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特集：知る備える学ぶ～いまできる災害対策～
7月6日、大牟田市を観測史上最大の豪雨が襲いました。災害はいつ起こるかわかりません。
そこで、いま改めて災害について知り、普段から備え、自分の身を守る行動を学びませんか。

知る！～まずは危険を知ることから～

備える！～備えあれば憂いなし～

■最新のハザードマップを確認する
■近くの安全な避難場所を確認
■災害情報の収集手段を調べる

■3日分の水や食料、非常用品等を備蓄する
■電気･ガス･水道などのライフライン
の断絶に備える
■異変や身の危険を感じたときは
市役所からの避難勧告などの避難
情報を待たず、早めに避難する
避難時うっかり忘れがちなもの
飲料水、普段服用している薬、
携帯電話の充電器、マスク

(ホームページ、メール配信、SNS、
テレビ、ラジオなど)
FMたんと（周波数79.3MHz）
災害時には臨時放送を行い、
災害情報を発信しています。

学ぶ！～詳しく学ぶ～
■｢企業出前講座｣｢市役所職員出前講座｣で
防災について学ぶ
■防災アプリを活用
■家族で防災会議

｢防災ガイドブック｣と
｢防災ハザードマップ｣で再点検！

出前講座メニュー表
詳しくはこちらから⇒
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10月･11月のイベント･講座

★地区公民館★

注意!
新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、開催
が中止または延期になる場合があります。
各イベントや講座に参加する前に、問合せ先に必ずご確
認いただくようお願いします。

★エコサンクセンター★
◆レジンアクセサリー教室

（アクティブシニアデビュー塾・地域デビュー編）

◆大人が楽しむ折り紙講座
～指先を使って健康づくり～
脳を活性化させると言われている折り紙を学び
ながら、健康づくりをしませんか。
折り紙でかわいいジュエリーボックスや素敵な
ブローチなどを作ります。
【時】10/30、11/6・13・20、12/4・11 の(金)
10:00～12:00（全6回）
【料】受講料600円・材料費700円（全6回分）
【定】15人 ※応募者多数の場合は抽選
【対】60歳以上
【〆切】10/20 (火)
【場･問】 中央地区公民館
TEL：53-1502 FAX：59-0614
メール：e-tyuou01@city.omuta.fukuoka.jp

◆子ども未来デッサン
いろいろな職業に携わる大人から仕事の話を聞い
て、子どもたちが将来の夢や目標を持つきっかけ
となる講座です。実際に楽しく体験もします。
①中華料理人
【時】11/22(日)15:00～16:30
【定】16人
②ファッションデザイナー
【時】11/2９(日)10:00～11:30
【定】20人
③一級建築士
【時】12/6(日)10:00～11:30
【定】20人
いずれも
【料】無料
【対】小学3～6年生
【〆切】11/6（金）
※応募者多数の場合は抽選
【場･問】 手鎌地区公民館
こちらからも申込みできます↑
TEL：56-6008 FAX：56-6824
メール：e-tegama01@city.omuta.fukuoka.jp

【時】10/8(木) 10:00～12:00
【料】1,000円 (材料費込)
【定】先着8人
【対】成人
【〆切】定員に達した時点で申込み終了
※9/5(土)～受付中

◆つまみ細工教室
【時】10/9（金） 10:00～12:00
【料】1,000円 （材料費込）
【定】先着10人
【対】成人
【〆切】定員に達した時点で申込み終了
※9/5(土)～受付中

◆子ども服交換会
【時】10/23・24（金・土） 11/27・28（金・土）
10:00～16:00
【料】無料
【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。

◆薬膳クッキング
【時】11/11(水) 10:00～13:00
【料】500円 （材料費込）
【定】先着8人
【対】成人
【〆切】定員に達した時点で申込み終了
※10/6（火）～受付開始

◆ちりめん布でクリスマスリースづくり
【時】11/28(土) 10:00～12:00
【料】600円 （材料費込）
【定】先着8人
【対】成人
【〆切】定員に達した時点で申込み終了
※10/20（火）～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

（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
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（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

★その他★
◆普通救命講習会

◆チェーンソーの使い方講習

救命に必要な応急手当に関する正しい知識と
心肺蘇生法を習得する講習会です。
【時】10/18(日) 9:30～12:30
【料】無料
【定】30人
【対】概ね中学生以上、実技を行える方
【〆切】10/12(月)
【場・問】 大牟田市消防本部 警防課救急救助係
TEL:53-3542 FAX:53-3531
電子申込み【消防本部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ⇒電子申請･届出】

荒地や里山整備に役立つ、チェーンソーの使い方を
覚えませんか。(道具は主催者で用意します。)
【時】10/10(土) 9:30～11:50(受付9:10～)
【料】無料
【定】先着10人
【対】成人
【〆切】10/8(木）ただし定員に達した時点で申込み終了
※9/20(日)～受付開始

