
白寿大学では270名の学生でスタートしました 白寿大学クラブ活動の紹介の様子

　５月17日、野津地域で白寿大学が、５月22日には臼杵地域で亀城学園の入学式・開級式が行われまし

た。亀城学園では新たに39名の新入生を迎え、30年度の学びの場がスタートしました。式典では新入生

紹介の後、安武光子さん（井村）が代表して誓いの言葉を述べました。

　また在園生を代表して４年生の安藤省三さん（戸室）が歓迎の言葉を述べ、厳かな中でも温かみのあ

る入学式・開級式でした。また亀城大学では４月20日に入学式を行い、亀城学園を卒業した36名を迎

え、総勢721名の学生が、ふれあい・学びあいを

続けています。

　６月５日（火）亀城学園１年生の学習が始まり

ました。この日は九州電力のホームアドバイザー

を招いて、「知って得する電気のおはなし」をし

ていただきました。電気に関するクイズを取り入

れた内容で、とても楽しく学ぶことができました。

　亀城学園では基本的に毎月１回火曜日に学習会

を行っています。60歳以上の方であれば入学でき

ます。※毎年５月入学です。

亀城学園入学式 新入生集合写真

入学式・開級式が
行われました
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 亀城大学
　白寿大学

●臼杵市中央公民館の会議室等の予約受付開始

　日、およびメンテナンス日は次のとおりです。

　　　　　　 予約受付開始日

・９月分は　８月１日（水）

・10月分は　９月３日（月）

・11月分は　10月１日（月）

※メンテナンス日は全館のメンテナンスを行うため、

　貸館等は原則行っておりません。

〈問 い 合 せ 先〉

臼杵市中央公民館

臼杵市大字臼杵２の107番地562
電　話　０９７２（６３）６４４４
ＦＡＸ　０９７２（６３）６５３９

臼杵市野津中央公民館

臼杵市野津町大字野津市184番地
電　話　０９７４（３２）２２７０

ＦＡＸ　０９７４（３２）２２３１

メンテナンス日　

７月30日（月）

８月27日（月）

９月25日（火）

対　　象：概ね高校生以上（野津中央公民館まで自分で来られる方）

内　　容：イベントの企画と運営（迷路・部屋の装飾などをデザインし、また当日

は小学生の子どもたちと一緒に活動してもらいます）

開催予定：10月13日（土）　野津中央公民館

●問合せ先：野津中央公民館　TEL 0974-32-2270

ハロウィン ～ボランティア募集のお知らせ～

　平成30年度乳幼児期家庭教育学級（スキップ！）の

開級式が５月９日（水）にあり、６組10名の親子が

参加しました。

　今年度お世話いただく民生委員さん、ボランティアさん、

商工会女性部、恵の聖母の家の保育士さん、活動でお世話になる

農林振興課の方などの紹介の後、大分県人権問題講師団講師でも

あります藤本理恵さんをお招きして「子育てライブ」と題しまし

て、参加者みんなで歌ったり、絵本の読み聞かせをしていただい

たり、楽しいひと時を過ごす事ができました。子育てのアドバイ

スも受け、ママ達もリフレッシュできたようでした。

連絡先：野津中央公民館　TEL:0974-32-2270

ス キ ッ プ ！

にじっ子
　乳幼児期家庭教育学級「にじっ子」では、24組の親

子が様々な遊びや体験を通じて子どもへの声かけや接

し方を学んでいます。遠足・水遊び・手作り楽器・キ

ウイ狩り・劇遊びなどをしながら、子どもたちととも

に喜んだり楽しんだり笑ったりして、共に成長を喜び

合う予定です。ボランティアさんたちも温かく支援し

てくれます。毎回、垂井先生をはじめとする講師から“子育てアド

バイス”がもらえます。また、子育てヒント満載の“にじっ子通

信”もあります。随時、「にじっ子」の参加者（５ケ月～未就学

児）を募集しています。まずは見学してみませんか。お気軽にご連

絡ください。

連絡先：臼杵市中央公民館　TEL：0972-63-6444

乳幼児期家庭教育学級始まりました（^^）子育て・親育ちの学級です！
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野津中央公民館パソコン教室受講生募集！

