女性再チャレンジ支援事業 チャレンジパソコン講座

「MOS検定対策コース」
●申込・問合せ先

生涯学習課社会教育係（生涯学習センター内）
☎72-2111ファクス73-5222
〒838-0142 小郡市大板井1180-1 Ｅメールogori-sg@awg.bbiq.jp

Microsoft ExcelのMOS検定合格に向けて、スキルを身に付けるための対策講座です。
※MOSとはマイクロソフトオフィススペシャリストの略で、エクセルやワードなどのスキルを証明できる
資格です
●期日

９月24日〜12月10日の火曜
（全11回、10月22日を除く）
●時間 午前９時30分〜正午
●会場 生涯学習センターパソコンルーム
●対象 MOS資格を取得したい女性、
キャリアアップをめざす女性
●定員 12人（先着順）
●参加費 5,000円（別途テキスト代2,160円）
●託児 １人１日100円（11回分前納）
※１歳以上の未就学児を12人まで

●申込方法 窓口・ファクス・はがき・Ｅメールのいず
れかで、①チャレンジパソコン講座②受講希望コース
③氏名（ふりがな）④住所⑤年齢⑥電話番号⑦託児の有
無⑧託児希望の場合、お子さんの氏名（ふりがな）・年
齢（月齢まで）・性別を明記し、申込み
※Ｅメールで申込後、３日以内に返信がないときはご連
絡ください
●申込締切 ９月17日（火）／午後５時必着

女性再チャレンジ支援事業 公開講座

「自分らしさを発揮して、社会で輝くきっかけに。」
●申込・問合せ先

生涯学習課社会教育係（生涯学習センター内）☎72-2111ファクス73-5222
〒838-0142 小郡市大板井1180-1 Ｅメールogori-sg@awg.bbiq.jp

自分のことが好きですか。自分らしく生きていますか。社会で輝くために、そしてあなた自身が幸せを感じ
て生きていくために。能力を発揮して社会で活躍するための学問「ポジティブ心理学」をベースに、幸せを感じ
る心の育て方や、自分の「軸」の見つけ方をお伝えします。
●日時
●会場
●対象

10月２日（水）／午前10時〜正午
生涯学習センター
講座内容に興味のある女性、
キャリアアップをめざす女性
●定員 30人（先着順）
●参加費 無料
●託児 １人100円
※１歳以上の未就学児を12人まで

家庭教育学級 10月学習会
●申込・問合せ先

●申込方法 窓口・ファクス・はがき・Ｅメールのいず
れかで、①公開講座②氏名（ふりがな）③住所④年齢⑤
電話番号⑥託児の有無⑦託児希望の場合、お子さんの
氏名（ふりがな）・年齢（月齢まで）・性別を明記し、申
込み
※Ｅメールで申込後、３日以内に返信がないときはご連
絡ください
●申込締切 ９月24日（火）／午後５時必着

『チョコレートの世界へようこそ』

子ども育成課医療・手当係（北別館１階）☎72-2111ファクス72-7481
Ｅメールsyogai-katei@san.bbiq.jp

4000年の歴史が育んだチョコレートのおいしさの秘密とは？原料となる「カカオ」の生産やチョコレートの
製造、歴史、健康にまつわる話など、知られざるチョコレートの世界をご紹介します。
●日時 10月11日（金）／午前10時〜正午
●会場 生涯学習センターギャラリー
●対象 子育て中の保護者、講座に興味のある人
●受講料 300円
●託児 無料（首がすわってから就園前まで）

●申込方法
窓口・ファクス・Ｅメールのいずれかで、
①住所②氏名（ふりがな）③年齢④電話番号⑤託児の
有無⑥託児希望の子どもの氏名（ふりがな）・年齢・
性別を明記し、申込み
●申込締切 10月２日（水）
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９月の会員作品常設展示
●展示内容
●申込・問合せ先

皆さんのご来場をお待ちしています。

文学部（短歌・川柳） ●会場

生涯学習センターエントランス

生涯学習課文化振興係（文化会館内）☎72-3737ファクス72-3828
〒838-0142 小郡市大板井136-1

小郡市文化会館 初心者体験講座
文化芸術の振興、伝統文化の継承、気軽に参加できる機会づくりを目的に、小郡市文化協会の講師による初
心者体験教室を開催します。

吟詠

初心者体験講座

伝統ある詩吟を体験してみませんか。
漢詩の説明や発声練習のほか、実際に
伴奏に合わせて吟じます。
●日時 10月１日・８日・22日・29日
（全て火曜）
午後１時30分〜３時30分
●会場 文化会館談話室
●対象 どなたでも
●受講料 無料（要申込）
●持参物 カセットレコーダー
（あれば）
●申込方法 窓口・電話・ファクス
●申込先 文化会館☎72-3737

