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✓福岡市学習情報提供システム「まなびアイふくおか」ホームペー
ジから、令和４年９月１日現在の「講座・イベント情報」を抜粋
して作成した情報誌です。
✓ホームページでは「講座・イベント情報」の他にも、講師・指導
者情報「福岡市地域人財バンク」や公民館・市民センター等の情
報が満載です。インターネットでもまなびアイふくおかをご活用
ください。
福岡市学習情報
提供システム

まなびアイふくおか

http://gakushu.city.fukuoka.lg.jp/
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

定員：100人
対象：一般・学生
参加料：2,000円（4
講分）

申込方法：ウェブサイトからの申し込みが
できますが電話でも可。
電話：092-715-9123
FAX：092-751-4098
メール：fukudai@jbn.jtb.jp
URL：https://amarysjtb.jp/fukuniversity/
受付時間：10:00～17:00（土・日・祝祭
日除く）
申込期間：8月16日より先着順で受け付
けします。
申込先：福岡大学市民カレッジ受付係
問い合わせ先（委託先）：株式会社 JTB
福岡支店

福岡大学市民カレッジ受付
係
〒810-0072
福岡市中央区長浜1-1-35
新KBCビル5階 (JTBビジ
ネストランスフォーム内)
TEL 092-715-9123
FAX 092-751-4098
E-Mail :
fukudai@jbn.jtb.jp

社会・教養
【国際交流・国際理解】
ヨーロッパの街と歴史をたどる
誰もがその名を知っている都市や、知られざる宝
石のような都市を訪れ、街の歴史、建築、美術、文
学を味わってみませんか。それはまた、現代の諸
問題の背景を考える機会ともなるはずです。
10月1日 「ケルン」：皇帝クラウディウスの植民市
そしてアグリッピナ（皇妃が生まれた土地）の者た
ちの祭壇
10月8日 ロンドン―首都としての世界都市
10月22日 アルバニアと北マケドニアの世界遺
産：ブトリント、ベラト、ジロカストラ、オフリド
10月29日 ブリュージュに次ぐベルギーのもう
一つの真珠「ガン/ゲント（Gand/Gent）」
※全て日本語で解説します。

10月1日～10月29日
各土曜日（全4回）
13:30～15:00
福岡大学 (福岡市城南区
七隈八丁目19番1号)
地下鉄七隈線「福大前
駅」下車

講師：永田 善久（人文学部教授）ほか

申込方法：HPお申し込みフォームまたは 福岡女学院大学 地域・国際
楽しく学ぶ!フランス文化 【オンライン講 10月19日、11月16日、 対象：市民一般
受講料：4,500円(全 お電話にてお申し込みください。FAX・ 交流センター(生涯学習)
12月21日
座(Zoom)】
この講座はフランス人講師がさまざまなフランス
文化を楽しくご紹介します！１回目はフランス美
術：10月に北九州市立美術館で開催の「スコット
ランド国立美術展 美の巨匠たち」展からひと足先
に美術の世界を旅します。２回目はフランス映画：
映画の予告を見ながら面白いフランス映画をご紹
介。３回目パリ散歩：パリ出身講師ならではのおす
すめの場所を巡ります。

第3水曜日(全3回)
10:30～12:00

講師：Jean-Marc PORTALES(久留米大学
非常勤講師)

ことばの雑学
言語学とは、「ことばとは何か、ことばはどのよう
に働いているのか」という問いに答えようとする
学問です。現在、世界には数千とも言われる言語
があり、そのそれぞれに独自の音韻や文法の体系
があります。語学が苦手でも言語学を通して学ぶ
と違った側面が見えてくるかもしれません。
これまでの講座に引き続き、「雑学」というかたち
を取りながら、言語学の基本的な考え方を具体例
を通して学びます。各講とも、言語学の幅広い分
野のうちからトピックを取り上げ、言語学の面白
さを体感します。自分の話す言語を客観的に見ら
れるようにしたい方にお勧めです。
10月29日 言語学における実在論と唯名論をめ
ぐって
11月26日 フランス語の動詞＋名詞型複合語の
いろいろ
12月10日 生成文法理論への招待

3回)
※一回(複数講座お
申込可)のお申し込み
につき事務手数料
300円別途要
■準備いただくもの：
カメラマイク内蔵の通
信機器（パソコン/タ
ブレット/スマートフォ
ンなど） および 通信
環境

10月29日～12月10日 対象：一般・学生
各土曜日（全3回）
定員：50人
10:00～11:30
参加料：1,500円
福岡大学 (福岡市城南区
七隈八丁目19番1号)
地下鉄七隈線「福大前
駅」下車

Eメールの方は、希望講座名・氏名・住
所・電話番号を記して問い合わせ先に申
し込んでください。
申込期間：先着順で随時受け付けます。
また、講座途中からも受講していただけ
ます。

〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

申込方法：ウェブサイトからの申し込みが
できますが電話でも可。
電話：092-715-9123
FAX：092-751-4098
メール：fukudai@jbn.jtb.jp
URL：https://amarysjtb.jp/fukuniversity/
受付時間：10:00～17:00（土・日・祝祭
日除く）
申込期間：8月16日より先着順で受け付
けします。
申込先：福岡大学市民カレッジ受付係
問い合わせ先（委託先）：株式会社 JTB
福岡支店

福岡大学市民カレッジ受付
係
〒810-0072
福岡市中央区長浜1-1-35
新KBCビル5階 (JTBビジ
ネストランスフォーム内)
TEL 092-715-9123
FAX 092-751-4098
E-Mail :
fukudai@jbn.jtb.jp

申込方法：応募ハガキ、FAXまたは電子
メールにて
(1)氏名【フリガナ】 (2)性別 (3)年齢
【年代】 (4)郵便番号・住所
(5)電話番号 (6)受講希望講座名
(7)受講料支払方法(郵便振替または銀
行振込どちらかを明記)
申込先：久留米大学御井学舎事務部地域
連携センター 公開講座担当係
〒839-8502
久留米市御井町1635
TEL / FAX:0942-43-4413
申込期間：10月3日(月)まで、但し空き
があれば締切後でも申込可能。

久留米大学
〒839-8502
久留米市御井町1635
TEL 0942-43-4413
FAX 0942-43-4413
E-Mail :
koukai@kurumeu.ac.jp

講師：川島 浩一郎（人文学部教授）ほか

国際政治経済を見る眼ー後編ー
激動する国際政治情勢を専門家の分析を通して
深める。
講師：古賀 幸久（法学部 特任教授）ほか

11月4日(金)、11月11 定員：40人
日(金)、11月18日(金)、 参加料：全4回で
2,500円
11月25日(金)
15:00～16:30
［全4回］
久留米大学 福岡サテラ
イト
〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目
4番2号 エルガーラオ
フィス6階
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

公開講座⑨「文化と社会・経済の境界(フ
ロンティア)における限界的な動力とし
ての移民・難民を考える」

11月10日～11月24日
毎週木曜日
全３回
18：30～20：00

対象：一般
定員：100人
参加料：3,000円（全
3回分）

流転の移民の人生におけるコンフリクトこそが文
学と文化の核であり、人間社会を深化させる動力
です。したがって、人間社会と文化の存続（SDGs
を含む）のためには、さまざまなバックグラウンド
を持つ移民のおかれる、共通の「境界的」な状態に
対して、理解を含めていくことが重要となります。
移民や難民の人生の持つ文学性（芸術性ともいえ
る）から、社会・文化・芸術を横断的にとらえ、その
存続可能性について検討します。本講座では、歴
史的にも、現在も（ウクライナとロシア情勢の悪化
の影響をおびただしく受けて）、もっとも苦しい立
場におかれる移民集団「クルド人」や、南アジアに
おける移民と差別がもたらす社会構造についての
考察を行います。社会・文化的バックグラウンドを
持つ移民を受容していく根拠となる国際法の理念
を理解し、多文化共生拠点としての本学において
実践されている取り組みを共有することにより、
より豊かな人道的な合意形成の可能性を探求しま
す。

西南コミュニティーセン
ター（西南学院大学内）
※新型コロナウイルス感
染拡大の状況によって
は、開講方式を変更、もし
くは不開講となる場合が
あります。

申込方法：ホームページ「お申込フォー
ム」からお申込ください。
※E-mail、ハガキ、お電話でのお受付は
いたしておりません。
申込期間：8月18日（木）～10月27日
（木）
※定員になり次第終了

学校法人西南学院 社会連
携課(西南コミュニティーカ
レッジ事務局)
〒814-8511
福岡市早良区西新6-2-92
TEL 092-823-3612
FAX 092-823-3172
E-Mail : swext@seinan-gu.ac.jp

定員：100人
対象：一般・学生
参加料：無料

申込方法：ウェブサイトからの申し込みが
できますが電話でも可。
電話：092-715-9123
FAX：092-751-4098
メール：fukudai@jbn.jtb.jp
URL：https://amarysjtb.jp/fukuniversity/
受付時間：10:00～17:00（土・日・祝祭
日除く）
申込期間：8月16日より先着順で受け付
けします。
申込先：福岡大学市民カレッジ受付係
問い合わせ先（委託先）：株式会社 JTB
福岡支店

福岡大学市民カレッジ受付
係
〒810-0072
福岡市中央区長浜1-1-35
新KBCビル5階 (JTBビジ
ネストランスフォーム内)
TEL 092-715-9123
FAX 092-751-4098
E-Mail :
fukudai@jbn.jtb.jp

定員：100人
対象：市民一般
参加料：無料 (全1
回)

申込方法：電話でお問い合わせくださ
い。Eメールの方は、氏名・住所・電話番
号を記して問い合わせ先に申し込んでく
ださい。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

