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豊かな暮らしにつながる｢学び｣をお届けします！

みんなのマナビ舎

市民大学講座

『市民大学講座』とは？
高度化、多様化する市民のみなさんの学習ニーズに応えるために、市内にある｢帝京
大学福岡医療技術学部｣や｢有明工業高等専門学校｣と連携し、高等教育機関で教え
られている最新の知識・技術等をわかりやすく学ぶことができる講座です。

学ぶ

豊かに
豊かに

広げる
広げる

普段なかなか学ぶことができない地元の大学や高専の講義内容を、
各分野の講師が、身近な場所で丁寧に解説してくれる｢学び｣の機
会を提供します。

帝京大学と有明高専ならではの研究テーマの中から、生活に深く関
わるテーマをセレクト。知っていると便利なことや、日々の暮らしをちょっ
と豊かにするためのプログラムを用意しました。

いろんな角度から物事を見てみると、新たな発見につながることがありま
す。生活に役立つことから、最先端の研究まで、様々な知識や教養を
深めて、自分の世界や可能性を広げてみませんか。

｢学び｣の秋！今年も様々な分野から魅力あるテーマがそろいました！！
詳しくは4ページをご覧ください。
【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9月15日》
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★地区公民館の講座・イベント★
手鎌

アクティブシニアデビュー塾 健康実践デビュー編

駛馬

アクティブシニアデビュー塾 ボランティアデビュー編

◆コロナ太りを吹き飛ばそう！
いきいき健康エクササイズ

◆地域で子どもを育て隊♪

身体をほぐしながら、筋肉を動かし日頃の運動不足を解消
するエクササイズをしませんか？（全5回）
【時】 10/6・13・20・27、11/10(水） 13：30～15：30
【料】 1,000円(全5回分)
【定】 15人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 60歳以上
【締切】 9/27（月）
【持】 タオル、飲み物、ヨガマット又はバスタオル
【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

子どもたちが自由につどえる「駛馬地区アンビシャス広場」

アンビシャス広場ボランティアスタッフ養成講座
のお手伝いをしていただける方を募集します！（全5回）
【時】 11/20・27、12/4・11・18（土）
13：00～15：00
【場】 駛馬地区公民館
【料】 無料

※11/20は13：00～15：30
※12/4は駛馬小学校

別途材料費 800円（全5回分）

【定】 10人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 60歳以上
【締切】 11/12（金）
【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

中央

アクティブシニアデビュー塾 健康実践デビュー編

◆健やか太極拳講座
～ココロとカラダのバランスを整えよう！～

三池

アクティブシニアデビュー塾 ボランティアデビュー編

◆心なごむハーモニー♪オカリナボランティア養成講座

太極拳の基本から学びます！免疫力を高め、生き生きと

楽譜が読めなくても大丈夫！あたたかくやわらかい音色の

過ごしませんか？（全5回）

オカリナを基本から学んでみませんか？（全6回）

【時】 10/11・18・25、11/8・15（月） 10：00～12：00

【時】 10/13・27、11/10・24、12/1・15（水）
10：00～12：00
【料】 無料 別途材料費 500円（全6回分）
【定】 15人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 60歳以上
申込みはこちら
【締切】 10/5（火）
【持】 オカリナ ※お持ちでない場合はご相談ください。

【料】 500円（全5回分）
【定】 15人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 60歳以上
【締切】 9/30（木）
アクティブシニアデビュー塾 ボランティアデビュー編

◆ちくちく裁縫ボランティア養成講座

アクティブシニアデビュー塾 健康実践デビュー編

裁縫で楽しくボランティアしてみませんか？（全5回）

◆素敵なお菓子ライフ講座

【時】 10/19・26、11/2・9（火） 10：00～12：00
11/15（月） 14：00～16：00
【料】 無料

別途材料費 800円（全5回分）

【定】 10人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 60歳以上
【締切】 10/11（月）
【持】 裁縫道具
いずれも
【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
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※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。

おからパウダー、きなこ、豆腐などを使用し、砂糖や脂質
などを控えたお菓子作りに挑戦しませんか？（全5回）
【時】 10/22、11/5・19、12/3・17（金）
13：00～15：00
【料】 1,000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】 10/15（金） 14：00まで
【持】 エプロン、三角巾、持ち帰り用容器、

申込みはこちら

マスク
いずれも
【場・問】 三池地区公民館
TEL 53-8343 FAX 43-6814 直接来館
ﾒｰﾙ e-miike01@city.omuta.fukuoka.jp

★地区公民館の講座・イベント★
吉野

学習活動支援・推進事業

◆心も体も楽しく弾む！ケア・トランポリン講座
手すり付きの１人用トランポリン「ケア・トランポリン」を使っ
て効果的に運動しませんか？（全１5回）
【時】 10/6～R4.1/26（毎週水曜） 10：00～12：00
※11/3（祝・水）、12/29（水）を除く

◆第33回フリーミュージックライブ
アマチュアバンドの練習成果を披露します。熱演を聞きに
来てください。
【時】 10/17（日） 11：00～16：00 【※雨天中止】
【場】 延命公園青空ステージ （延命公園内）
【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
TEL 090-6422-4427（松尾）

【料】 無料
【定】 24人 ※応募者多数の場合抽選

◆チェーンソーの使い方講習

【対】 成人

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。持参も可)
【時】 10/16(土) 9：30～11：30（受付9：10～）
【場】 橘香園（立花家農園） 大字上内字屋山2987-4
【料】 無料
【定】 先着10人
【対】 成人
【申込】 9/20（祝・月）～10/8(金）
※定員に達した時点で申込み終了
【問】 有明・里山を守る会 事務局長 近藤
TEL 080-1173-7299