観世流

謡曲

素謡は謡い方の指導・物語の解説。
仕舞は基本的な型の動作や扇の持ち方、
開き方の体験です。思いきり声を出し
て古典芸能にふれてみませんか。
●日時 10月12日（土）・13日（日）
午後２時〜４時
●会場 生涯学習センター会議室１
●対象 11歳以上
●定員 10人
●受講料 無料（要申込）
●持参物 不要
※仕舞体験希望者は足のサイズをお知
らせください
●申込方法 電話
●申込先 今村義孝☎72-2764

コーラスの全講座共通

楽譜が読めなくても大丈夫！
●受講料 無料（要申込）
１回だけでも
●持参物 不要
参加可能
●申込方法 窓口・電話・ファクス
●申込先 文化会館☎72-3737
※申込みをしなくても当日参加できます

《高齢者のための楽しいコーラス》
60歳以上の人ならどなたでも参加できます。童
謡・唱歌・思い出のヒットソングなどを歌って、たく
さんの仲間と楽しい時間を過ごしましょう。
●日時 10月 ８日・29日、
11月12日・26日（全て火曜）
午後１時30分〜３時
●会場 文化会館小ホール
●対象 60歳以上

女性のためのコーラス
歌は苦手だけど歌ってみたい、ハモってみたいとい
う女性の皆さん！童謡・唱歌・映画音楽など、美しい
詩とメロディを大切に、女声らしいハーモニーを楽し
く体験しましょう。
●日時 11月26日〜12月17日の火曜（全４回）
午前10時〜正午
●会場 文化会館小ホール
※12月10日のみ生涯学習センター七夕ホール
●対象 女性

女性と男性のためのコーラス（混声合唱）
高校生以上ならどなたでも歓迎！童謡・唱歌・J-P
OP・洋楽からクラシックまで、ハモることの楽しさ
と仲間と歌声を合わせる楽しい時間を体験しましょう。
●日時 10月２日〜23日の水曜（全４回）
午後７時30分〜９時30分
●会場 文化会館小ホール
※10月16日のみ生涯学習センター七夕ホール
●対象 高校生以上
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『グリーンパークみんなであそぼう！2019
i n おごおり』参加者募集
●申込・問合せ先 （一社）小郡市スポーツ協会事務局☎80-5970
ファクス80-5967 Ｅメールsports@ogori-taikyo.org
陸上競技場の広〜い芝生の上で、親子で楽しく、思いっきり
あそびましょう！アビスパ福岡のコーチがボールを使ったあそ
びを教えてくれますよ。
●日時 11月４日（月・休）／午前10時〜正午（受付９時30分〜）
●会場 市陸上競技場※雨天時は市体育館で開催
運動靴で
●対象 ５歳〜小学３年生の親子（50組）
ご参加ください
●指導 アビスパ福岡ホームタウン推進部コーチ
●参加料 親子１組300円（要申込）
●申込方法 ①名前（親子とも）②学年（子どものみ）③住所
④電話番号を明記し、ファクス・Ｅメールで申込み
※申込後は、確認の電話をお願いします
●申込締切 10月31日（木）／午後５時

「第25回市民ふれあい運動会」
リレー参加チーム募集
●申込・問合せ先

スポーツ振興課スポーツ推進係（市野球場内）☎75-2373ファクス75-2454
〒838-0115 小郡市大保427-1 Ｅメールsports@city.ogori.lg.jp

●期日
●会場
●種目

10月13日（日）※雨天中止
市陸上競技場
ジュニアチームリレー（400m）
一般チームリレー（400m）
チーム編成：小学生６人１組
①競争部門：４人１組のチームを作れば誰でも参加
（50m×４人、100m×２人）
できます（100ｍ×４人）
※100mは第１・６走者
②仮装部門：400mを仮装（持参）して走ります
競技開始：午後1時20分ごろ
競技開始：午後２時ごろ
●申込方法 申込書を窓口（野球場内）へ持参または、ファクス・Ｅメールで申込み
※申込書は、市野球場窓口・市ホームページから取得できます
運動会プログラムは
※ファクス、Ｅメール送信後は確認の電話をお願いします
広報10月１日号に折り込みます
●申込締切 ９月17日（火）／午後５時

第107期テニス（硬式）スクール受講生募集
●申込・問合せ先

小郡市テニス協会事務局（小郡市小郡1225-1（有）小郡スポーツ内）
☎72-5344※水曜定休日

●期間 ９月14日〜12月21日の土曜（全10回程度）
●時間 午前９時30分〜11時
●会場 市テニスコート（運動公園内）
●対象 中学生以上の初心者
●定員 ６人※定員に満たない場合は開催しません
●受講料 6,000円
●申込方法 テニス協会事務局窓口で受講料を支払いのうえ申込み
●申込受付 ９月８日（日）／午前11時から
※返金不可
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