学習情報誌

特
集

地域で！学校で！職場で！活用しませんか？

おおむた生涯学習
メニューブック

｢おおむた生涯学習メニューブック｣には、市民の皆さんの学習活動に
役立つ｢学び｣の3事業を掲載しています。ぜひご活用ください。
ボランティア登録者から学ぶ！

生涯学習ボランティア登録派遣事業 [愛称:｢まなばんかん｣]
得意なことや学んだ成果を生かして
活動するボランティア登録者を、地
域・施設・学校等で行われる学習会
やイベント等に派遣します。

44分野・207組

利用案内

介護施設でマジック披露

メニューブックは市内の
主な公共施設等で
配布しています。
また、市のホーム
ページからも
閲覧できます。

生涯学習のマスコット
｢マナビィ｣

地域のサロンで絵手紙指導

企業や店舗の専門知識を学ぶ！

大牟田市の取り組みを学ぶ！

企業出前講座｢がんばる地場企業｣

｢市役所職員出前講座｣

企業や店舗などの従業員が、市民の皆さ
んのもとへ直接出向き、専門的な知識や
技術の講座･説明を行います。

市政のことを知りたい市民の皆さん
のもとへ市の職員が直接出向き、説
明や実習を行います。

26企業・46メニュー

中国茶・台湾茶専門店 華貴
｢心をほぐす癒しの中国茶・
台湾茶の世界｣

利用案内

㈱白雲社
｢これからの終活&葬儀セミナー｣

11分野・123メニュー

防災危機管理室
｢災害図上訓練
~防災をみんなで考えよう~」

利用案内

大牟田市立病院 看護部
｢症状がないから怖い…
高血圧・糖尿病・脂質異常症｣

【発行】おおむた生涯学習まちづくり推進協議会（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1-34 TEL41-2864 FAX41-2210 《発行日：令和3年7月15日》
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★地区公民館の講座・イベント★
◆命を守るために今できること

◆おとなバージョンアップ 体験講座 Part1

～気象予報士と振り返る令和２年７月豪雨～
令和2年7月豪雨発生のメカニズムを解説してもらい、適切
な避難開始のタイミングについて学びませんか?
【時】 8/7（土） 10：30～12：00
【場】 三川地区公民館
【料】 無料
【定】 40人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 どなたでも
申込みはこちら
【講師】 山崎あずささん
(気象予報士・防災士：防災WEST)
【締切】 7/30（金） 17:00
アクティブシニアデビュー塾 ボランティアデビュー編

◆ゆったり楽ちん♪ワイドパンツを作ってみよう！
～ミシンボランティア養成講座～

三川

公民館で新しい出会いと体験を楽しみませんか？
ビ ュ ー テ ィ

ヨ

ガ

① Beauty yoga ≪ヨガ≫
心と身体のバランスを整えるヨガ療法を
楽しみながら体験しませんか？
【時】 9/10・17（金） 19：00～20：00
【料】 無料
【定】 5人 ※女性限定

② 伝承折り紙福寿草≪折り紙≫
手先を使い、折り紙を折ることで脳の活性化を図ります。
認知症予防にもなります！
【時】 9/8・15（水） 13：30～15：30
【料】 無料
【定】 10人

③ インスタグラム体験講座≪SNS≫

ワイドパンツ作りを通してミシンの扱い方を覚え、学んだこと
を子どもたちに教えてみませんか？(全5回）
【時・場】 8/27、9/3・10(金） 10：00～12：00
三川地区公民館
9/13(月)・14(火） 10：30～12：30
みなと小学校
【料】 無料 別途材料費は実費
【持参】 洋裁道具
好みの生地（2ｍ～2ｍ30㎝）、
申込みはこちら
ミシン糸(ポリエステル100％、太さ60番）
【定】 12人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 60歳以上
【締切】 8/20（金） 17:00

楽しい雰囲気でインスタグラムを学んでみませんか？
【時】 9/7・14（火） 10：00～11：30
【料】 無料
【定】 15人
【持参】 スマホ（タブレット・ノートＰＣ可）･筆記用具・ノート

アクティブシニアデビュー塾 健康実践デビュー編

和気あいあいで楽しい男性だけの
サークルです。
【時】 9/14・28（火） 10：00～12：00
【料】 500円
【定】 5人 ※男性限定

◆「ウイルスに勝つ！」カラダ作り講座
～食と運動で整える～
食と運動によって免疫力を高め、コロナに負けない身体を
作りましょう！（全5回）
【時】 9/22・29、10/6・13・20(水) 10：00～12：00
【場】 三川地区公民館
【料】 500円、別途材料費2,500円(全5回分）
【定】 12人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 60歳以上
【締切】 9/14（火） 17：00

