
大分市総合社会福祉保健センター／福祉共有施設（会議室）
■韓国語、パソコン入門、茶道、ビジネス、健康講座など様々な教室を開講します

　・全ての教室が２０１３年９月から２０１４年２月までの６ヶ月間通しての教室です。

　・申込窓口　：　ホルトホール大分の総合受付で行います。受付時に受講料（３ヵ月分）、教材費をお支払いください。

　・〈No.１~１１〉の教室について：教室は全て初心者向けです。１人２教室までで、１度終了した教室の再申し込みはできません。

　・お申込み後のキャンセルは、返金を致しかねますので、ご注意ください。 　・実施日が休館日の場合は翌日の開催となります。

No. 教室名 目的・内容・受講料 実施曜日・時間・定員

1 書道を楽しむ あなたの目標に合った指導をします。学習の中で心を高め、あなたの
書風を創り、張りのある生き方を求めます。  受講料：７,５６０円（税込）

月３回（第１．２．４）火曜日
１０：００~１２：００　　　定員：２０名

2 アクリル画 初めての方でも手軽に取組めるアクリル画。
受講料：１０,０８０円（税込）　テキスト代：１,０００円程度

月４回木曜日
１４：００~１６：００　　　定員：２０名

3 パソコン入門教室 パソコン初心者対象。 受講料：１０,０８０円（税込）教材費：約３,０００円
程度　　ノートPC持参の方優先

月４回木曜日
１４：００~１６：００　　　定員：１５名

4 初めての韓国語 ①話しながら②聞きながら③見ながら、日常会話を速く習得する
ための講座   受講料：７，５６０円（税込）

月３回（第１．３．４）水曜日
１９：００~２１：００　　　定員：４０名

5 発声法と健康 クラシックの歌い方で発声を学ぶ実技講座。腹式呼吸や発声練習だけでな
く、童謡等を用いて楽しく学びます。　受講料：５,０４０円（税込）

月２回（第１．３）土曜日
１１：００~１２：３０　　　定員：２０名

6 詩吟入門 楽しみながら詩吟を覚えていく講座です。
受講料：１０,０８０円（税込）

月４回水曜日
１５：００~１７：００　　　定員：２０名

7
生き生きシニアラ
イフ！

生活習慣の見直し、病気の知識、毎日できる健康づくりなど、生活に役
立つ情報満載です。　　受講料：無料

月１回(第１)木曜日
１０：３０～１２：００　　定員：１４０名

8
点字教室（初心者
コース）

点字に興味のある方を対象とした講座。分かりやすく、楽しく学び
ませんか？　　受講料：無料　教材費：２,５００円程度

月２回（第１．３）火曜日
１８：００～２０：００　　　定員：２０名

9 初めての手話教室 手話に興味のある方を対象とした講座。分かりやすく、楽しく学び
ませんか？　　受講料：無料　教材費：３,０００円程度

月４回火曜日
１０：００～１２：００　　　定員：２０名

10
ストレスマネージメ
ント

自分のストレスについてよく知り、適切なマネージメント法を学び
ます。　　受講料：無料

月２回(第１．３)水曜日
１９：００～２１：００　　　定員：１５名

11 声出し健康民謡講座 腹式呼吸による楽しい健康法。心も体もリラックスして、心地よく
声を出しませんか？　　　受講料：無料　教材費：１,５００円

月２回（第２．４）木曜日
１０：００～１１：３０　　　定員：２０名

12 フラワーデザイン
四季折々の花を使い、インテリアからブライダルまで楽しく演出し
ませんか？　受講料：１８,９００円（税込）　お花代月４,２００円程度

月２回（第２．４）水曜日
１３：００~１５：００　　　定員：２０名

13 古布リメイク 絹、つむぎ、ちりめんなどの古布が、洋服や小物に生まれ変わり
ます。　　受講料：９,４５０円（税込）

月１回(第２)金曜日
１０：００~１２：００　　　定員：１５名

14 茶道　表千家
一期一会の出会いを大切に。伝統芸術茶道を学んでみませんか？
初心者も大歓迎です。
受講料:１８,９００円（税込）　水屋料:月２,０００円程度

月２回(第１．３)金曜日 定員：各２０名
昼のクラス　１４：００~１６：００
夜のクラス　１９：００~２１：００

15 茶道　裏千家
伝統芸術茶道を楽しく学ぶ教室です。和敬清寂の心を学んでみません
か？初心者も大歓迎です。
受講料:１８,９００円（税込）　水屋料:月２,０００円程度