講師：加藤 眞理子（経済学部准教授）ほか

EUとは何か
―食料に関連するトピックを中心に―
EU (European Union) とは何か、何をしてき
たのか、何ができるのかについて説明します。
EUはヨーロッパ27カ国のまとまりです。それら
は独立した国である一方で、27カ国全体に共通
する法律を作り、それに基づく統一的な政策を実
施することもあります。このようなまとまりがどの
ように形成され、運営されているのかを、食料や
農業に関連するトピックを用いながら説明します。
最近のヨーロッパの動向やそれが世界に与える影
響を理解する上で、この講座がお役に立てば幸い
です。

11月12日（土）
10:30～12:00
福岡大学 (福岡市城南区
七隈八丁目19番1号)
地下鉄七隈線「福大前
駅」下車

講師：豊 嘉哲（商学部教授）

【特別講座】ウクライナのゆくえ
「戦後最大の危機」と言われるウクライナ戦争は、
日本にとっても他人ごとではありません。講演で
は、国連安全保障理事会での長年の経験を基に、
戦争の背景、戦闘の現状、日本への影響などを分
かり易く解説します。
講師：川端 清隆（国際キャリア学部 特命教授/元
国連本部政務官)

2023年1月21日
土曜日(全1回)
14:00～15:30
福岡女学院大学 学内施
設
福岡市南区曰佐3-42-1
西鉄電車「井尻」下車、西
鉄バス45番系統乗車「福
岡女学院前」下車。JR鹿
児島線「南福岡」下車、西
鉄バス45番系統乗車「福
岡女学院前」下車。

※要事前申込み
※定員になり次第、受付を終了

【語学（英語）】
対象：一般市民
定員：10人
参加料：30,000円
このクラスでは『シンデレラ』のCDを聞いて発音
(全20回)
やイントネーションをまねながら何度も読み、読む
※FIT講座は会員制
力をつけると同時に語彙を増やしましょう。次に
です。(別途:入会
福岡工業大学
『キクタン英会話』で日常会話で使えるフレーズを
エクステンションセンター 金:2,000円)
練習して、とっさの一言が口をついて出てくるこ
※テキストは初回販
(本部棟1階)
とを目指します。さらに、英語の語順・配列パター
[JR福工大前駅 徒歩5 売
ンを理解して、身近な話題を英語的発想で話す力
『シンデレラ』
分]
を養います。楽しみながら少しずつ英語の表現力
※ご受講前にご見学をお 『キクタン英会話』
を身につけていきましょう。
願いしております。【申込 『一億人の英会話』
方法】をご参照ください。
講師：堀内 宜子(元大学講師)
(要:予約)

英会話初級

10月3日～2023年3月
13日
月曜日(全20回)
10:00～12:00
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申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

講座イベント名・内容

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

対象：一般
定員：20人
参加料：4,000円（全
5回分）

申込方法：ホームページ「お申込フォー
ム」からお申込ください。
※E-mail、ハガキ、お電話でのお受付は
いたしておりません。
申込期間：3月18日（木）～9月20日
（火）
※定員になり次第終了

学校法人西南学院 社会連
携課(西南コミュニティーカ
レッジ事務局)
〒814-8511
福岡市早良区西新6-2-92
TEL 092-823-3612
FAX 092-823-3172
E-Mail : swext@seinan-gu.ac.jp

対象：一般市民
定員：15人
参加料：18,000円
This course is designed to provide
(全12回)
students with an advanced command
※FIT講座は会員制
of English with the tools to express
です。(別途:入会
福岡工業大学
themselves proficiently in a variety of
エクステンションセンター 金:2,000円)
situations.
※プリント代300円
(本部棟1階)
[JR福工大前駅 徒歩5 程度
講師：アンソニー・ディアゴスティーノ(福岡工業大
分]
学短期大学部非常勤講師)
※ご受講前にご見学をお
願いしております。【申込
方法】をご参照ください。
(要:予約)

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間:9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

英会話・Intermediate Ⅰ

10月6日～2023年3月
16日
木曜日(全12回)
街を歩いていて、さまざまな国から来た人を見か
13:00～14:30
けることはもう珍しくありません。突然英語で道を
尋ねられた時、逃げてしまった方もいるはず。まず
福岡工業大学
は、外国人と話す事に慣れましょう。経験豊富な外
エクステンションセンター
国人講師によるレッスンであなた自身の国際化を
(本部棟1階)
目指しませんか?
[JR福工大前駅 徒歩5
分]
講師：アンソニー・ディアゴスティーノ（福岡工業大
※ご受講前にご見学をお
学短期大学部非常勤講師）
願いしております。【申込
方法】をご参照ください。
(要:予約)

対象：一般市民
定員：15人
参加料：18,000円
(全12回)
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
金:2,000円)
※テキストは講師よ
りご案内

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

英会話・Intermediate Ⅱ

対象：一般市民
定員：15人
参加料：18,000円
(全12回)
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
金:2,000円)
※テキストは講師よ
りご案内

