学習情報誌

令和4年6月･7月のイベント･講座情報
令和4年度★第1号

もっと便利に！もっと身近に！ 24時間365日開館中！

特
集 ありあけ圏域電子図書館

５月１日から大牟田市・柳川市・みやま市・熊本県長洲町が共同運営するインターネット上の図書館、

「ありあけ圏域電子図書館」がオープンしました。電子図書館では、インターネットを通じて、
お手持ちのスマートフォン・タブレット・パソコンから、いつでもどこでも 自分のライフスタイルに
合わせて、読書を楽しむことができます♪

★新しい読書のスタイル★
そんなあなたに
おすすめ!!

～こんなことはありませんか?～
｢本を借りたいけど、
図書館に行く時間がない･･･。｣
｢図書館で本を借りても、
ついつい本を返し忘れてしまう･･･。｣
｢こんなご時世だから、おうち時間で
ゆっくり読書を楽しみたい！｣
｢文字が小さくて目が疲れるから、
最近は本を読んでいないなぁ･･･。｣
｢いま話題の“聴く読書”って何？｣

←電子図書館への
アクセスはこちらから
https://web.d-library.jp/ariake/

図書館が
休館日でも
24時間365日
利用可能！

人と接触する
ことなく本を
借りることができる
ので、コロナ禍
でも安心！

文字の
大きさを
変更できる！

自動で返却
されるので
返し忘れなし！

一部の書籍は
音声読み上げ
機能付き！

次のページでは、利用方法や便利な機能を紹介します☺

【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 電話41-2864 FAX41-2210 《第1号発行日：令和4年5月15日》
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利用できる人

利用にはIDとパスワードが必要です

大牟田市･柳川市･みやま市･長洲町に在
住、通勤、通学している人で、各市町の図書
利用カードを持っている人

★利用者ID：図書館利用カードの9ケタの数字

★図書館利用カードを持っていない人は、利用
カードの登録が必要です。各市町の図書館で
登録してください。
★4市町に通勤、通学している人で、各市町の図
書館利用カードを持っている人は、図書館の
窓口で手続きが必要です。

070XXXXXX

★パスワード：生年月日8ケタの数字(生まれ年は西暦)
【例1986年2月6日生まれ→19860206】

電子図書館の概要

※パスワードはサイト内のマイページで変更可能

★所蔵数：8,535タイトル(令和4年5月1日現在)
★貸出点数：1人3点まで
★貸出期間：15日
★利用料：無料(※データ通信料は利用者負担)
★予約可能点数：1人3点まで
インターネットに接続された
スマートフォン･タブレット･
パソコンから、いつでもどこでも
電子書籍を借りることができます!!

電子図書館の使い方
①ログイン
ホームページアドレス(https://web.d-library.
jp/ariake/)入力、またはQRコードで
｢ありあけ圏域電子図書館｣にアクセスし、
IDとパスワードを入力してログインします。

②さがす

③かりる

フリーワードや
ジャンル検索
で、読 み た い 書
籍を探します。

借りたい書籍が
見 つ か っ た ら、
【借りる】をクリック
(タップ)します。

④よむ

⑤かえす

借 り た あ と は、 【返 す】か ら 簡 単
【読む】からいつで に 書 籍 を返 却 す
も読むことができ ることができます。
ます。

★おすすめの便利な機能★
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“聴く読書”

“しおりとメモ機能”

一部の電子書籍は、音声読み上げ機能に
より“聴く読書”を楽しむことができます。本を持たずに
読書ができるので、忙しい人には魅力的なサービスです。
朗読を聴いてリラックスしたり、通勤･通学や家事の時間、
寝る前のひとときなど、音楽を聴くのと同じ感覚で、
本の内容を知ることができます。

電子書籍には、しおりをつけた
り、メモをすることができます。
(※返却するとしおりと
メモは消えます。)

★データ通信料は利用者負担です。Wi-Fi環境での使用をおすすめします。
★電子書籍のダウンロード、保存、印刷はできません。
★｢歩きスマホ｣は大変危険です。

“見やすく 読みやすく”
文字を大きくしたり、画面の色
を変えたり、見やすく、読みや
すく調整できます。

★問合せ★

大牟田市立図書館
TEL:0944-55-4504
FAX:0944-43-1167

★6月、7月の講座・イベント★
中央

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

◆「楽しく！気軽に！クラッシックギター

ボランティア養成講座」
初心者でも大丈夫！みんなで癒やしの音楽を奏でませ
んか？（全7回）
【時・内容】
① 6/29（水） 13：30～15：30
介護予防について、ギターの基礎知識
② 7/6（水） 13：30～15：30
ギターを弾いてみましょう①
③ 7/13（水） 13：30～15：30
ギターを弾いてみましょう②
④ 7/20（水） 13：30～15：30
ボランティア活動について、ギターを弾いてみましょう③
⑤ 7/27（水） 13：30～15：30
ギターを弾いてみましょう④
⑥ 7/28（木） 11：00～13：00
ミニコンサート♪
⑦ 8/3（水） 13：30～15：30
ギターを弾いてみましょう⑤（まとめ）
【料】 材料費110円
【定】 10人 ※応募者数の場合抽選
【対】 60歳以上
【締切】 6/22（水）
【場・問】 中央地区公民館
申込みはこちら
TEL 53-1502 直接来館
ﾒｰﾙ e-tyuou01@city.omuta.fukuoka.jp
新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、開催中止
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。