月２回(第２．４)金曜日 定員：各２０名
昼のクラス　１４：００~１６：００
夜のクラス　１９：００~２１：００

16 気軽にデジタル写真
カメラの基礎知識、撮影テクニックを指導します。カメラ初心者対
象。　　受講料：１８,９００円（税込）

月２回（第２．４）水曜日
１３：００~１４：３０　　　定員：２０名

17
楽しい狂言
（初心者コース）

今に息ずく和楽の世界を体験しませんか？　　受講料：３１,５００円（税
込）　教材費：各回１００円程度　※扇・足袋が必要

月２回（事前指定）月曜日
１２：００~１４：００　　　定員：２０名

18
①お話上手になりませんか
②きれいな話し方をしませ
んか

①ちょっとした集まりで、ステキな話しができる技をみにつけませんか？
②正しい発声できれいな話し方を身につけませんか？
（①と②を隔週で学びます）　　　受講料：２５,２００円（税込）

月４回金曜日
１３：００~１５：００　　　定員：２０名

19 美文字講座 美しい文字は一生の財産！文字の様々な決まりを、より早く分か
りやすく指導いたします。　　　受講料：２５,２００円（税込）

月４回水曜日
１９：００~２１：００　　　定員：２０名

20
ネイティブ英会話
（初級）

少人数制で、ネイティブ講師と受講生が楽しく会話をすすめる教
室。　受講料：２５,２００円（税込）

月４回木曜日
１９：００~２０：００　　　定員：１０名

21
心・からだ・美のため
のハーブ活用術

毎日の健康・美容ケアに身近な植物やハーブ・アロマを気軽に取り入
れましょう。　受講料：１２,６００円（税込）　教材費：各回１,０００円程度

月２回（第１．３）火曜日
１９：００~２０：３０　　　定員：１５名

　・受講料、教材費　：　教室によって異なります。表示金額は６ヶ月分です。３ヶ月分をまとめてご納入いただきます。
　　                　           ホルト小学生クラブ・中学生クラブは月ごとのお支払いです。

　・募集期間　：　２０１３年８月１日から、開催日の２週間前までの先着順です。（定員に達していない場合は１週間前までとします）
　　　　　　　　　　  また、講座によっては定員に満たない場合、開講しないことがございます。
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No. 教室名 目的・内容・受講料 実施曜日・時間・定員

22 お酒の楽しみ方講座 ワインやシングルモルト・カクテルなど、お酒にまつわる話、楽しみ方を
学べる講座。　受講料：１８,９００円（税込）教材費：各回１,０００円程度

月２回（第１．３）月曜日
１９：００~２０：３０　　　定員：２５名

23
コミュニケーション美人
学印象度アップ講座

笑顔・立ち居振る舞い・話し方・話題の作り方などのコミュニケーション
術からファッションなど見た目まで、素敵に輝くコミュニケーション美人で
いるための秘訣をお教えします！　　　　受講料：１２,６００円（税込）

月２回（第１．３）水曜日
１９：００~２０：３０　　　定員：２０名

25 ホルト小学生クラブ ・子どもたちが安心して放課後生活を送ることができる学童保育に、教
育的要素をプラスしたプログラムです。　月謝：１２,６００円（税込）

週５回　月～金曜日(休館日は休み)
１４：００～１８：３０　　　定員：４５名

24 ホルト中学生クラブ ・小学校から中学校への連携の中で“豊かな人間形成の場”として、子
どもたちの受け皿となる学びやです。　　月謝：８,４００円（税込）

週３回　火曜・水曜・金曜(休館日は
休み)１７：００～２０：００ 定員：２５名

大分市総合社会福祉保健センター／健康プラザ／ヘルスアップルーム
■講師（インストラクター）の指導のもと、楽しく運動を行い、心身共に健康になっていくクラスが盛りだくさんです。

