学習情報誌

『本』と暮らす～図書館のすすめ～

P1

12月・１月のイベント・講座

P2～４

サークル会員募集のお知らせ

P４

冬の足音が聞こえ、1年のうちで一番過ごしやすく、夜が長い季節がやってきました。
この機会に、本を暮らしに取り入れてみませんか。
今回は知っていると便利な大牟田市立図書館の利用についてご紹介します。

まずは、行ってみよう！
■平日(火～金)の夜は午後8時まで開館
学校やお仕事の帰りに寄るのに便利。
※月曜、最終木曜日は休館、土･日･祝日は午後6時まで

■地区公民館の図書コーナーで借りる
地区公民館に希望の本がなければ、図
書館から本を取り寄せてもらえます。
※利用は午前9時～午後6時(日曜は午後5時まで）

本のリクエスト・予約ができる
■貸出中の本は予約をしておく
読みたい本が「貸出中」の場合は、窓口
やホームページで予約ができます。
■図書館にない本はリクエスト
他の図書館から借りるなどし
て取り寄せてもらえます。

「知りたい」→「わかった」のお手伝い
■調べものを相談する
図書館の中にはレファレンス(調べもの)
カウンターがあり、様々な資料の中から
『これ！』というものを探
し出してくれます。
わからないことがあったら、
ぜひ、相談してください。

お隣の図書館はあなたの図書館
■近くのまちの図書館も利用OK
大牟田市民
近隣の5市町の図書館が
利用できます。
市内への通勤・通学者
■大牟田市立図書館が利用できます。
※それぞれの図書館の窓口で登録申込みが必要です。

大牟田市立図書館（宝坂町2丁目2番地３）
TEL:0944-55-4504 FAX:0944-43-1167

大牟田市立図書館HP
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12月･1月のイベント･講座
★地区公民館★
手 鎌

（家庭教育支援事業）

◆思春期のこころに届く“言葉かけ”講座
思春期の子どもたちの心に届く言葉かけを一緒に学

（アクティブシニアデビュー塾・ボランティアデビュー編）

三 川

◆私にぴったりリメイク！
ミシンボランティア養成講座

びませんか。

たんすで眠っている服などをワイドパンツにリメイ

【時】1/15・22・29、2/5の(金)
19:00～21:00(全4回)
【料】無料・材料費500円(全4回分)
【定】20人 ※応募者多数の場合は抽選
【対】 成人※思春期の子どもを育てている人、
または子育てに関心ある人）
【〆切】 12/24(木)

クします。また、講座で学んだ成果を活かして小学

（アクティブシニアデビュー塾・地域デビュー編）

校でミシンボランティアとして活動しませんか。

手 鎌

◆60歳から始める“男のええ加減料理講座”
料理を学んで健康づくりや地域とつながりを持つ

【時】1/14・21・28、2/4・11の(木)
13:30～15:30(全5回)
【料】無料
【定】15人 ※応募者多数の場合は抽選
【対】60歳以上
申込はこちら
【準備】洋裁道具、生地、糸
ミシン糸（ポリエステル100％
太さは60番）
【〆切】1/7(木)

きっかけづくりにしませんか。初心者大歓迎です。

◆家族みんなの子育て講座

【時】1/18・25、2/8・15・22の(月)
10:00～12:00(全5回)
【料】500円、材料費2,500円(全5回分)
【定】16人 ※応募者多数の場合は抽選
【対】60歳以上
【〆切】1/8(金)

◆子ども未来デッサン

～ENJOY!子育て～
子育てが大変な時期は、振り返ると短い時間です。
楽しみながらの子育て！家族で参加しませんか。
3回シリーズで開催します。
手 鎌

夢をかなえて、あこがれの仕事をしている先輩の
お話を聞いてみませんか。“プチお仕事
体験”もできます。

①海外で活躍している人
【時】1/23(土)10:00～11:30

②メイクアップアーティスト
【時】1/30(土)10:00～11:30

③救急救命士
【時】2/6(土)10:00～11:30
いずれも
【料】無料
【定】20人 ※応募者多数の場合は抽選
【対】小学3～6年生
【〆切】12/25（金）

申込はこちら

【場･問】 手鎌地区公民館
TEL：56-6008
FAX：56-6824
メール：e-ｔegama01@city.omuta.fukuoka.jp
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三 川

①「子育ては家族一緒に！」
講師：坂口 明夫さん(あまぎやま センター長)
【時】1/17(日) 10:00～12:00
②「親子でリトミックヨガ」
講師：長谷川 恭子さん(ヨガティーチャー)
【時】1/24(日) 10:00～12:00
③「子どもに多い事故の対応と処置について学ぼう」
講師：甘木山乳児院
大橋 美和子さん（社会福祉士・保育士)
武末 奈緒美さん（看護師)
【時】1/31(日) 10:00～12:00
【料】無料
【定】10組 ※応募者多数の場合は抽選
申込はこちら
【対】1歳から2歳までの
子どもを持つ保護者
※託児あり(要予約)
【〆切】1/8(金) 17時まで
【場･問】 三川地区公民館
TEL：52-5957
FAX：52-5998
メール：e-mikawa01@city.omuta.fukuoka.jp