令和４年度版「おおむた生涯学習メニュー

ブック」を発行しました。

家庭教育支援事業

◆「もっと楽しく！子育て講座」
おうちで出来る遊びやハミガキについて教わったり、子どもと
ゆっくり過ごせるように、簡単な作り置き料理を習う講座です。
（全3回）
【時・内容】
① 6/15（水） 10：00～12：00
子どもの成長に合わせた関わり方や遊び
② 6/22（水） 10：00～12：00
楽しく身につくハミガキ習慣
③ 6/29（水） 10：00～12：00
おいしい！簡単！作り置き料理にチャレンジ♪
※託児あり、料理は持ち帰り
【料】 材料費 1,200円
【定】 10組 ※応募者多数の場合抽選
【対】 乳幼児（6ヶ月以上）と保護者
【申込】 6/8（金）17時まで
【場・問】 三川地区公民館
申込みはこちら
TEL 52-5957 直接来館
ﾒｰﾙ e-mikawa01@city.omuta.fukuoka.jp

核兵器廃絶平和都市宣言記念事業
◆「原爆と人間」パネル展
平和の尊さを考える機会となるように
「原爆と人間」パネルを展示します。
【時】 7/9（土）～7/27（水）
【場】 中央地区公民館
【料】 無料
【対】 どなたでも
【問】 企画総務部総務課
TEL 41-2551 FAX 41-2552

★市役所職員出前講座「期間限定講座」のお知らせ★
５月から７月まで以下の出前講座を実施します。
講座名：「どうなる？庁舎整備～今後の方向性～」

「まなばんかん」･「企業出
前講座」･「市役所職員出前
講座」の３つの“学び”
から探すことが出来ます。

メニューブックはこちら

スマートフォン
からもご覧いた
だけます。
ぜひご活用くだ
さい。

【内容】「庁舎整備の今後の方向性」についての説明
【問】生涯学習課へ申し込んでください。
TEL 41-2864

FAX 41-2210

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

電子申請はこちら

※入力フォーム
Ｑ４の分野は、
②市政･議会を
選択してくだ
さい。

（表中の記号）【時】：日時、【内容】：内容、【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
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帝京大学 福岡キャンパス 公開講座 2022
日 時

テーマ

講 師

ナイチンゲールから学ぶ心地のよい環境とは
①

②

③

6/18（土）
10：00～12：00

6/23（木）
18：00～20：00

6/24（金）
18：00～20：00

白衣の天使、ナイチンゲールは多彩な才能の持ち主でした。彼女は初めて「看護」を定義
した人物です。「看護」と「環境」はとても深い関係にあります。彼女は何を大切にしていた
のでしょうか？

“障害”について考える
世界保健機関（WHO)によって作られた国際生活機能分類（ICF)に基づく“障害”の考え
方についてわかりやすく説明します。“障害”について、一緒に考えてみませんか。

がんと放射線治療 ー治療について考えてもらいたいことー
がんと放射線治療について、治療を受ける方やそのご家族の方々に、知って欲しいことや
考えてもらいたいことをお話しします。

④

⑤

⑥

会

7/23（土）

ヘルスアセスメント ～大切なサインに気づき、伝えること～

10：00～12：00

生活を営む上で必要なからだの機能をみるヘルスアセスメントの基本的知識をおさえた
上で、身体への気づきをきっかけにし、医療者へ伝える極意をお伝えします。

7/29（金）

リハビリテーションの概観
～脳卒中のリハビリテーションと骨折のリハビリテーションを中心に～

18：00～20：00

7/30（土）
10：00～12：00

場

申込方法

脳卒中と骨折のリハビリテーションの考え方、その内容についてわかりやすくお話しします。

子宮頸がんで命を落とさないために
ヒトパピローマウイルスは手足のイボの原因である一方、子宮頸がんの原因となり、マザー
キラーとも呼ばれます。その感染からがんに至るまでの過程、早期発見法を解説します。

帝京大学 福岡キャンパス

申込締切

（大牟田市岬町6-22）

問合せ・申込み先
帝京大学 福岡キャンパス 総務課

①氏名

TEL：0944-88-8196

③受講日

④講座名 ⑤その他受講者名
をご連絡ください。
定

員

理学療法学科
堺 裕

診療放射線学科
川村 愼二

看護学科
山田 奈津子

作業療法学科
佐藤 仁宣

医療技術学科
吉田 朋美

各講座開講日1週間前まで

電話・FAXまたはメールにて
②電話番号

看護学科
野口 久美子

FAX：0944-55-7703

E-MAIL：kouza@fmt.teikyo-u.ac.jp
受付時間

各講座35人（完全予約先着制）

平日 9：00～16：30、土曜日 9：00～12：00
※ 日・祝日の受付は行っていません。

◆普通救命講習会

【対】 おおむね中学生以上、実技を行える方
救命に必要な応急手当(救命処置)を習得する講習会で 【締切】 6/10（金）
す。心肺蘇生法等の救命処置の手順と手技を学びます。 【場･問】 消防本部 警防課救急救助係
TEL 53-3542 FAX 53-3531
【時】 6/19（日） 9：30～12：30
電子申込み：消防本部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ⇒電子申請･届出
【料】 無料
【定】 先着30人

『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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次号令和4年度 第2号
(7/15発行)の掲載申
込み締切りは6/15(水)
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

