませんか。次号（3号）への記事の掲載を希望する
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