④ 佳心会≪茶道≫
お茶のお稽古の他、茶花、掛軸等いろいろと
学んで楽しんでいます。一度体験しませんか？
【時】 9/14・28（火） 10：00～12：00
【料】 500円
【定】 10人

⑤ 三川男の料理火曜会≪料理≫

⑥ 木工あそび≪木工創作≫
既製品ではない木工で組木の技術を生かして
玩具や調度品を作ります。初心者大歓迎です！
【時】 9/13・20（月） 10：00～12：00
【料】 200円（材料費）
【定】 5人

⑦ クロワッサン≪パン作り≫

アクティブシニアデビュー塾 地域デビュー編

◆気軽にやさしく♪初めての色鉛筆画講座
色鉛筆でやさしい絵をかいてみませんか？
【時】 9/23・30、10/7・14・21（木）
10：00～12：00
【場】 三川地区公民館
【料】 500円、別途材料費500円（全5回分）
【定】 12人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 60歳以上
【締切】 9/15（水） 17：00

かしんかい

申込みはこちら

パン作りで仲間作りをしませんか? 初めての方も
ご参加をお待ちしています。
【時】 9/10・17（金） 9：00～12：00
【料】 1,500円（材料費） 【定】 10人
いずれも
【場】 三川地区公民館
【申込】 8/3（火）～9/1（水） 17:00
※応募者多数の場合抽選

【問】 三川地区公民館
TEL 52-5957 FAX 52-5998 直接来館
ﾒｰﾙ e-mikawa01@city.omuta.fukuoka.jp
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申込みはこちら

アクティブシニアデビュー塾 地域デビュー編

吉野

◆暮らしに彩りをプラスする！
癒しの押し花講座
花を乾燥させるところから学びます。暮らしの中に取り入れ
やすい手作り押し花アートの魅力にふれてみませんか？
（全5回）
【時】 9/1・15・29、10/13・27（水） 13：30～15：30
【料】 1,000円 材料費3,000円（全5回分）
【定】 12人 ※応募者多数の場合抽選
【締切】 8/18（水）
アクティブシニアデビュー塾 健康実践デビュー編

◆健康は一杯のお茶から！潤いを｢いっぷく｣
日本茶講座
一杯のお茶が紡ぐ至福の縁。急須で美味しく淹れるコツ
や、日本茶のいろは・効能など、楽しく学びませんか？
（全5回）
【時】 9/21・28、10/5・12・19（火） 13：30～15：30
【料】 1,000円 材料費3,000円（全5回分）
【定】 12人 ※応募者多数の場合抽選
【締切】 9/10（金）
いずれも
【対】 60歳以上
【場・問】 吉野地区公民館
TEL 58-3479 FAX 50-0494 直接来館
ﾒｰﾙ e-yoshino01@city.omuta.fukuoka.jp

アクティブシニアデビュー塾 地域デビュー編

中央

◆わたしのくらしを豊かにするスマホ講座
スマホを今よりもちょっと使いこなして生活に役立てませ
んか？インターネットでの買い物の仕方と注意点、LINEの
登録・活用、ウォーキングアプリの利用方法などお伝えし
ます。（全6回）
【時】 9/15・22・29、10/6・13・20（水）
10：00～12：00
【料】 1,200円（全6回分）
【定】 10人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 60歳以上
【締切】 9/7（火）
【場・問】 中央地区公民館
TEL 53-1502 FAX 59-0614 直接来館
ﾒｰﾙ e-tyuou01@city.omuta.fukuoka.jp
（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、【締切】：応募締切日、
【申込】：申込期間、【問】：問合せ・申込み
【持参】：持ってくるもの

アクティブシニアデビュー塾 地域デビュー編

◆書いて楽しむ
～やさしいペン習字講座～

勝立

美しい文字は一生の財産です。基礎から学んでみません
か？（全5回）
【時】 9/7・14・21・28、10/5（火）
10：00～12：00
【料】 1,000円 材料費300円（全5回分）
【定】 15人 ※応募者多数の場合抽選
【締切】 8/30（月）
アクティブシニアデビュー塾 ボランティアデビュー編

◆届け!癒しの音色～ウクレレボランティア養成講座～
楽譜を読めなくても大丈夫！基礎から学び、癒しの音色を
奏でてみませんか？（全5回）
【時】 9/10・17・24、10/1・8（金）
10：00～12：00
【料】 無料
【定】 10人 ※応募者多数の場合抽選
【締切】 9/1（水）

