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地区公民館のイベント・講座
（アクティブシニアデビュー塾・健康実践デビュー編）

◆からだのバランス整えます！
～気軽にはじめる操体法～
体のバランスを整え健康維持につなげる操体法を体
験してみませんか。初心者の方大歓迎です！
【時】9/3(木)～10/1(木) 10：00～12：00
(毎週木曜日・全5回)
【料】500円(全5回分)
【定】15人 ※応募者多数の場合は抽選
【対】60歳以上
【〆切】8/25(火)

◆ふれあい共室

ボランティア大募集!!

子ども達の見守りや、イベントの企画など、一緒
に楽しく活動するボランティアを募集します。
詳しくは市ホームページ【中央地区公民館（ふれあ
い共室）】まで。
【時】9/5(土)～R3.2/27(土) 10：00～12：00
(全6回・土曜日/月1回)
【料】無料
【定】 50人
【対】 高校生以上
【〆切】 随時募集

【ボランティア登録申込みはこちら】

◆てがま歴史講座～干拓と甘木山～
甘木山や手鎌の干拓の歴史を学ぶ講座です。
現地の見学も行います。
【時】9/5(土)、12(土)、26(土)、
10/3(土)、10(土) 10：00～12：00
※9/26のみ14：00～16：00 (全5回)
【場】手鎌地区公民館、現地見学
【料】300円 (全5回分資料代)
【定】20人 ※応募者多数の場合は抽選
【対】一般
【〆切】8/20（木）
【問】手鎌地区公民館
TEL：56-6008
FAX：56-6824
ﾒｰﾙ：e-tegama01@city.omuta.fukuoka.jp

【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

【場・問】 中央地区公民館
TEL：53-1502
FAX：59-0614
ﾒｰﾙ：e-tyuou01@city.omuta.fukuoka.jp

大牟田市黄金町1丁目34

電話：41-2864

FAX：41-2210

《 発行日：令和 2 年 7 月 15 日》

（表中の記号）【時】：日時、【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・申込み
（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

8月・9月のイベント・講座

新型コロナウイルスの感染拡大状況や
豪雨被害の影響によっては、開催中止
または延期になる場合があります。
各イベント、講座については参加前に

◆消防の講習会◆

ホームページ等でご確認いただくよう
お願いします。

◆応急手当普及員講習
事業所・サークル等で行う救命講習の講師を養成
する講習です。3日間の受講が必要です。
【時】 8/3(月)～8/5(水) 9：00～17：00(3日間)
【料】 無料

【定】 40人

【対】 救急の知識・技術を習得し人に教えたい方
習得後実技講習の指導ができる方
【〆切】 7/17(金)

核兵器廃絶平和都市宣言記念事業
●「原爆と人間」パネル展・平和図書・おはなし会
平和の尊さを考える機会となるように「原爆と人
間」パネル展示や、平和図書コーナー、お話会を
実施します。
【時】 ①パネル展示 ②平和図書コーナー
7/31(金)～8/26（水)
③お話会

◆応急手当普及員再講習
応急手当普及員講習を受講した方の再講習です。
※応急手当普及員修了証の保持者は3年以内毎に

8/1(土) 14：30～15：30
【場】 大牟田市立図書館
※毎週月曜、毎月最終木曜休館
（祝日と重なる場合は翌日休館）

再講習を受ける必要があります。
【時】 8/7（金）、8/8(土) 9：00～12：00
※いずれか1日の受講
【料】 無料

【定】 40人

●「原爆と人間」パネル展
平和の尊さを考える機会となるように「原爆と
人間」パネルを展示します。

【対】 応急手当普及員修了証保持者

【時】 8/29(土)～9/15(火)

【〆切】 7/17(金)

【場】 勝立地区公民館
※第１月曜日休館

◆普通救命講習
応急手当に関する正しい知識と

【料】 無料

心肺蘇生法を習得する講習です。

【問】 企画総務部総務課

【時】 8/16(日) 9：30～12：30
【料】 無料

【対】 どなたでも

TEL：41-2551

FAX：41-2552

【定】 40人

【対】 概ね中学生以上、実技を行える方
【〆切】 8/11(火)

【場・問】 大牟田市消防本部 警防課救急救助係
TEL:53-3542 FAX：53-3531

（表中の記号）【時】：日時、【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・申込み

２

（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

◆刈り払い機の使い方講習

◆洋裁講座
初心者はもちろん、学んだことのある方も再チャレ
ンジしませんか。パターンも学べます。
【時】 8/3(月)から

道具は主催者で用意します。
【時】 9/19(土)

※組み合わせで月4回

月・火・水・金①9：30～12：00②13：00～15：30
【料】 5,400円（全4回分）

【定】 先着各10人

【対】 一般

【〆切】 8/3（月）

【場･問】 専修学校 紫苑学院 本町3-5-20(清水)
TEL：52-5716

刈り払い機の使い方を覚えましょう。
9：30～11：30

※ 受付9：10～
【料】 無料

【定】 先着10人

【対】 一般

【〆切】 9/12(土)