 ヘルスアップルームでは、２０１３年８月～２０１４年３月まで以下の教室（Ｎｏ．２６～４８）をご用意しております。

　【８月、９月】　ワンコイン体験会：お好きなクラスに１回５００円（税込）で体験ができます。（当日先着順）

　【１０月～１２月】 第１期コース型教室：１０回を１セット（コース）にした教室／１０回６,３００円（税込）／募集開始：８月１日～定員に達するまで

　【１月～３月】　 第２期コース型教室：１０回を１セット（コース）にした教室／１０回６,３００円（税込）／募集開始：１１月１日～定員に達するまで

　　・一部　１０回５,２５０円（税込）の教室もございます。（下表をご参照ください）

　　・コース型教室開催期間中も「1回体験」が可能です。／１回 ：８５０円（税込）

　　・下表の「４６」「４７」「４８」の３教室は無料でご参加頂けます。　（１回単位で開催する教室です）

　　・コース型教室へお申込み後のキャンセルは、返金を致しかねますので、ご注意ください。

　　・講師の都合等により、一部内容が変更となる場合がございます。

No. 教室名 目的・内容・受講料（５,２５０円の教室のみ表記） 実施曜日・時間・定員

26 ベビーマッサージ教室
お母さんが赤ちゃんとふれあい、「心と身体のコミュニケーション」
を図るクラスです。

毎週　火曜日　　９：３０～１０：３０
【定員】２０組

27 ピラティス教室（入門）
初めての方、慣れていない方向けに少し優しくピラティスを行
います。

毎週　火曜日　１１：００～１２：００
【定員】４０名

28 バレエストレッチ教室
バレエの要素を取り入れたエクササイズとストレッチのクラス
です。

毎週　火曜日　１２：３０～１３：３０
【定員】４０名

29 健美操教室 簡単な動きを組み合わせた、どなたでも出来る体操エクササ
イズです。

毎週　火曜日　１４：００～１５：００
【定員】４０名

30 フラダンス教室 フラダンスの基本的な振付を、楽しみながら習得するク
ラスです。

毎週　火曜日　１５：３０～１６：３０
毎週　日曜日　１３：００～１４：００
【定員】４０名　（日曜日は８/１１～）

31
ボディパンプテッ
ク＆４５教室

専用バーベルを使ったシェイプアッププログラムです。自分に合っ
た重さに調整ができますので、初めての方でも安心です。最初の
１５分は説明と練習。基礎を覚えた上で４５分クラスに臨みます。
受講料：５,２５０円(税込)

毎週　火曜日　１９：００～２０：００
毎週　木曜日　２０：１５～２１：１５
毎週　日曜日　１４：３０～１５：３０
【定員】２８名

32
ボディコンバット
テック＆４５教室

キックボクシング、空手、ムエタイ、太極拳など様々な格闘技の動
作を取り入れたエクササイズです。最初の１５分は説明と練習。
基礎を覚えた上で４５分クラスに臨みます。
受講料：５,２５０円(税込)

毎週　火曜日　２０：１５～２１：１５
毎週　水曜日　１２：３０～１３：３０
毎週　水曜日　１９：４５～２０：４５
毎週　土曜日　１２：００～１３：００
【定員】４０名