アクティブシニアデビュー塾 健康実践デビュー編

◆コツコツ貯筋体操で健康元気！
イスを使って簡単にできる筋力トレーニングです。（全5回）
【時】 9/13・27、10/18・25、11/8（月）
10：00～11：30 ※1回目のみ12：00まで
【料】 1,000円（全5回分）
【定】 20人 ※応募者多数の場合抽選
【締切】 9/1（水）
いずれも
【対】 60歳以上
【場・問】 勝立地区公民館
TEL 51-0393 FAX 43-4053 直接来館
ﾒｰﾙ e-kattati01@city.omuta.fukuoka.jp

いきいきチャレンジ塾

◆「enjoyてがま学び隊！」

手鎌

てがま学び隊で、ものづくりや地域探検にチャレンジして
みませんか？（全5回）
【時・内容】 7/27(火） 陶芸①、8/3(火) 陶芸②
9/11(土) 竹細工、10/2(土) 地域探検
10/23(土) 新聞づくり 10：00～12：00
【料】 無料、別途材料費500円（全5回分）
【定】 12人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 小学3～6年生
【締切】 7/21(水)
【場・問】 手鎌地区公民館
TEL 56-6008 FAX 56-6824 直接来館
ﾒｰﾙ e-tegama01@city.omuta.fukuoka.jp
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★地区公民館の講座・イベント★
◆「カヌーサポーター養成講座2021」

駛馬

カヌーの知識や技術を学び、子どもたちのカヌー体験の
サポートをしてみませんか？カヌーに乗れます！
【時】 8/28（土） 13：30～18：00
※雨天時は9/11（土）
【料】 無料
【定】 10人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 成人 【申込】 8/1（日）～8/19（木）
【場・問】 駛馬地区公民館
TEL 57-5443 FAX 57-5444 直接来館
ﾒｰﾙ e-hayame01@city.omuta.fukuoka.jp

★その他の講座・イベント★
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・平和おはなし会
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、平和図書コーナー、平和おはなし会を実施します。
①パネル展 ②平和図書コーナー
【時】 7/30(金)～8/25（水)
③平和おはなし会
【時】 8/7(土) 14：30～
【定】 先着10名 ※当日受付
【対】 小学生以下
①、②、③とも
【場】 大牟田市立図書館 ※毎週月曜日休館
【ただし8/9（振休･月）は開館し、8/10(火)が休館】

◆「原爆と人間」パネル展
【時】 8/28(土)～9/14(火)
【場】 吉野地区公民館
※毎月第１月曜日休館
【問】 企画総務部総務課
TEL 41-2551 FAX 41-2552

◆延命の森 夏の自然観察会
延命公園で、夏の草や木の様子を観察します。秋と冬に
も同じ草木を見て、変わっていく様子を観察します。
【時】 8/22（日） 10：00～12：00
【料】 300円
【定】 先着10人
【対】 どなたでも ※幼児は保護者同伴
【場】 延命公園 ※集合場所 青空ステージ駐車場
【締切】 8/21（土）
【問】 森花会 TEL 090-7292-0375

◆幼児期子育て講座「子育てだって十人十色」
“九州の上沼恵美子”こと熊丸みつ子先生の笑って泣け
る子育て講座です。
【時】 8/7(土) 10：30～12：00
【場】 えるる (大牟田市新栄町6番地1）
【料】 無料
【定】 先着100人・託児20人
※事前申込必要
申込みはこちら
【対】 どなたでも 【締切】 8/4(水）

◆子ども未来デッサン
様々な仕事をしている先輩の
お話を聞いてみませんか？
①保育士
【時】 8/3（火） 10：00～11：30
【場】 えるる（新栄町6番地１）
【定】 20人 ※応募者多数の場合は抽選
②海上保安官
【時】 9/26（日） 10：00～11：30
【場】 三池港湾合同庁舎（新港町1番地）
【定】 15人 ※応募者多数の場合は抽選
①、②とも
【料】無料
【対】小学4～6年生
【締切】7/20（火）

申込みはこちら

いずれも
【問】 生涯学習課 次世代育成担当
TEL 41-2864 FAX 41-2210
ﾒｰﾙ e-shogaigakushu03@city.omuta.fukuoka.jp

◆「動画で学ぼう出前講座」配信中！
｢市役所職員出前講座」を動画で配信しています。
皆さんの「学び」にご活用ください。
ほっとシティおおむたチャンネル
【出前講座 リストはこちらから】

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、開催
が中止又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ください。

『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。
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次号R3年度第3号(9/15発行)の
掲載申込み締切りは8/13(金)です

【申込み･問合せ】 おおむた生涯学習まちづくり推進協議会事務局 【生涯学習課】 〒836-0872 大牟田市黄金町1-34
TEL 41-2864 FAX 41-2210 メール e-machidukuri@city.omuta.fukuoka.jp