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

公開講座⑩「English Discussion
on Current Issues」

日時・曜日／会場
10月5日～11月2日
毎週水曜日
全5回
18：30～19：30

本講座の目的は、身近な話題から海外ニュースま
でさまざまなテーマの記事を英語で読み、それに 本講座はZoomを使用し
ついて英語でディスカッションすることによって
たオンライン形式で実施
「英語で英語を学び、身に着けていく」ことです。 します。
語彙やフレーズ等についての丁寧な解説を手掛か
りに、時事について英語で考え、意見や感想を分
かち合ってみませんか。
・講座は基本的に英語で行われますが、分からな
いことがありましたら日本語でも対応いたしま
す。
・英検2級以上あるいは同程度の英語力が望まし
いです。
・新聞記事などは講師が準備します。なお、テーマ
や順番を変更する場合があります。
・毎回事前に配付される記事を読み、ディスカッ
ショントピックについて考えをまとめてください。
講師：木村 華子（㈱キャンパスサポート西南）

スキルアップ英会話

10月6日～2023年3月
16日
木曜日(全12回)
10:00～11:30

10月6日～2023年3月
16日
木曜日(全12回)
街を歩いていて、さまざまな国から来た人を見か
15:00～16:30
けることはもう珍しくありません。突然英語で道を
尋ねられた時、逃げてしまった方もいるはず。まず
福岡工業大学
は、外国人と話す事に慣れましょう。経験豊富な外
エクステンションセンター
国人講師によるレッスンであなた自身の国際化を
(本部棟1階)
目指しませんか?
[JR福工大前駅 徒歩5
分]
講師：アンソニー・ディアゴスティーノ（短期大学部
※ご受講前にご見学をお
非常勤講師）
願いしております。【申込
方法】をご参照ください。
(要:予約)
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

シナリオで学ぶ英会話

10月7日～2023年3月
17日
ナイアガラの滝を一望できるロッジに宿泊する夫 金曜日(全20回)
婦。妻は浮気相手と共謀し、夫を滝で殺害しようと 10:00～12:00
企てました。ところが、見つかった死体は浮気相手
のものでした。夫は逃亡し、新婚旅行で同じロッジ 福岡工業大学
エクステンションセンター
に滞在していた女性がその逃亡に巻き込まれま
す。シナリオを使って、このモンローウォークを生 (本部棟1階)
み出したサスペンスドラマのセリフが全部わかる [JR福工大前駅 徒歩5
経験をしてみませんか。楽しく学んで聞き取れる 分]
※ご受講前にご見学をお
会話と使える表現を増やしていきましょう。
願いしております。【申込
方法】をご参照ください。
講師：堀内 宜子(元大学講師)
(要:予約)

対象・定員・参加料
対象：一般市民
定員：10人
参加料：30,000円
(全20回)
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
金:2,000円)
※テキストは初回販
売『ナイアガラ』
（NIAGARA）

公開講座⑥「英語コミュニケーション 初 10月17日～11月14日 対象：一般
毎週月曜日
定員：24人
級」
全5回
18：30～20：00

参加料：5，000円
（全5回分）
このコースでは、受講者が一般的な日常の状況で
使用テキストを講座
の英語コミュニケーションの基本的な理解を得る 西南コミュニティーセン 開始までに各自ご用
ことをサポートします。実践的な英語コミュニケー ター（西南学院大学内）
意ください：
ションの基礎を学びたい方におすすめです。この ※新型コロナウイルス感 『Expanding
コースでは、挨拶、カジュアルトーク、計画、旅行、 染拡大の状況によって
Tactics for
性格タイプ、過去のイベントなどのトピックに関連 は、開講方式を変更、もし Listening Third
する簡単な英語の語彙と英語コミュニケーション くは不開講となる場合が Edition』 (教科書
の練習を紹介します。
の前半から選んだユ
あります。
ニットを勉強します。)
講師：ダタール・ニティン（非常勤講師）
By Jack C.
Richards with
Grant Trew、
Oxford
University
Press、ISBN：
978019401386
4

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

申込方法：ホームページ「お申込フォー
ム」からお申込ください。
※E-mail、ハガキ、お電話でのお受付は
いたしておりません。
申込期間：8月18日（木）～9月25日
（日）※定員になり次第終了

学校法人西南学院 社会連
携課(西南コミュニティーカ
レッジ事務局)
〒814-8511
福岡市早良区西新6-2-92
TEL 092-823-3612
FAX 092-823-3172
E-Mail : swext@seinan-gu.ac.jp

10月17日～12月19
日、2023年1月16日・
23日、2月6日～2月20
初心者より少しレベルアップした、英語をやり直し
日
たい方のための講座です。テキストを使いながら
毎週月曜日(全15回)
日常生活や旅行、趣味など様々な英語表現を学び
13:30～15:00
ます。リスニング練習を中心に、もう一度楽しく英
語を学びましょう。
福岡女学院大学 生涯学
習センター
講師：小野寺 Gary（生涯学習センター講師）
福岡市南区曰佐3-42-1
交通手段：西鉄電車「井
尻」下車、西鉄バス45番
系統乗車「福岡女学院
前」下車。JR鹿児島線「南
福岡」下車、西鉄バス45
番系統乗車「福岡女学院
前」下車。