33 太極拳教室 中国古来の武術のしなやかな型を習得し、心身の健康増進につ
なげます。

毎週　水曜日　　９：３０～１０：３０
【定員】４０名

34 シェイプアップ体操教室
誰でもできる簡単な筋トレで身体を引締め、太りにくい身体を作っ
ていきます。

毎週　水曜日　１１：００～１２：００
【定員】４０名

35 ママエアロ教室 お子様とお母さんが、一緒に参加できるエアロビクスプログラムで
す。（１歳～3歳までのお子様が対象）

毎週　水曜日　１４：００～１５：００
【定員】２０組

36 青竹エクササイズ教室 青竹を使って足裏のツボを刺激し、健康増進につなげます。
毎週　水曜日　１５：３０～１６：３０
【定員】４０名

37
ボディアタックテッ
ク＆４５教室

エネルギッシュな音楽を使ったシンプルな動きのエアロビクスで
す。最初の１５分は説明と練習。基礎を覚えた上で４５分クラスに
臨みます。　　　　　受講料：５,２５０円(税込)

毎週　水曜日　１８：３０～１９：３０
毎週　日曜日　１６：００～１７：００
【定員】４０名

38
CXWORXテック＆
３０教室

体のコア(体幹)を引き締めるには最適のエクササイズです。最初
の１５分は説明と練習。基礎を覚えた上で３０分クラスに臨みま
す。　　　　受講料：５,２５０円(税込)

毎週　水曜日　２１：００～２１：４５
【定員】４０名　　（８/１４～）

39 ヨガ教室 ヨガのポーズと呼吸法をゆっくりと正確に行い、心身の
調整を図ります。

毎週　木曜日　　９：３０～１０：３０
毎週　木曜日　１９：００～２０：００
【定員】４０名

40 ピラティス教室 インナーマッスルを意識して様々なポーズを取り、お腹を引き締
めるプログラムです。

毎週　木曜日　１１：００～１２：００
【定員】４０名

41 ソフトエアロ教室 基本動作を繰り返し、体力づくりをしながらエアロビクスに慣れて
いただくクラスです。

毎週　木曜日　１２：３０～１３：３０
【定員】４０名

42
簡単筋トレとストレッ
チ教室

筋力トレーニングとストレッチで筋肉を強化、柔軟性を高め、身体
をケアしていきます。

毎週　木曜日　１４：００～１５：００
【定員】４０名
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No. 教室名 目的・内容・受講料 実施曜日・時間・定員

43 ジャズダンス教室
ジャズダンスを基礎から習得していき、楽しく優雅に踊れるように
なるクラスです。

毎週　木曜日　１５：３０～１６：３０
【定員】４０名

44
ボディバイブテック
＆４５教室

専用のボール、チューブを使い、元気の出る音楽に合わせて動く
やさしいエクササイズです。最初の１５分は説明と練習。基礎を覚
えた上で４５分クラスに臨みます。　　受講料：５,２５０円(税込)

毎週　土曜日　　９：３０～１０：３０
【定員】４０名

45
ボディヒーリングテック
＆４５教室

ヨガ・太極拳・ピラティスなどの要素を取り入れた癒しとコア(体幹)
のエクササイズです。最初の１５分は説明と練習。基礎を覚えた
上で４５分クラスに臨みます。　　　受講料：５,２５０円(税込)

