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“新しいことを始めてみたい！”“趣味をもちたい！”“何か学んでみたい！“

行ってみよう！！サークル体験会

気温がだんだんと暖かくなってきて、春はお出かけをするのにちょうどよい季節♪
新しいことを始めるのにも、いいタイミングです。
こんな時は、地区公民館で「サークル」活動を始めてみませんか？
これまでの生活がより一層充実するかもしれません。

サークルって？
自分たちで、主体的に学びの場を
作って活動する集まり（グループ）
のことです。
「いろんな事にチャレンジしてみたい」
「今の趣味をもっと充実したい」など、
学びを深めるにはサークル活動が
おすすめです！

『サークル活動』は十人十色
「健 康 づ く り」「生 き が い づ く り」
「仲間づくり」・・・サークルの目的
は違えど、それぞれのペースにあわせ
て、みなさん楽しく活動されていて、
ジャンルや年代もさまざまです。
あなたにぴったりのサークルを見つ
けてみませんか？

“学び”から始まったサークル
大牟田市では、地区公民館をはじめ
とした公共施設等で、サークル活動
が活発に行われています。
特に地区公民館では、様々な講座が
開催され、受講後にサークルを立ち
上げ、“学び”を続けるみなさんがた
くさんいます。

まずはお試しから！！
各地区公民館では、随時サークルの
見学や体験ができますが、いつでも
行けると思うと、なかなか最初の
一歩が踏み出せないもの。
こんな時は、「サークル体験会」を
利用してみませんか？
詳しくは、次のページへ ⇒
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★春のサークル体験会★
春にサークル体験会を開催するのは手鎌、吉野、勝立の３つの地区公民館です。
気になるサークルややってみたいことが見つかったら、ぜひ参加しませんか?

音楽

運動

ハーモニカ
手鎌 4/1･8･15･22(金)10:00～
勝立 4/13･20･27･5/11(水)10:00～
コーラス
吉野 4/20(水)13:00～
勝立 4/12(火)10:30～
合唱
手鎌 4/5･12･19･26(火)19:00～
三味線
吉野 4/14(木)13:00～
大正琴
吉野 4/26(火)13:30～

創作
陶芸
手鎌 4/5･12･19･26(火)9:00～
勝立 4/14･21･28･5/12(木)13:00～
編み物
手鎌 4/6(水)10:00～
勝立 4/11･25･5/9(月)19:00～
ビーズ
手鎌 4/11･18･25(月)10:00～
折り紙
手鎌 4/13･20(水)9:00～
竹細工
吉野 4/7･14･21･28(木)10:00～
勝立 4/12･19･26･5/10(火)13:00～

伝統文化
組み木
手鎌 4/6･13･20･27(水)13:00～
日向ひょっとこ踊り
吉野 4/14(木)10:00～
茶道
勝立 4/11･25･5/9(月)10:00～
俳句
勝立 4/22･5/13(金)13:00～
【手鎌地区公民館】
期間 4/1(金) ～27(水)
締切 3/31(木)
※定員に満たない場合は当日
まで可
申込 TEL 56-6008
FAX 56-6824
ﾒｰﾙ e-tegama01＠city.
omuta.fukuoka.jp
住所 大牟田市手鎌1300-42
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語学・パソコン

フラダンス
吉野 4/8(金)10:00～
勝立 4/15･22･5/6･13(金)13:30～
4/19(火)13:30～
ヨガ
勝立 4/12･5/10(火)19:00～
エアロビクス
吉野 5日(火)13:30～
6日(水)13:30～
卓球
勝立 4/20･5/11(水)10:00～
4/28･5/12(木)13:00～
ソーラン節
吉野 4/9･16(土)9:50～
操体法
吉野 4/14(木)10:00～
よかば～い体操
勝立 4/28(木)10:00～
太極拳
手鎌 4/6･13･20･27(水)13:30～
4/7(木)13:30～
吉野 4/23(土)13:30～
太極拳ストレッチ
勝立 4/12･19･26･5/10(火)
10:00～

趣味
中国茶
手鎌 4/15(金)10:00～
マジック
吉野 4/28(水)14:00～
カメラ
勝立 4/13･5/11(水）13:30～
囲碁
手鎌 4/1･8･15･22(金)13:00～
吉野 4/1･8･22(金)13:00～
勝立 4/13･5/11(水)13:00～

【吉野地区公民館】
期間 4/1（金）～28（木）
締切 各体験日の5日前まで
申込 TEL 58-3479
直接来館、
ﾒｰﾙ e-yoshino01@city.
omuta.fukuoka.jp
住所 大牟田市白銀781-3