対象：一般市民
参加料：24,000円
(全15回)
テキスト代：3,000
円程度

申込方法：HPお申し込みフォームまたは
お電話にてお申し込みください。FAX・
Eメールの方は、希望講座名・氏名・住
所・電話番号を記して問い合わせ先に申
し込んでください。
申込期間：先着順で随時受け付けます。
※1回(複数講座お申 また、講座途中からも受講していただけ
込可)のお申込みに ます。
つき事務手数料300 ※見学もお受け致します。お電話にてお
申し込みください。
円別途要

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

英語の音読で能力パワーアップ
Charlotte Brontё:Jane Eyre

対象：一般市民
定員：15人
参加料：9,600円(全
6回)
教材費：400円
テキスト代：1,500円
程度

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

もう1度!やり直し英会話

Jane Eyre! この短い名前に込められた強い意
志と情熱に生きる女性の物語です。的確な自己分
析と状況判断。理性と情熱の壮絶な絡み合い。
1847年の作品とは思えないほど、新しい生き方
の女性像に心を奪われます。 英文も、意外と思え
るほど現代的です。
講師：板倉 武子（福岡女学院大学 名誉教授）

10月19日、11月2日・
16日、12月7日、2023
年1月18日、2月1日
各水曜日(全6回)
10：30～12：00
福岡女学院大学 学内施
設
福岡市南区曰佐3-42-1
交通手段：西鉄電車「井
尻」下車、西鉄バス45番
系統乗車「福岡女学院
前」下車。JR鹿児島線「南
福岡」下車、西鉄バス45
番系統乗車「福岡女学院
前」下車。

※1回(複数講座お申
込み可)のお申込み
につき、事務手数料
として300円が別途
必要。
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申込方法：HPお申し込みフォームまたは
お電話にてお申し込みください。FAX・
Eメールの方は、希望講座名・氏名・住
所・電話番号を記して問い合わせ先に申
し込んでください。

講座イベント名・内容

福岡女子大学2022年度公開講座「お
もてなし英語(初級)」
2021年度開講の「はじめてのおもてなし英語」の
第2弾です。今回は初級者を対象とした講座です。
「共につくる」をテーマに、簡単な料理やモノをつ
くる（作る・創る）際に使える英語を発話しながら
学びます。
＊2021年度の講座を受講されていない方にも
ご受講いただける内容です。
講師：田上 優子（言語教育センター講師）

日時・曜日／会場
11月11日（金）
10：00～11：30

対象・定員・参加料
対象：英語初級者
参加料：500円
※高校生無料

福岡女子大学地域連携セ
ンター2Fセミナー室2
〒813-8529
福岡市東区香住ヶ丘11-1
＊JR香椎駅から徒歩約
18分
＊西鉄香椎駅から徒歩約
15分 香椎花園前駅から
徒歩約10分
＊西鉄バス「福岡女子大
前」下車すぐ（系統：21、
21A、23、26、26A）

公開講座⑦「英語コミュニケーション 中 11月21日～12月19日 対象：一般
定員：24人
毎週月曜日
級」
このコースは、初級レベルの英語コミュニケーショ
ン能力をお持ちの方で、さらにその能力を高めた
い方におすすめです。このコースの目的は、受講者
が以前の英語学習で習得した英語コミュニケー
ションスキルを身に付けることを支援することで
す。テレビと国際問題、都市、特別な日、有名人、
食べ物と栄養などのトピックに関連する中級レベ
ルの英語の語彙と英語のコミュニケーション演習
を紹介します。
講師：ダタール・ニティン（非常勤講師）

福岡女子大学2022年度公開講座「A
Tour of Some of the UK's
Beautiful Places」

参加料：5，000円
（全5回分）
使用テキストを講座
西南コミュニティーセン 開始までに各自ご用
意ください：
ター（西南学院大学内）
※新型コロナウイルス感 『Expanding
Tactics for
染拡大の状況によって
は、開講方式を変更、もし Listening Third
くは不開講となる場合が Edition』 (教科書
の後半から選んだユ
あります。
ニットを勉強します。)
By Jack C.
Richards with
Grant Trew、
Oxford
University
Press、ISBN：
978019401386
4
全5回
18：30～20：00

12月17日（土）
13：30～15：00

対象：英検2級以上も
しくはそれと同等以
上の英語力をお持ち
福岡女子大学地域連携セ の方
定員：30人
ンター2Fセミナー室2
This lecture will be in easy-to参加料：500円
〒813-8529
understand English. Due to Covid-19, 福岡市東区香住ヶ丘1※高校生無料
we cannot go on overseas trips.
1-1
Instead, let's have a virtual tour with a ＊JR香椎駅から徒歩約
British guide. Nigel will show you some 18分
of the best places to visit in the UK
＊西鉄香椎駅から徒歩約
and recommend where to go on your
15分 香椎花園前駅から
next trip. However, he also hopes that 徒歩約10分
you will learn a little about the
＊西鉄バス「福岡女子大
sometimes dark or difficult history or
前」下車すぐ（系統：21、
those places.
21A、23、26、26A）
講師：Nigel STOTT（言語教育センター教授）
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申込方法・申込期間・申込先