毎週　土曜日　１４：３０～１５：３０
【定員】４０名

【無料教室】　※１回単位でご参加頂ける教室です

46 セルフストレッチ教室 ストレッチで全身スッキリしましょう。トレーニングルーム（３００円）をご
利用の方は無料でご参加頂けます。

毎週　土曜日　１３：３０～１４：００
【定員】４０名

47 親子体操教室 親子で参加できる体操教室です。１回単位でお気軽に参加することが
出来ます。（１歳～３歳までのお子様が対象）

第2・第4土曜日　１０：４５～１１：４５
【定員】２０組

48
健康づくりサポート
教室

自宅で出来る運動、健康に関する知識、ヘルシー料理教室がセットに
なった、健康づくり応援プログラムです。１回単位でお気軽に参加する
ことが出来ます。

毎月第３日曜日　１０：００～１３：００
【定員】３０名　　　　（１０/２０～）

大分市総合社会福祉保健センター／健康プラザ／キッチンスタジオ
■親子で楽しむ料理教室、米粉料理教室、プロに学ぶ教室など様々な教室を開講します。

　・全ての教室が月１回の開催で、１回単位の教室です。今期は２０１３年１０月から２０１４年３月までとなります。

　・受講料、食材費　：　教室によって異なります。

　・募集期間：２０１３年８月１日から、開催日の２週間前までの先着順です。（定員に達しない場合は１週間前までとします。）

　・申込窓口：ホルトホール大分の総合受付で行います。受付時に受講料、食材費をお支払いください。

　・お申込み後のキャンセルは、返金を致しかねますので、ご注意ください。

No. 教室名 目的・内容・受講料 実施曜日・時間・定員

49
アラサー男女のための時短
も叶えるヘルシー料理教室

３０代前後の年代が参加できる健康づくり教室。短時間で出来る
実用的な料理を紹介。　　受講料：無料、材料費：１,０００円

第３水曜日　１９：００～２２：００
定員：３０名

50 健康づくりサポート教室
生活習慣病の方や予防したい方を対象とした健康教室。講話・エ
クササイズ・料理を組み合わせた特別プログラム。　受講料：無
料、材料費：１,０００円

第３日曜日　１０：００～１３：００
定員：３０名

51
子どものための生活
習慣病予防教室

生活習慣病を予防するには？親子で楽しみながら学べる教室。（お子
様の対象は小学生以上）　　受講料：無料、材料費：１,０００円

第２日曜日　１０：００～１３：００
定員：２４名

52
楽しく美味しくコミュニケー
ション！親子料理教室

土曜日の午前中、親子でお料理を楽しみませんか？食育にもご活用くださ
い。（お子様の対象は小学生以上）受講料：無料、材料費：１,０００円

第３土曜日　１０：００～１３：００
定員：２４名

53
調味料マイスターに学ぶ
調味料で料理を変えよう！

何気なく使っている調味料を見直すと、いままでとは違った料理が見えてく
るはず！プロに学べる教室。　　受講料：１,０００円、材料費：１,０００円

第１土曜日　１４：００～１７：００
定員：３０名

54
パン作り・お菓子作り
教室

日曜日の午後、お菓子やパンを作りませんか？初心者やお料理が苦手な
方も安心してご参加ください。　受講料：１,０００円、材料費：１,０００円

第２日曜日　１４：００～１７：００
定員：１５名

55
シニア世代男性のた
めの料理教室

シニア世代の男性を対象とした料理教室。経験のない方でも大丈夫で
す。ご家族のため、新しい趣味として、料理を始めてみませんか？
受講料：１,０００円、材料費：１,０００円

第２土曜日　１４：００～１７：００
定員：２０名

56
卵・牛乳・大豆・小麦を
使わない料理

卵・牛乳・大豆・小麦などの食物アレルギーのお子様とそのご家族のため
に、除去食メニューを紹介。　　受講料：１,０００円、材料費：１,０００円

第４土曜日　１４：００～１７：００
定員：１５名

57
ふるさとの味をいつま
でも！郷土料理教室

大分に伝わる郷土料理を紹介します。地元の食材を生かした温かな郷土料
理を、にぎやかに作りませんか？　受講料：１,０００円、材料費：１,０００円

第４土曜日　１０：００～１３：００
定員：２０名

58
もちもち新食感！米粉
を使った料理

話題の米粉を使った料理を紹介します。もちっとした食感は、お子
様にも大人気！　　受講料：１,０００円、材料費：１,０００円

第２土曜日　１０：００～１３：００
定員：３０名

59
“家飲み”をもっと楽し
く！おつまみ教室

“家飲み”メニューのレパートリーを増やしませんか？　簡単なも
の、オシャレなもの、低カロリーなものなどご用意しています。
受講料：１,０００円、材料費：１,０００円

第１木曜日　１９：００～２２：００
定員：１５名

60
新婚家庭への妊娠準
備料理教室

妊娠期の女性に必要な栄養分を摂取できるメニューを紹介しま
す。これから子どもを持とうと思っているご夫婦や、そのご家族が
対象！　　受講料：１,０００円、材料費：１,０００円

