パソコンボランティアグループ
企画講座
エクセル入門講座

子育てに関する教室は７ページをご覧ください。

デジカメ講座
●内容 撮影の基本、
パソコンへの取り込み、
画像の管理、ピクチャマネージャーを使っ
て画像の加工（７月実施講座と同じ内容）
●応募資格 ４日間の講座に出席可能な18
歳以上の市内在住在勤の人
●開催日 ９月３日(月)・６日(木)・10日(月)・
13日(木)
●時間 午前９時30分〜正午l
●会場 生涯学習センターパソコンルーム
●募集人数 12人（応募多数の場合は抽選。
応募者８人未満の場合は開講しません）
●受講料 2,500円
●持参するもの デジカメおよび付属の専
用ケーブル
●申込方法 往復はがきに、
住所・氏名・年齢・
電話番号および希望講座「デジカメ講座」
と明記の上、申込み。返信用にも住所・氏名
を記入。結果を返信します。
●申込締切 ８月10日(金)必着
●申込・問い合わせ先 生涯学習課学習推進
係☎72-2111（内線522)
(〒838-0142小郡市大板井1180-1)

●内容 基本操作(選択・データ入力)･簡単な表
作成と計算・グラフ・図形（４月実施講座と同
じ内容）
●応募資格 ８日間の講座に出席可能な18歳
以上の市内在住在勤の人
応募条件 ※ワードを使ったことのある人、
または文字入力ができる人
●開催日 ９月４日(火)・７日(金)・11日(火)・14
日(金)・18日(火)・21日(金)・25日(火)・28日(金)
●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
●募集人数 12人（応募多数の場合は抽選。
応募者８人未満の場合は開講しません）
●受講料 5,000円（別途テキスト代515円）
●申込方法 往復はがきに、住所・氏名・年齢・電
話番号および希望講座名「エクセル入門講座」
と明記の上、申込み。返信用にも住所・氏名を
記入。結果を返信します。
●申込締切 ８月10日(金)必着
●申込・問い合わせ先 生涯学習課学習推進係
☎72-2111（内線523)
(〒838-0142小郡市大板井1180-1)

親子夏休みものつくり講座〜古代への冒険〜
古代体験館おごおりでは、今年の夏も恒例のもの
つくり講座を開催します！みんなで古代人にな
ろう！
小学生以上を対象とします。
【場所】古代体験館おごおり
（市埋蔵文化財調査センター）
【日程・内容】第１回 ８月 ４日(土) 土器をつく
ろう（材料費100円）
第２回 ８月11日(土) 土笛をつく
ろう＆遺跡を知ろう（材料費100円）
第３回 ８月25日(土) 土器・土笛を焼こう
第４回 ９月１ 日(土) 勾玉をつくろう（材料費100円）
※なお、第２回「遺跡を知ろう」は昨年度調査の遺跡スライド会（40分程度）を行います
【時間】 午前10時〜正午
【定員】 先着順20組（第１・２・４回のそれぞれ20組まで）
【申込方法】 申込みは各回の１週間前までに、電話またはファクスにて参加者名、住所、電話
番号、参加人数をお知らせください。ただし、第１回と第３回、第２回と第３回
はセットでの申込みになります。
申込先：古代体験館おごおり（埋蔵文化財調査センター）☎75-7555

ファクス75-2777
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就業支援講習会（対象：母子家庭の母または寡婦の人）
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パソコンMOSスペシャリストレベルエ
パソコン操作エクセル集中講座
クセル2002
期間 10月４〜５・10〜12・17〜19日
期間 10月10日(水)〜26日(金)の間の
（夜間）
11日間(昼間)
会場 えーるピア久留米（久留米市諏訪
会場 クローバープラザ（春日市原町
野町１８３０−６）
３−１−７）
定員 10人（応募多数の場合は抽選、10
定員 20人（応募多数の場合は抽選、
人未満の場合は中止）
10人未満の場合は中止）
受講料 無料（テキスト代として3,000円
受講料 無料（検定料・テキスト代とし
程度必要）
て15,000円程度必要）
申込締切日 9月３日(月)
申込締切日 ８月24日(金)
※託児はありません
※託児有り（１歳〜６歳までの未就学児)
●申込・問い合わせ先