問合せ

申込方法：E-mail、FAX、ハガキのいず
れかに、次の①～⑥をご記入の上、問合
せ先までお申し込みください。お電話で
も受け付けております。
①講座タイトル
②氏名（フリガナ）
③住所
④電話番号
⑤年齢
⑥FAX番号（FAXでお申し込みの方）
※受講票は発行しておりません。

福岡女子大学
〒813-8529
福岡市東区香住ヶ丘1-1-1
TEL 092-661-2728
FAX 092-692-3220
E-Mail : crenkei4@fwu.ac.jp

申込方法：ホームページ「お申込フォー
ム」からお申込ください。
※E-mail、ハガキ、お電話でのお受付は
いたしておりません。
申込期間：8月18日（木）～10月30日
（日）
※定員になり次第終了

学校法人西南学院 社会連
携課(西南コミュニティーカ
レッジ事務局)
〒814-8511
福岡市早良区西新6-2-92
TEL 092-823-3612
FAX 092-823-3172
E-Mail : swext@seinan-gu.ac.jp

申込方法：E-mail、FAX、ハガキのいず
れかに、次の①～⑥をご記入の上、問合
せ先までお申し込みください。お電話で
も受け付けております。
①講座タイトル
②氏名（フリガナ）
③住所
④電話番号
⑤年齢
⑥FAX番号（FAXでお申し込みの方）
※受講票は発行しておりません。

福岡女子大学
〒813-8529
福岡市東区香住ヶ丘1-1-1
TEL 092-661-2728
FAX 092-692-3220
E-Mail : crenkei4@fwu.ac.jp

講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

中国語講座

10月3日～2023年3月
13日
月曜日(全18回)
このクラスでは、中国語の音読、語彙の使い方、文
10:00～11:30
の表現を習得しながら、様々な場面で応用できる
会話能力及びリスニング能力を高めることを目標
福岡工業大学
とします。みんなで楽しく学びながら、中国語力を
エクステンションセンター
身につけていきましょう！
(本部棟1階)
[JR福工大前駅 徒歩5
講師：青山 祐子(専門学校非常勤講師、通訳・翻訳
分]
業)
※ご受講前にご見学をお
願いしております。【申込
方法】をご参照ください。
(要:予約)

対象：一般市民
受講レベル：中国語の
学習経験のある方
定員：12人
参加料：27,000円
(全18回)
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
金:2,000円)
※テキストは講師よ
りご案内

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

慎先生の韓国語講座 初級Ⅰ

10月3日～2023年3月
27日
月曜日(全20回)
まだまだ続く韓流ブーム！言葉がわかるともっと
10:00～11:30
楽しめます。学びやすい外国語と言われている韓
国語は、語順も表現も日本語と最も近い言葉で
福岡工業大学
す。このコースは「正確な発音と基本文型を学習
エクステンションセンター
し、いろいろな基本会話を身につける」ことを目指
(本部棟1階)
しています。やってみることから出会いが始まりま
[JR福工大前駅 徒歩5
す！
分]
※ご受講前にご見学をお
講師：慎 順花(筑紫女学園大学非常勤講師、福岡
願いしております。【申込
ハングル学校講師)
方法】をご参照ください。
(要:予約)

対象：一般市民
受講レベル：基本的な
読み書きができる
方、基礎からもう一度
と思う方
定員：12人
参加料：25,000円
(全20回)
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
金:2,000円)
※テキストは講師よ
りご案内

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

慎先生の韓国語講座 初級Ⅱ

対象：一般市民
受講レベル：基本文型
や文法が理解できて
基本的な会話ができ
る方
定員：12人
参加料：25,000円
(全20回)
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
金:2,000円)
※テキストは講師よ
りご案内

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

【語学（中国語/韓国語）】

10月3日～2023年3月
27日
月曜日(全20回)
11:40～13:10

異文化も言葉が分かればもっと楽しめます。韓国
語は、語順も表現も日本語と最も近い言葉です。
このコースは、「正確な発音と文型をしっかり学習
福岡工業大学
し、日常会話を身につける」ことを目指していま
エクステンションセンター
す。バランスよい学習で自信をつけていきましょ
(本部棟1階)
う！
[JR福工大前駅 徒歩5
分]
講師：慎 順花(筑紫女学園大学非常勤講師、福岡
※ご受講前にご見学をお
ハングル学校講師)
願いしております。【申込
方法】をご参照ください。
(要:予約)

金先生の韓国語講座 初級

10月5日～2023年3月
15日
水曜日(全12回)
15:30～17:00

対象：一般市民
定員：14人
参加料：18,000円
この講座では本場の人気声優たちによる生きた
(全12回)
韓国語を聞きながらリスニング&リーディング力
※FIT講座は会員制
を鍛えます。
です。(別途:入会
福岡工業大学
また韓国の社会と文化に関連した短い文章を読
エクステンションセンター 金:2,000円)
み、その内容について話しながら旬な韓国語や表
※テキストは講師よ
(本部棟1階)
現も身につけます。苦手な発音や文法もリズムに
[JR福工大前駅 徒歩5 りご案内
乗って話すと楽しくなりますよ。一緒に韓国語で
分]
楽しく話し合いましょう！
※ご受講前にご見学をお
願いしております。【申込
講師：金 智淑(LoveFM DJ、筑紫女学園大学非
方法】をご参照ください。
常勤講師)
(要:予約)
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