夏休み１日子どもパソコン教室 受講生募集！

○場　所：野津中央公民館 ２階視聴覚室　　○時　間：19：00～21：00

○定　員：各８名　　○受講料：１回（２日間）につき1,000円

●申込・問合せ先：野津中央公民館　TEL 0974-32-2270

●申込・問合せ先：

　　野津中央公民館　TEL 0974-32-2270

内　　容：【エクセル】関数を使ったカレンダーづくり

開 催 日：８月16日（木）、17日（金）

申込締切：８月１日（水）

内　　容：【エクセル】いろいろな表作成

開 催 日：９月６日（木）、７日（金）

申込締切：８月22日（水）

場　所：野津中央公民館　視聴覚室（２階）

日　時：８月25日（土）10：00～12：00（９：30～受付）

内　容：プログラミング入門

　　　　 パソコンを使って簡単なプログラミングをおこ

なう予定です

対象者：市内の小学校３年生～６年生

定　員：８名

受講料：無料

内　　容：【ワード】野津の紹介マップ作り①

開 催 日：９月27日（木）、28日（金）

申込締切：９月12日（水）

内　　容：【ワード】野津の紹介マップ作り②

開 催 日：10月４日（木）、５日（金）

申込締切：９月19日（水）

※公民館のパソコンを利用できます。申し込みの際にお申し出ください。

※申し込みが定員を超えた場合は、抽選により決めさせていただく場合があります。申し込みが少ない場合は、中止

にすることもあります。

※野津中央公民館のパソコンを利使用します。

※申し込みが定員を超えた場合は、抽選により決めさせて

いただく場合があります。申し込みが少ない場合は、中

止にすることもあります。

　部活が終わり、夏休み以降は今後のことをいろいろと考える時期だと思います。公民館で開催するこ
の教室をきっかけに、ふるさと臼杵の同級生と一緒に苦手な教科を克服して、受験のスイッチを入れま
せんか？

１人でするよりみんなでやろう !!

期　　間：８月～２月の土曜日や夏休み・冬休み
に実施

時　　間：９：00～12：00
場　　所：臼杵市中央公民館
対　　象：中学校３年生
指 導 者：学習指導員（教職員経験者～教科ごと）
　　　　　協育活動サポーター（地域の協力者）
内　　容：国語・数学・英語・理科・社会のプリ