パソコン
手鎌 4/6･13･20･27(水)19:00～
4/9･16(土)19:00～
4/12･19(火)13:00～
勝立 4/15･5/6(金)10:00～
スマートフォン
勝立 4/21、5/5(木)13:30～
※21日 ｱﾝﾄﾞﾛｲﾄﾞ 5日 ｱｲﾌｫﾝ
古文書
吉野 4/5･19(火)19:00～
中国語

勝立 4/14･28･5/12(木)13:00～、
18:30～ ※昼と夜あり

料理
料理
手鎌 4/5･19(火)9:30～
男の料理
吉野 4/12(火)10:00～
勝立 4/21(木)10:00～
薬膳料理
手鎌 4/27(水)10:00～
お菓子作り
吉野 4/22(金)12:30～
パン作り
勝立 4/13･5/11(水)9:30～

芸術
書道
勝立 4/20･5/11(水)9:30～
水彩画
吉野 4/13･27(水)10:00～
ペン習字
勝立 4/19(火)10:00～
絵手紙
勝立 4/22(金)10:00～

【勝立地区公民館】
期間 4/11(月)～5/13(金)
締切 各体験日の3日前まで
申込 ①体験したいサークル名
②体験日、③氏名(ふりがな） 申込みはこちら
④連絡先(昼間連絡がつくもの）
TEL 51-0393 FAX 43-405３
ﾒｰﾙ e-kattati01@city.
omuta.fukuoka.jp
住所 大牟田市新勝立町4丁目1-1

開催日や定員、材料費など詳細やお申し込みはそれぞれの地区公民館へ。また、春のサークル体験会を行っていない
地区公民館でも随時サークル体験や見学が出来ます。お気軽にご相談ください。
※地区公民館は毎月第1月曜日は休館日です。

★講座・イベント★
◆はじめての押し花講座

吉野地区公民館

季節の花を使った押し花づくりを体験して
みませんか？（全3回）
【時】 5/14・21・28（土） 10:00～12:00
【料】 受講料300円、材料費2,700円
申込みはこちら
【定】 12人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 成人
【締切】 4/20(水）
【場・問】 吉野地区公民館
TEL 58-3479、直接来館
ﾒｰﾙ e-yoshino01@city.omuta.fukuoka.jp

◆大人のための読書会

図書館

見学・参加は自由です。
興味がある方はぜひお越しください。
【時】 4/16（土） 10:00～12:00
5/21（土） 10:00～12:00
【対】 大人
【申込】 不要

◆子どもの本限定！ブックリサイクル
図書館で不用になった本（児童書）を、1人10冊まで無料
で提供します。
【時】 4/29（金・祝） 11:00～16:00
【定】 15分ずつの入替え・各回5人
※先着順（要事前申込み）
【対】 どなたでも
【申込】 4/3（日）～4/24（日）
来館またはTEL

◆ぬいぐるみおとまり会
お気に入りのぬいぐるみを図書館にお泊まりさせてみませ
んか？ぬいぐるみと一緒におはなし会に参加し、ぬいぐる
みは図書館にお泊まりします。
【時】 5/4（水・祝）～5/5（木・祝） 14:30～15:00
【内容】 1日目 ぬいぐるみおはなし会
2日目 ぬいぐるみおむかえ会
【定】 5人 ※応募者多数の場合抽選
【対】 幼児から小学校低学年
※ぬいぐるみと一緒に参加
【申込】 4/1（金）～4/16（土）
来館またはTEL
いずれも
【場】 カルタックスおおむた 3階集会室
【問】 大牟田市立図書館 TEL 55-4504
※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。
（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

◆三池炭鉱掘り出し物語

石炭産業科学館

専用鉄道の歴史を通して三池炭鉱を語ります。
【時】 4/23（土） 14:00～15:30
【場】 石炭産業科学館 オリエンテーション室
【料】 無料
【定】 先着40人 ※当日12時から整理券配付
【対】 どなたでも

◆三池炭鉱専用鉄道敷跡
ひとめぐりウォーク
三池炭鉱の施設を結んでいた鉄道敷に沿って一緒に
歩きませんか？
【時】 5/4（水・祝） 9:30～17:00
※荒天時中止（小雨決行）
【場】 石炭産業科学館に集合
【料】 無料
【定】 25人 ※応募者多数の場合抽選
※グループで応募の場合はグループごとに抽選
【対】 どなたでも ※小学生以下は保護者同伴
【申込】 4/1（金）～4/17（日） ※毎週月曜日休館
住所・氏名・年齢・電話番号を記入し
FAX、はがき、メールのいずれかで申込み
※電話での申込みは受付不可
【問】 石炭産業科学館
TEL 53-2377 FAX 53-2340
ﾒｰﾙ miike-walk2022@cma.bbiq.jp
三池カルタ・歴史資料館
◆春の企画展
「郷土カルタで日本一周」
近年収集してきた全国各地の郷土カルタの中から、厳選
した30点を紹介します。
【時】 4/5（火）～6/26（日） 10:00～17:00
※毎週月曜日・毎月最終木曜日は休館
（祝日の場合翌日休館）
【料】 無料
【対】 どなたでも
【場・問】 三池カルタ・歴史資料館（宝坂町2-2-3）
TEL 53-8780 FAX 53-8781
ﾒｰﾙ info@karuta-rekishi.com