慎先生の韓国語講座 中級Ⅰ

10月6日～2023年3月
30日
木曜日(全22回)
基本的な表現、文型や文法をアップグレードし、場
15:00～16:30
面に合う様々な日常会話を身につけることを目指
しています。テーマに合うスピーチなどを通してコ
福岡工業大学
ミュニケーション能力を高めていきます。苦手な発
エクステンションセンター
音や文法もやさしく身につけることが出来ます。
(本部棟1階)
[JR福工大前駅 徒歩5
講師：慎 順花(筑紫女学園大学非常勤講師、福岡
分]
ハングル学校講師)
※ご受講前にご見学をお
願いしております。【申込
方法】をご参照ください。
(要:予約)

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

対象：一般市民
受講レベル：基本文型
や文法が理解できて
日常会話ができる方
定員：12人
参加料：27,500円
(全22回)
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
金:2,000円)
※テキストは講師よ
りご案内

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

慎先生の韓国語講座 中級Ⅱ

10月6日～2023年3月
30日
木曜日(全22回)
19:00～20:30

対象：一般市民
受講レベル：いろいろ
な場面での日常会話
読み・書き・話す・聞き取りの能力をバランスよく
ができる方
アップグレードさせ、日常生活で使われる様々な
定員：12人
実用会話を身につけることを目指して進めていき
参加料：27,500円
福岡工業大学
ます。作文の発表、ペアでの会話練習やテーマに
エクステンションセンター (全22回)
合うスピーチ、などを通してコミュニケーション能
※FIT講座は会員制
(本部棟1階)
力を更に高めていきます。
[JR福工大前駅 徒歩5 です。(別途:入会
金:2,000円)
分]
講師：慎 順花(筑紫女学園大学非常勤講師、福岡
※ご受講前にご見学をお ※テキストは講師よ
ハングル学校講師)
願いしております。【申込 りご案内
方法】をご参照ください。
(要:予約)

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

慎先生の韓国語講座 上級

10月6日～2023年3月
30日
木曜日(全22回)
10:30～12:00

対象：一般市民
受講レベル：フリー
トーキングを目指す
様々なテーマに沿った表現力と、よりレベルの高
方
い語彙と文法、知らなければ間違える韓国的な表
定員：12人
現などを学びます。テーマを定め会話する、作文し
参加料：27,500円
福岡工業大学
て発表する、聞いて通訳するなど、さまざまな学
エクステンションセンター (全22回)
習を通じて実力を積んでみませんか?
※FIT講座は会員制
(本部棟1階)
[JR福工大前駅 徒歩5 です。(別途:入会
講師：慎 順花(筑紫女学園大学非常勤講師、福岡
金:2,000円)
分]
ハングル学校講師)
※ご受講前にご見学をお ※テキストは講師よ
願いしております。【申込 りご案内
方法】をご参照ください。
(要:予約)

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

慎先生の韓国語フリートーキング講座

10月6日～2023年3月
30日
木曜日(全22回)
13:00～14:30

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

知れば知るほど難しくなる韓国語!その隠れた意
味まで分かったなら、あなたはプロになれます。
より洗練された表現、実用的な表現などを習得し
福岡工業大学
て今まで積み上げてきた実力を発揮してみません
エクステンションセンター
か?
(本部棟1階)
[JR福工大前駅 徒歩5
講師：慎 順花(筑紫女学園大学非常勤講師、福岡
分]
ハングル学校講師)
※ご受講前にご見学をお
願いしております。【申込
方法】をご参照ください。
(要:予約)

対象：一般市民
受講レベル：フリー
トークができる方。通
訳の訓練などをした
い方。
定員：12人
参加料：27,500円
(全22回)
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
金:2,000円)
※テキストは講師よ
りご案内
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

10月11日～12月13
日、2023年1月17日・
24日、2月7日・14日 各
前回からの続きです。
火曜日 (全14回)
私たちがほんの少し前まで使っていた多くのもの
10:30～12:00
は、江戸時代からのものでした。また、道路や船之
路などの社会基盤が整いました。よく知られた人
福岡女学院大学 生涯学
物が現れ、また庶民が力強さを発揮します。じっく
習センター
り学びましょう。
福岡市南区曰佐3-42-1
交通手段:西鉄電車「井
講師：木村 隆久(元福岡女学院中高 教諭)
尻」下車、西鉄バス45番
系統乗車「福岡女学院
前」下車。JR鹿児島線「南
福岡」下車、西鉄バス45
番系統乗車「福岡女学院
前」下車。

対象：市民一般
定員：30人
参加料：21,000円
(全14回)
教材費:400円
テキスト代:1,700円
程度
※1回(複数講座お申
込可)のお申込みに
つき事務手数料300
円別途要