◆食育アドバイザー講座

竹細工で子どものおもちゃを作り、子どもたちに
教える技術を習得します。
(道具、材料は主催者で用意します。)
【時】11/14(土) 9:30～11:50(受付9:10～)
【料】無料
【定】先着10人
【対】成人
【〆切】11/7(土)ただし定員に達した時点で申込み終了
※9/20(日)～受付開始

食と健康づくりをテーマに、医師･管理栄養士･歯科
衛生士などによる講話、調理実習、運動などを行い
ます。
【時】10/7(水)～11/25(水) 10:00～14:00
（毎週水曜日 全８回）
【場】大牟田市保健センター・中央地区公民館
※日によって異なります
【料】1,500円(調理実習材料代6回分及び保険料）
【定】先着20人
【対】成人
【〆切】9/23(水）
【問】大牟田市福祉課健康対策担当
TEL:41-2668 FAX:41-2675
メール:e-fukushi01@city.omuta.fukuoka.jp

◆竹細工で子どものおもちゃ作り

いずれも
【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 事務局:近藤
TEL:080-1173-7299 FAX:52-7260

◆洋裁講座
◆フリーミュージックライブ
アマチュアバンドの熱演をぜひ聴きに来てください!
【時】10/18(日) 11:00～15:00
【場】延命公園 青空ステージ ※雨天中止
【料】無料
【対】どなたでも
【問】フリーミュージックライブ実行委員会
松尾 TEL:090-6422-4427

★会員募集★
◆すばるハーモニカ◆
吹き吸いで音を出すハーモニカは
健康にもよいと言われています。
一緒にハーモニカ演奏を楽しみませんか？
【活動日時】
【活動場所】
【会費】
【問合せ】

毎週金曜日 午前9時30分～正午
手鎌地区公民館
500円/月(入会金500円)
伊藤 TEL:090-5734-3675

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】10/2(金)から ※組み合わせで月4回
月・火・水・金 ①9:30～12:00 ②13:00～15:30
【料】5,400円（全4回分）【定】先着各10人
【対】成人
【〆切】10/2（金)
【場･問】専修学校 紫苑学院 本町3-5-20(清水)
TEL:52-5716 FAX:56-9723

イベント･講座に参加する時の注意点
～新型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。
■マスクを着用する。ただし熱中症には十分
気を付ける。
■参加前や後には、手洗いやアルコールでの
消毒をする。
■室内では人と人の間を2m(最低1m)空けて、
できるだけ対面しないようにする。
■窓やドアを開け、こまめに換気する。
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専門の先生があなたのために特別講義！

受講生募集!

みんなのマナビ舎～市民大学講座～
自分で調べるには少し難しいことを、専門家の先生が詳しく解説してくれます。
｢完璧な親なんていない～カナダ生まれの
“親支援プログラムNobody‘s Perfect”
をちょっとだけ体験してみませんか～」

とき 令和2年11月4日(水)
18:30～20:00
講師 帝京大学
福岡医療技術学部
看護学科 講師
田尻 登志子さん

｢2020年、今必要な英語力とは？｣

とき 令和2年11月13日(金)
18:30～20:00
講師 有明工業高等専門学校
一般教育科 助教
村端 啓介さん

「地球環境問題について
考えてみませんか」

「放射線と宇宙・地球のお話」
とき 令和2年11月18日(水)
18:30～20:00
講師 帝京大学
福岡医療技術学部
診療放射線学科 講師
牧永 綾乃さん

■ところ
■受講料
■申込み方法

えるる
無料

とき 令和2年11月27日(金)
18:30～20:00
講師 有明工業高等専門学校
創造工学科 准教授
内田 雅也さん

電話、ファクスまたはEメールで①希望する講座の番号、
②住所、③氏名、④年齢、⑤電話番号を

1週間前までに申込み先へ

各講座開催の
■定員

各講座

■対象

成人

【申込み・問合せ】

2階小・中研修室【大牟田市新栄町6-1】

30人

大牟田市生涯学習まちづくり推進本部
事務局 【生涯学習課内】
TEL:41-2864 FAX:41-2210
Eメール:e-machidukuri
@city.omuta.fukuoka.jp

(※応募者多数の場合は抽選)

こちらからも申込みできます→

※新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては中止する場合があります。

『まなびのカタログ』に記事を掲載しませんか？
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。

次号4号(11/15発行)の
掲載申込み締切りは
10/15(木)です
生涯学習のマスコット “マナビィ”
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【申込み･問合せ】 大牟田市生涯まちづくり推進本部事務局 【生涯学習課】 〒836-0872 大牟田市黄金町1-34
TEL:41-2864 FAX:41-2210 Ｅメール e-machidukuri@city.omuta.fukuoka.jp