ント学習
　　　　　※特に参加者の苦手な教科を集中的に

取り組みます。
参 加 費：無料（ケガ等があった場合は公民館活動の

保険が適用されます。）

申込方法：下記担当まで電話で申し込みをお願い
します。締切７/13（金）

　　　　　①なまえ②学校名③住所・電話番号④
保護者名をお伝えください。

　　　　　※詳細は、申し込まれた方へ直接連絡
します。

　　　　　※市内の中学校を通して募集もしてい
ます。

申込・問合せ先：臼杵市教育委員会社会教育課
　　　　　（臼杵市中央公民館内）
　　　　　TEL 0972-63-6444　FAX 0972-63-6539

中３生公民館教室

学習指導員のお手伝いをしてくれる「協育活動サポーター」を募集しています。詳しくはお問い合わせください

社会教育課（臼杵市中央公民館内）TEL 0972-63-6444

【野津人権学習講座】　　　　　　　＊各講座とも開催時間は19：30～21：00程度を予定しています。

【うすき人権文化セミナー】　○場所：臼杵市中央公民館　２階視聴覚室　○時間：19：00～21：00

開 催 日 学習課題 学　　習　　内　　容 講　師 ・ 助　言　者

７月19日
（木）

同和問題

「部落差別の解消の推進に関する法律」が、2016年12月に成立しました。

この法律は、「部落差別は許されないものである」との認識の下に、これ

を解消することを目的として施行されました。

現在も残る部落差別について学び、その解決を模索します。

臼杵市社会人権・
同和教育指導員
　柳井 信一 さん

９月20日
（木）

外国人の人権
実際に国際結婚をされた方に、外国人と結婚したことで日常の苦労したこ

とや戸惑ったこと、文化の違いが原因で驚いたことなどの事例をご紹介い

ただきます。

臼杵市地域おこし
協力隊隊員
　フィンガー陽子 さん

10月25日
（木）

さまざまな人
権

ＬＧＢＴ（性の多様性）をはじめとするさまざまな生き方が認められる社

会となり、個人が尊重された快適な生活ができるよう、各地でおこなわれ

ている事例をもとに学習します。

臼杵市人権問題講師団
　庄司 孝平 さん

注） 上記の開催日、学習課題、および講師については、諸事情により変更することがあります。あらかじめご了承く
ださい。

開催日 学習課題 内　　　　　　容 講　　　　師

８月16日
（木）

こどもの人権

「大人も子ども

も輝く ほめ達

の魔法」

～あなたの周り

にはダイヤの原

石がいっぱい～

「ほめる達人！」が伝える「ほめる」とは、目の前の人やモノ、起きる出

来事の価値を発見する「価値発見の達人」のことです。

「ほめ達」になるとコミュニケーション力が上がります。「ほめ達」になる

とピンチがチャンスに転換します。「ほめ達」になると心に「ありがとう」

が湧いてきます。自分の周りを輝かせる「ほめる達人」という生き方を皆

さんにお伝えします。家庭やスポーツ活動。

ほめる教育研究所 所長
　竹下 幸喜 さん

９月20日
（木）

身近な人権
キラキラ輝く
夢を育てる
ステキな応援
方法

子ども達の夢を応援するテレビ番組「ダッシュくん。」、不登校児童生徒の

早期学校復旧を応援するフリースクール「こころ応援塾」、学校法人田北

学院の学校長として、これまで多くの子ども、若者の夢を応援してきた「つ

だつよし、」の考える人権とは、「誰もが自分らしい夢を描き、自分らしく

夢に向かって努力できる権利」です。「つだつよし、」が、どのように子ど

も達の心にアプローチし、夢を引き出し、背中を押しているのか？夢の応

援方法をお話します。

こころ応援家

(心理カウンセラー)

　つだ つよし、 さん

10月18日
（木）

障がい者（児）
の人権
ー心の病の理
解ー

近年、増加傾向にある「心の病」についてのお話です。誰でも身近に起こ

りうる心の問題や、こころが疲れた時の対応などの内容です。心の病を知っ

てもらう事で「自分」も「周りの人」も大切にしながら過ごしていけるよ

うな、日常生活に活かせるコミュニケーションを一緒に考えていきたいと

思います。

社会福祉法人 豊海会
地域生活支援センター とよみ園
相談支援専門員
(精神保健福祉士、社会福祉士)

　陶山　武尊 さん

＜申込・問合せ先＞野津中央公民館　TEL 0974-32-2270

＜申込・問合せ先＞社会教育課（臼杵市中央公民館内） TEL 0972-63-6444

　公民館では、毎回、様々な人権をテーマにした学べるセミナーを開催しています。
　事前にお申し込みいただければ、案内をお送りいたします。もちろん当日の参加でも大歓迎です！
　何度参加しても無料となっていますので、ぜひこの機会にご参加ください。

夏休みの思い出づくりに、工作の宿題に。木工工作や飾りを作ってみませんか!?

手作り工作の楽しさを味わいながら夏休みの一日を楽しもう♪♪

日　　時：８月18日（土）

　　　　　午前９時～12時

場　　所：臼杵市中央公民館

申込方法：電話・ＦＡＸで

　　　　　①なまえ　②学校名・学年

　　　　　③住所・電話番号　④保護者名

　　　　　⑤希望種目

　　　　　をお伝えください。

申込期限：８月14日（火）

申 込 先：社会教育課（臼杵市中央公民館内）

　　　　　TEL 0972-63-6444

　　　　　FAX 0972-63-6539

＜内容・費用・準備物＞
○木工工作
　①状差し…… 400円　　　　　　②本立て…… 800円
　③マガジンラック…… 1,000円　④ティッシュボックス… 600円
　⑤壁掛け…… 400円（絵具持参）
○手作り工作
　⑥プラホビー作り…… 200円（下絵持参）
＊持ってくるもの＊
　・のこ・かなづち・きり・ものさし・ペンチ・えんぴつなどの工

作用具・材料費
　※電気のこや釘などは、こちらで準備しております
　※壁かけの人は絵の具、プラホビーの人は作りたい絵がらの下絵

を用意してください

人権について、学んでみませんか？

 市子連主催「夏休み創作教室」開催参加者募集！