県母子寡婦福祉連合会

就業・自立支援センター☎092−584−3931

県青少年科学館からのお知らせ
久留米市東櫛原町１７１３ ☎３７−５５６６

市民天体観望会〜アンタレスと並ぶ木星 サイエンス教室
「超低温の世界」〜水や氷、ドライアイス、液体
の輝きを楽しもう〜
天体望遠鏡で月や惑星(木・金星)を見たり、夏の
星座を探したりします。プラネタリウムでは夏の星
座案内等を行います。
●日時 ７月21日(土)／午後８時〜９時
●対象者 制限なし（ただし、中学生以下は保護者
同伴）
●参加費 なし
●申込方法 当日受付

星

空

教

室

夏の星座や神話、天文現象などを楽しく紹介しま
す。星座早見盤の使い方等の実習も行います。
●日時 ７月28日（土）／午後３時30分〜４時20分
●定員 50人（定員になり次第締切）
●対象者 制限なし
●参加費 無料（大人は入館料が必要）
●申込方法 電話、総合案内で受付

窒素などを使った実験を行います。
●時間 ８月12日（日）／午前10時〜午後０時30分
●定員 20人（定員になり次第締切）
●対象者 小・中学生
●参加費 300円
●申込方法 電話、総合案内で申込

ファミリー・プラネタリウム
楽しいＢＧＭの中で、季節の星座などをお子さん
にも分かりやすく紹介します。
●日時 ８月４日（土）／午後５時30分〜６時15分
●対象者 制限なし（中学生以下は保護者同伴）
●参加費 無料（入館料も不要）
●申込方法 電話、または当日申込

やすらぎのプラネタリウム〜星空リラク
ゼーション
美しい自然の風景や星空、音楽に包まれて、日頃の
生活の疲れを癒しませんか？映像と音による癒しの
空間をご提供します。
●日時 ８月11日(土)／午後６時30分〜
●対象者 高校生以上（厳守）
●参加費 大人600円、高校生・65歳以上は無料
●申込方法 要予約。電話、総合案内で受付

エンジニア工房（ぱこホバー）
空気の力で浮上、走行するホバークラフトを製作。
●日時 ８月19日（日）／午前10時〜午後３時
●定員 20人（定員になり次第締切）
●対象者 小学３年生〜中学生
●参加費 2,000円（入館料不要）
●申込方法 ７月19日（木）から電話、総合案内で
受付
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〜聞いてみよう・感じてみよう・やってみよう〜
市民を対象に、「ボランティアとは何か？自分たちがやりたいことは何か？
自分たちにできることは何か？」をテーマに、ボランティア体験を交えながら、
ボランティア活動者を育成するために講座を開設します。
≪期 日≫ ７月30日（月）〜８月31日（金）までの７日間
≪ところ≫ 小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」視聴覚室他
≪対 象≫ ボランティアに興味がある人はどなたでも参加できます
≪参加費≫ 無料
≪申込締切≫ ７月24日（火）
≪スケジュール≫

№

１

２

３
４
５

６

７

テーマ
時
間
会
場
開講式
９：20
９：30〜 「市内のボランティア活動紹介」 あすてらす
① 団体で活動している方のお話
７月30日（月）
視聴覚室
② 個人で活動している方のお話
11：30
＊コーディネーター 時里一義氏
「障害のある方のお話と交流」
①視覚に障害のある方のお話
９：30〜
②車椅子を利用する方のお話
あすてらす
７月31日（火）
「体験」
会議室３
11：30
☆車椅子 ☆アイマスク・白杖
☆高齢者擬似体験
８月
「ボランティア体験」
あすてらす
６日（月）７日（火） ９：00〜 障害児のサマースクール
多目的
８日（水）20日（月）
21日（火）の中から 15：00
ホール他
３日間選択（希望日）
９：00〜 「ボランティア体験」
障害児のタイムケア
８月22日（水）
15：00
「ボランティア体験」
各会場
８月23日（木）
９：00〜 ①障害者生活支援センター
※どちらか
②高齢者施設
15：00
一日を選択
③おもちゃ図書館
あすてらす
９：30〜 「レクリエーション体験」
多目的
11：00〜 まとめ「ボランティア体験の感想」
８月31日（金）
ホール
＊コーディネーター 時里一義氏
活動室
閉講式
11：40
日

程

主催：小郡市社会福祉協議会
申込・問い合わせ先：小郡市社会福祉協議会 ☎73−1120
ボランティア情報センター☎・ファクス73−1131
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