第３土曜日　１４：００～１７：００
定員：２０名

61
プロに学んで自慢の一品
に！定番料理レッスン

いつものメニューが“自慢の一品”へ大変身！和食のプロならで
はの技をご体験ください！　受講料：２,０００円、材料費：１,０００円

第１水曜日　１０：００～１３：００
定員：１５名

62
目からウロコ！ビギ
ナーズ・レッスン

初心者の方を対象とした「料理の基本」教室です。プロならではのコツ
も楽しみながら学べます！　　受講料：１,５００円、材料費：１,０００円

第４日曜日　１０：００～１３：００
定員：２０名

63
旬の食材・シーズン
料理を楽しもう！

旬の食材をたっぷり使ったメニューや、シーズンに合ったおもてなしメ
ニューです。ホームパーティや家族団らんに大活躍間違いなし！
受講料：２,５００円、材料費：１,０００円

第４日曜日　１４：００～１７：００
定員：２０名
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No. 教室名 目的・内容・受講料 実施曜日・時間・定員

64
料理研究家が教える“体に
やさしい”ヘルシーメニュー

「“体にやさしい”ヘルシーメニュー」を紹介します。“体にやさしい”
だけでなく、美味しく美しい料理で心もカラダも健康に！
受講料：２,５００円、材料費：１,０００円

第１土曜日または第２金曜日
１４：００～１７：００　定員：３０名

大分市総合社会福祉保健センター／母子支援プラザ
■ひとり親を対象に就労支援のための無料資格取得支援講座を講師（インストラクター）の指導のもと実施します。

　・お申し込みは母子支援プラザ窓口で受け付けます。　　　　・受講料は無料です。（事前申し込みが必要です）

　・テキスト代は実費ご負担となります。／お申し込みの際に、窓口でお支払い下さい。

　・お申込み後のキャンセルは、返金を致しかねますので、ご注意ください。

No. 講座名 内容・テキスト代 開催時期・日数

65
介護職員初任者研修課
程取得講座

最終日に終了評価試験を受けていただきます。１００点満点中８０点以上で
終了認定。認定書を差し上げます。／受講料無料（テキスト代１２,０００円）

１０月中旬~１１月下旬の約１０日間

66
日商簿記３級検定受験
のための講座

資格取得をサポートする講座です。資格試験は、別途個人負担
で受験いただきます。／受講料無料（テキスト代１０,０００円）

８月下旬~１０月上旬の約１１日間

67 医療事務資格取得講座
中間試験と終了試験があります。終了後は認定書を差し上げま
す。　　／受講料無料（テキスト代１２,５００円）

１２月上旬~２月上旬の約２０日間

大分市総合社会福祉保健センター／障がい者福祉センター／ウォーキングプール
・一般対象（No.６８～７２）は１０回分６,０００円の受講料と１回につき１００円の利用券が必要です。