【締切】 9/29（水）
【場・問】 吉野地区公民館
TEL 58-3479

直接来館

申込みはこちら

ﾒｰﾙ e-yoshino01@city.omuta.fukuoka.jp

★その他の講座・イベント★
◆食育アドバイザー講座
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。
（全8回）
【時】 10/6・13・20・27（水）、11/4（木）、
11/10・17・24（水） 10：00～14：00
【場】 中央地区公民館
【料】 1,500円（全8回分）
【対】 成人
【締切】 9/27（月）
【問】 福祉課健康対策担当
TEL 41-2668 FAX 41-2675
ﾒｰﾙ e-fukushi01@city.omuta.fukuoka.jp
や

ま

◆炭鉱の祭典2021
旅猫ニャン吉と行く「明治日本の産業革命遺産」の写真
展等を行います。
【時】 11/3（祝・水） 10：00～16：00
【場】 旧長崎税関三池税関支署、
三川坑跡、三池港展望所
【料】 無料
【定】 なし

※来場者多数の場合、入場制限可能性有

【問】 世界遺産・文化財室
TEL 41-2515

FAX 41-2552

ﾒｰﾙ e-sekaiisan01@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、【持】：持ってくるもの
【問】：問合せ・申込み、【申込】：申込期間

◆「いただきます２」 上映会
食に関心を持ってもらい、食と農と地域のつながりを考える
きっかけになるよう、映画を上映します。
【時】 11/3（祝・水） ①10：30～ ②14：00～
【場】 おおむたハイツ
【料】 大人1,200円 ※高校生以下無料
【定】 80人
【締切】 10/31（日）
申込みはこちら
【問】 「いただきます２」上映実行委員会
TEL 080-3961-4504

★サークル会員募集★
やまとかいいち

★大和会一★
古来より伝わる日本の伝統武芸を学びませんか？
基礎からお教えします。
【武道教室】 毎週月曜 19：00～21：00
吉野小学校体育館
【武道体験】 第2・3火曜 19：00～21：00
市民体育館
【武具使用】 毎週土曜 19：00～21：00
第二市民体育館
【準備するもの】 剣道着、空手着
【その他】 入会金、会費については
お問い合わせください
【問合せ】 大和会一 上田利光
TEL 090-1686-6628
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受講生募集!

みんなのマナビ舎

｢物語が書かれた時代の視点で
読むということ｣
とき

11月10日(水)
18:30～20:30
有明工業高等専門学校
一般教育科 講師
藤崎 祐二さん

講師

過去の文学作品を読むとき、私たちは無自覚に、現代人のフィ
ルターを通して解釈していないでしょうか。しかし、昔の読者が
私たちと同じように読んでいたとは限りません。
そこで、今回は文学作品を同時代の視点で読みなおしてみま
す。古人の心に一歩近づけるかもしれません。

｢がんの診断や治療で
活躍する放射線のお話｣
とき

11月25日(木)
18:30～20:30

講師

帝京大学
福岡医療技術学部
診療放射線学科 教授
前畑 京介さん

市民大学講座
｢社会医学への誘い
～社会の在りようと健康との関係を探求します～｣

とき 11月17日(水)
18:30～20:30
講師 帝京大学
福岡医療技術学部
医療技術学科 准教授
須釜 幸男さん
日本が誇る長寿を生活様式や集団特性との関係から、社会医
学的に考えます。秘訣は「向こう三軒両隣」。趣味や生きがい
に親しみつつ、共助の輪が広がる健康なまちづくりを題材に、疫
学や公衆衛生学の魅力にふれてみませんか。

｢ｘRのしくみとVR体験
コロナ禍で加速しているｘR技術｣
とき 12月8日(水)
18:30～20:30
講師 有明工業高等専門学校
創造工学科 教授
塚本 公秀さん

“放射線は怖い・危ない”と思っていませんか。ところが、“放射

VR（仮想現実）はゲームの分野で普及していますが、新型コロナウイル

線の正しい理解と適切な利用”で「がん」の早期診断や低侵襲

ス感染症を機会にAR（拡張現実）、MR（複合現実）技術の利用は各業

治療が可能となります。放射線について理解し、放射線を利用
した「がん」の診断や治療の最前線をのぞいてみませんか。

■ところ

えるる 2階 小･中研修室
【大牟田市新栄町6-1】
■受講料
無料
■申込み方法 電話、FAX、またはEメールで
①希望する講座番号、②住所、
③氏名、④年齢、⑤電話番号を
各講座１週間前までに申込み先へ
■定員
各講座３０人
（応募者多数の場合は抽選）
■対象
成人

界で加速してきました。これらを総称したｘRは新しいメディアになるかも
しれません。初めて聞く言葉のようですが、実は皆さんも見聞きしたこと
のある技術です。VRのコンテンツ体験も併せて、ご紹介します。

【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【大牟田市生涯学習課内】
TEL：41-2864

Eﾒｰﾙ：e-machidukuri@city.omuta.fukuoka.jp
こちらからも
申込みできます

『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。
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FAX：41-2210

次号R3年度 第4号
(11月15日発行)の
掲載申込み締切りは
10/15(金)です
生涯学習のマスコット “マナビィ”

【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 Ｅメール e-machidukuri@city.omuta.fukuoka.jp