【場】 橘香園（立花家農園） 上内大字屋山2987-4
【問】 有明・里山を守る会

FAX：56-9723

事務局：近藤

TEL：080-1173-7299

◆大塚菜生氏講演会

FAX：52-7260

そもそも、児童書ってなんだろう！？

◆ミニ四駆フリー走行会

～本読み大嫌いっ子だったわたしが

ミニ四駆のフリー走行会を開催します。この機会

作家になってから～

にミニ四駆に触れてみませんか。

児童文学者大塚菜生さんを迎え、
絵本や児童書についての講演会を開催します。
【時】 8/23(日) 10：30～12：00
【料】 無料

【定】 先着70人

【対】 どなたでも

【〆切】 申込不要

【時】 8/23(日) 13：00～16：00
【料】 100円
【対】 一般

【〆切】 申込不要

【場】 えるる
【問】 大牟田市民カレッジ運営委員会

【場】 えるる

TEL：080-8384-6852(仲渡）

【問】 絵本・児童文学で大牟田を元気にする会

ﾒｰﾙ omuta.c.c@gmail.com

TEL：090-5297-2587（田中）

★ラウンドダンス中央会★
フォークダンスと社交ダンスのステップを使い、高齢の方も安全に
踊りを楽しんでいます。まずはぜひ見学にお越しください。
【活動日時】毎月 第１～４水曜日 午前１０時～１２時
【会

費】１，５００円/月

【代 表 者】白谷 友子
【場 ・ 問】中央地区公民館

TEL：５３－１５０２
FAX：５９－０６１４

受講・イベント参加時の注意点 ～コロナウイルス感染症をひろげないために～
・当日の健康チェックを行い、発熱や風邪の症状がある場合は参加しないようにしましょう。
・マスクを着用しましょう（ただし熱中症には十分気を付けてください）。
・参加前や後には手洗いやアルコールでの消毒をしましょう。
・部屋の中では人と人の間を2メートル(最低1メートル)あけて、できるだけ対面しないようにしましょう。
・窓やドアを開け、こまめに換気しましょう。

3

エコサンクセンターのイベント・講座
◆子どもの楽しいハーバリウム教室

◆えいがタイム

可愛いお花たちをビンの中に飾り、素敵な

アニメ映画を鑑賞しませんか。

ハーバリウムを作りましょう。

【時】 8/22(土) ①10：00～ ②14：00～
『にじいろのさかな(第1巻)～ゆうじょう編～、

【時】8/13(木) 10：00～12：00
【料】500円(材料費込)

泣いた赤おに』

【定】先着親子6組

9/26(土） ①10：00～ ②14：00～
『にじいろのさかな(第2巻)～ぼうけん編～、

【対】小学生以下の親子

りゅうの目のなみだ』

【〆切】定員に達した時点で申込み終了

※ いずれも1時間程度
【料】 無料

◆子ども服交換会

【定】 各回 42人

【対】 どなたでも

着られなくなった子ども服を無料で交換

※ 申込不要、当日定員になり次第締切り

しませんか。
【時】 8/21･22（金・土）

9/25・26（金・土）

10：00～16：00

◆ちりめん布で季節の（月見）

【料】 無料

リースづくり

【対】 子ども服（小学生以下）をお持ちの方
※ 必ず洗濯済みの服を持参してください。
※ 破れたもの、制服･肌着は交換できません。
※ 最大１０枚まで交換できます。

余った布で可愛い月見リースを作りましょう
【時】9/19(土) 10：00～12：00
【料】600円(材料費込)
【定】先着8人
【対】一般

◆夏のお楽しみ親子クッキング

【〆切】定員に達した時点で申込み終了

親子で楽しく夏を感じる料理を学びましょう。
【時】8/30(日) 10：00～13：00
【料】300円(材料費込）
【定】先着親子4組
【対】小学生以下の親子
【〆切】定員に達した時点で申込み終了
※8/5（水）～受付開始

※8/20(木)～受付開始

【場・問】大牟田市エコサンクセンター
TEL：41-2735 FAX：41-1552
メール omuta@ecosanc.com

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。
※紙面の都合や営利・宗教・政治に関することで掲載できない場合があります。あらかじめご了承ください。
※個人が実施する学習イベント・講座等の情報は掲載することができません。
【問合せ先】大牟田市生涯まちづくり推進本部事務局（生涯学習課）
住所〒836-0872 大牟田市黄金町1丁目34 Ｅメール

 41-2864 FAX41-2210

e-machidukuri@city.omuta.fukuoka.jp

令和2年度3号(9/15発行)の
掲載申込8/19(水)締切

（表中の記号）【時】：日時、【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・申込み
（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

４

●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