・障がい者対象教室は、無料ですが障害者手帳等の提示が必要です。

申込み：９月開始分は８月１日より　その他は2か月前の1日より開始いたします。

No. 教室名 目的・内容・実施日 開催期間

68
（一般対象）高齢者らくら
く水中運動コース

高齢者を対象に、水の浮力・抵抗により筋力、バランス能力の維持向
上を図ります。   【実施日】第１・第３月曜日９：３０～１０：１０

第１回目９/２～１/２０
第２回目２/３～６/１６

69
（一般対象）水中ウォー
キング入門コース

初心者を対象に、効果的な水中ウォーキングを習得し、健康づくりを図
ります。  【実施日】第１・第３月曜日１１：００～１１：４０

第１回目９/２～１/２０
第２回目２/３～６/１６

70
（一般対象）男性ハツラツ
水中運動コース

男性が気軽に参加でき、生活習慣病予防や介護予防に役立ちます。
【実施日】第２・第４火曜日（休館日は前日に実施）１３：３０～１４：１０

９/１０～１/２８

71
（一般対象）膝痛・腰痛
すっきりコース

膝痛・腰痛による陸上での運動が困難な方も含め、筋力強化と筋バランス
の向上を図ります。　　【実施日】第２・第４木曜日１３：３０～１４：１０ ９/１２～１/２３

72
（一般対象）ヘルシーボ
ディシェイプコース

シェイプアップ及び生活習慣病の予防を目的とし、抵抗具を利用し有酸素
運動を効率的に行います。　【実施日】第１・第３木曜日１９：３０～２０：１５

９/５～１/３０

73
(障がい者対象）ウキウキ
水中ウォーキングコース

全身運動を行うことで血液循環の促進とQOLの向上を目指します。歩行困
難な方は浮具を利用頂けます。【実施日】毎週金曜日１０：３０～１１：１０

第１回目９/６～１１/８、第２回目１１/
１５～１/２４、第３回目１/３１～４/４

74
(障がい者対象）ゆったり
リラクセーションコース

水の浮力で緊張した筋肉を弛緩させるとともに、血液の循環を促進し、リ
ラックス効果を図ります。　　【実施日】第１・第３水曜日１３：３０～１４：１０

第１回目９/４～１/２９
第２回目２/５～６/１８

75
(障がい者対象）スポーツ
リカバリーコース

スポーツをしている方を主とし、筋肉強化や疲労回復を図ります。
【実施日】第１日曜日１５：００～１５：４５

９/１～６/１

76
(障がい者対象）親子で
わくわく水中運動コース

障がいを持つ親子が安心して参加でき、親子のスキンシップ、参加者同士
のコミュニケーションを図ります。【実施日】第３日曜日１０：３０～１１：１０ ９/１５～６/１５

大分市総合社会福祉保健センター／障がい者福祉センター
対象者：障害者手帳を所持されている方　受講料は無料ですが、材料費等実費が必要。１クール１０回、技能習得室において開催。

・パソコン教室及び文化教室(七宝焼、革細工）を開催。教室によって手話通訳がつき、パソコン教室では音声ソフトを準備します。

申込み：　９・１０月開始分は８月１日より　その他は２カ月前の１日より開始いたします。

No. 教室名 目的・内容・実施日 開催時期・その他

77
パソコン教室（初級コー
ス）パソコン操作基礎

キーボード操作、入力操作などを学びます。  第１回目毎週火曜
日１０：００～１１：３０　第２回目毎週木曜日１３：００～１４：３０

第１回目９/３～１１/１９
第２回目１/１６～３/２０手話通訳

78
パソコン教室（初級コー
ス）Word・Excel基本操

Word・Excelの基本操作を学びます。　　　　　第１回目毎週木曜日
１３：００～１４：３０　　第２回目毎週火曜日１０：００～１１：３０

第１回目１０/１０～１２/１２手話通訳
第２回目１/２１～３/２５

79
パソコン教室（中級コー
ス）Word・Excel中級

年賀状の作成等の応用編を学びます。
毎週木曜日１０：００～１１：３０

１０/３～１２/５　手話通訳

80
パソコン教室（上級コー
ス）Word・Excel上級

Word・ExcelのCS技能検定試験合格を目指します。
毎週火曜日１３：００～１４：３０

１０/８～１２/１７（１０/１５を除く)

81
パソコン教室（中級コー
ス）写真・ビデオ中級

写真・ビデオ編集等を学びます。
毎週木曜日１０：００～１１：３０

１２/１２～２/２０　手話通訳

82
パソコン教室（上級コー
ス）写真・ビデオ上級

写真やビデオの編集の応用編を学びます。
毎週火曜日１３：００～１４：３０

１/７～３/１８ (１/１４を除く）

83 七宝焼教室 七宝焼の製作を学びます。世界に一つだけ自分自身の作品を創作す
る喜びを味わうことができます。　毎週金曜日１０：００～１１：３０

第１回目９/６～１１/８　　手話通訳
第２回目１/２４～３/２８

84 革細工教室 革作品の製作を学びます。皮革独特の持ち味を生かした作品は、温か
く生活に潤いをもたらします。　毎週水曜日１０：００～１１：３０

第１回目９/４～１１/６
第２回目１/２２～３/２６  手話通訳
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