◆親子でタケノコ掘り体験
竹林で一人4～5本のタケノコ掘りをし、焼きタケノコを
味わいます。
【時】 4/9（土） 9:50～11:30
（受付9:20～）※小雨決行
【場】 橘香園（立花家農園：大字上内）
【料】 500円（親子で） ※中学生のみは200円
【定】 先着親子10組 （20人） ※申込み受付中
【対】 親子 ※中学生以上は一人でも参加可
【問】 有明・里山を守る会（近藤）
TEL 080-1173-7299
FAX 52-7260
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★講座・イベント★
◆池坊大牟田支部花展「花ときずな」

◆第34回フリーミュージックライブ

花と自然の美しさを活かした力作をご覧ください。
【時】 4/2（土）～3（日） 10:00～17:00
※3日は16:00まで
【場】 文化会館 2階 展示室
【料】 無料
【対】 どなたでも
【問】 池坊大牟田支部長（麓）
TEL 52-4996

令和2年7月豪雨災害の救済基金活動の一環としてライブ
を開催します。アマチュアバンドの熱演をぜひ聞きに来てく
ださい。
【時】 4/3（日） 11:00～16:00※雨天中止
【場】 延命公園青空ステージ
【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
ﾒｰﾙ matuo.hiromi@peach.plala.or.jp

大牟田市民文化のつどい

◆第３０回ありあけ山野草会 山野草展示会

◆ザ・ブックエンズ結成50周年コンサート

会員が育て上げた力作の数々を展示します。鉢植えされ
た山野草の格別な魅力をご覧ください。
【時】 4/7（木）～9（土） 10:00～17:00
※9日は15:00まで
【場】 文化会館 2階 展示室
【料】 無料
【対】 どなたでも
【問】 ありあけ山野草会（永岡）
TEL 53-4937

大牟田市で活動しているフォークデュオ“ザ・ブックエンズ”
の結成50周年を記念してコンサートを開催します。
【時】 5/15（日） 14:00～16:00
【場】 文化会館 小ホール
【料】 500円 ※チケット販売4/1～5/15
【対】 どなたでも
【問】 ザ・ブックエンズ（松尾）
TEL 090-6422-4427
ﾒｰﾙ matuo.hiromi@peach.plala.or.jp

大牟田市民文化のつどい

◆市民吹奏楽団大牟田奏友会 第45回定期演奏会

◆第69回青々水彩画協会公募展
大牟田と近隣市町から出展された、幅広い世代の絵画を
お楽しみください。
【時】 4/19（火）～24（日） 10:00～17:00
※24日は16:00まで
【場】 文化会館 2階 展示室ほか
【料】 無料
【対】 どなたでも
【問】 青々水彩画協会(松尾）
TEL 54-8631
ふるさと支援事業
「大牟田文化会館市民企画応援プロジェクト」
◆夢は100歳合唱団！～♪そーろそろ 歌うばい！♡
女声合唱団スウィートハーモニー コンサート
多彩なジャンルの合唱やピアノの特別演奏など、
盛りだくさんなステージをお楽しみください。
【時】 5/15（日） 14:00～（開場13:30）
【場】 文化会館 大ホール
【料】 無料 ※要整理券
【対】 どなたでも
【問】 女声合唱団スウィートハーモニー（近藤）
TEL 52-3811

吹奏楽の音色と三味線・篠笛の共演・ダンスや書道との
コラボをお楽しみください。
【時】 5/5（木・祝） 13:30～
【場】 文化会館 大ホール
【料】 一般:1,000円、中・高生:500円、
小学生以下:無料
【対】 どなたでも
【チケット販売】 文化会館、スズヤ楽器店など
【問】 大牟田奏友会・事務局
TEL 090-1360-8454

◆洋裁講座

毎月開催の講座

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。
詳細については直接学校へお問合せください。
【時】 毎月１日開始 ※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
【場･問】 専修学校 紫苑学院 本町3-5-20(清水)
TEL 52-5716 TEL・FAX 56-9723

次号R4年度 第1号
(R4年5月15日発行)
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♪
の掲載申込み締切りは
※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。 4/15(金)です

『まなびのカタログ』に記事を掲載しませんか？
※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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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