★その他★
◆普通救命講習会

◆ミニ門松作り

救命に必要な応急手当に関する正しい知識と心肺

50～６０㎝の門松を一対作ります。

蘇生法を習得する講習会です。

(道具、材料は主催者で用意します。)

【時】12/20(日) 9:30～12:30
【料】無料
【定】先着30人
【対】概ね中学生以上、実技を行える方
【〆切】12/14(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

【時】12/26(土) 9:20～11:40(受付9:00～)
【料】500円
【定】先着30人
【対】成人
【〆切】定員に達した時点で申込み終了

電子申込み【消防本部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ⇒電子申請･届出】

※11/28(土)～受付開始
【場】橘香園（立花農園）上内大字屋山2987-4
【問】有明･里山を守る会
TEL:080-1173-7299

◆第35回人権フェルティバル「出会いこそ、生きる力」
イラン出身の女優・タレント、
サヘル・ローズさんによる
講演会を開催します。
【時】12/19(土) 13:30～15:10
【料】無料
【定】先着順
※事前申込不要
【対】どなたでも
【場】大牟田文化会館 大ホール
【問】大牟田市人権・同和・男女共同参画課
TEL:41-2611 FAX:41-2869

◆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】12/1(火)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5人
【対】 成人
【〆切】 12/1（火)
【場･問】 専修学校 紫苑学院 本町3-5-20(清水)
TEL:52-5716 FAX:56-9723

FAX:52-7260

◆相続 空き家 不動産 無料セミナー・相談会
相続や遺言について学びませんか？無料の相談会
も同時開催します。
【時】1/16 (土) 14:00～15:00(セミナー)
15:00～16:30(相談会)
【料】無料
【定】先着40人 ※事前申込不要
【対】成人
【場】えるる
【問】ありあけ不動産ネット協同組合
(空き家空き地相談窓口)
TEL:55-3585
FAX:55-3589
ﾒｰﾙ info@ariakefudousannet.com

◆動物かるた
特大サイズのかるたで楽しく遊びながら動物園の動物
たちのことを知りましょう。
【時】1/2(土)・3(日) 13:30～14:30 ※雨天中止
【料】無料 ※入園料 大人:380円、高校生:220円、
4歳～中学生:80円
【定】50人※事前申込不要【対】どなたでも
【場･問】大牟田市動物園 TEL:56-4526 FAX:56-9551

事務局:近藤

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。
■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。

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。

（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
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★その他★
★中村哲医師一周忌追悼行事★
アフガニスタンの復興と平和活動に尽力した
中村哲医師の一周忌にあたり、その業績を
偲び、思想や行動を振り返る追悼行事を開催し
ます。

★サークル会員募集★
★パソコンサークル クリック★
一緒にパソコンで楽しい時間を過ごしませんか‼
月に1回は専門の先生から学んでいます。
【活動日時】 毎週木曜日(月4回) 9:30～11:30
【活動場所】 手鎌地区公民館

① 写真展・DVD上映会

【活動内容】 ワード、エクセル、インターネットについて

【時】 12/1(火)～6(日) 10:00～17:00
※12/4(金)・5(土)は19:00まで

週替わりで実施しています。
【会

費】 2,000円/月(入会金なし)

【場】 みきの国(栄町西日本文化サークル)2階

【 パソコン 】 貸し出します。(無料)

【料】 無料

【問合せ先】 大賀 TEL:56-3705
見学大歓迎！会場へ見に来てください！

② 講演会「中村哲医師、36年の足跡」
講師：藤田千代子さん
(ペシャワール会PMS支援室 室長)
【時】 12/4(金) 15:00～17:00 （開場14:30）
【場】 えるる

★大牟田E.Sクラブ★
テキストを使って簡単な英会話や歌、英語の物語を
楽しんでいます。

【料】 500円(資料代)

③ DVD上映会＆ミニコンサート
【時】 12/5(土) 17:00～19:10
【場】 みきの国3階

【活動日時】 第1、第3 火曜日 13:30～15:30
【活動場所】 中央地区公民館
【会

費】 1,000円/月(入会金なし）

【問合せ先】 福山

【料】 無料

TEL:080-1439-0613

④ 追悼・竹灯篭点灯
【時】 12月4日(金)・5日(土) 17:00～20:00
※4日(金)17:00点灯式

★フォークダンス紅葉会★

【場】 えるる～みきの国の周辺

毎週気楽に楽しく踊っています。初心者大歓迎！！

【料】 無料

まずは見学にいらっしゃいませんか？
【活動日時】 毎週金曜日 10:00～12:00

いずれも

【活動場所】 中央地区公民館 3階レクリエーション室

【問】 中村哲医師一周忌追悼行事実行委員会

【会

沖牟田 TEL:090-7474-9413

費】 1,500円/月(入会金なし）

【問合せ先】 濱口
TEL:090-1921-0806

『まなびのカタログ』に記事を掲載しませんか？

次号5号(1/15発行)の
掲載申込み締切りは

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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12/15(火)です

生涯学習のマスコット “マナビィ”

【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