申込方法：電話でお問い合わせくださ
い。Eメールの方は、氏名・住所・電話番
号を記して問い合わせ先に申し込んでく
ださい。
申込期間：先着順で随時受け付けます。
また、講座途中からも受講していただけ
ます。
※見学もお受け致します。お電話にてお
申込ください。

福岡女学院大学生涯学習セ
ンター
〒811-1313 福岡市南区
曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

福岡女子大学2022年度公開講座「古
文書で見る江戸時代の京都ー朝廷と京
都ー」

10月19日（水）
15：00～16：30

対象：どなたでも
参加料：500円
※高校生無料

申込方法：E-mail、FAX、ハガキのいず
れかに、次の①～⑥をご記入の上、問合
せ先までお申し込みください。お電話で
も受け付けております。
①講座タイトル
②氏名（フリガナ）
③住所
④電話番号
⑤年齢
⑥FAX番号（FAXでお申し込みの方）
※受講票は発行しておりません。

福岡女子大学
〒813-8529
福岡市東区香住ヶ丘1-1-1
TEL 092-661-2728
FAX 092-692-3220
E-Mail : crenkei4@fwu.ac.jp

X線で紐解く油山

10月29日（土）
10:00～11：30

対象：一般・学生
定員：100人
参加料：無料

申込方法：ウェブサイトからの申し込みが
できますが電話でも可。
電話：092-715-9123
FAX：092-751-4098
メール：fukudai@jbn.jtb.jp
URL：https://amarysjtb.jp/fukuniversity/
受付時間：10:00～17:00（土・日・祝祭
日除く）
申込期間：8月16日より先着順で受け付
けします。
申込先：福岡大学市民カレッジ受付係
問い合わせ先（委託先）：株式会社 JTB
福岡支店

福岡大学市民カレッジ受付
係
〒810-0072
福岡市中央区長浜1-1-35
新KBCビル5階 (JTBビジ
ネストランスフォーム内)
TEL 092-715-9123
FAX 092-751-4098
E-Mail :
fukudai@jbn.jtb.jp

申込方法：本学ホームページからの申込
と同時に、YouTubeチャンネルのURL
が送信されますので、そちらからご視聴
ください。
申込期間：11月1日（火）～2023年1月
31日（火）
（※視聴期間と同じ）
申込先：本学ホームページ「公開講座・地
域連携イベント」
https://www.nakamurau.ac.jp/research/openseminar/

中村学園大学・短期大学部
連携推進部「公開講座」係
〒814-0198
福岡市城南区別府5-7-1
TEL 092-851-5579
FAX 092-851-2578

【歴史・郷土】
教科書から学ぶ日本史入門

福岡女子大学地域連携セ
ンター2Fセミナー室2
江戸時代の朝廷は幕藩国家に重要な役割を果た 〒813-8529 福岡市
しましたが、京都のまちにも重要な存在でもあり 東区香住ヶ丘1-1-1
ました。古文書を通して朝廷と京都の行政・町人の ＊JR香椎駅から徒歩約
関係を考えます。
18分
＊西鉄香椎駅から徒歩約
講師：スウェン ホルスト（国際教養学科教授）
15分 香椎花園前駅から
徒歩約10分
＊西鉄バス「福岡女子大
前」下車すぐ（系統：21、
21A、23、26、26A）

～油山山麓砂鉄の化学～
福岡大学が所在する油山山麓周辺には、大牟田古
墳群や太平寺遺跡などの古代の製鉄関連遺跡が
発見されています。講師は、油山山麓周辺におけ
る古代鉄生産の全容解明を目指して、製鉄原料の
候補であるこの地域の砂鉄をX線分析で調査して
います。X線分析は、肉眼ではわからない試料の
特徴、例えば、試料を構成する成分やその構造と
いった化学的な情報を詳細に捉えることができる
ので、歴史資料の産地や原料の推定には欠かせま
せん。
この講座では、油山山麓周辺の製鉄関連遺跡につ
いてお話した後、化学成分の調査に用いたX線分
析の原理や特徴を概説します。次に、実例として、
油山山麓周辺での砂鉄試料の採集～化学成分の
X線分析までの一連の研究成果をご紹介します。
最後に、他の地域の砂鉄と比較することで、油山
山麓の砂鉄の化学成分が持つ独自の特徴をまと
めます。

福岡大学 (福岡市城南区
七隈八丁目19番1号)
地下鉄七隈線「福大前
駅」下車

講師：市川 慎太郎（理学部助教）

「江戸時代の庶民の暮らし -江戸、そし
て、ちょこっと福岡-」

11月1日（火）～2023年 対象：一般
1月31日（火）の間でご 定員：なし
視聴ください。
参加料：無料(通信費
はご自身の負担にな
時代小説やテレビでの時代劇、当時の様子がよく 30分～45分程度(予
ります)
描かれてますが、どうしても武士を中心とした物 定)の講座です。
が多い気がします。それでは、その時代の庶民は オンライン講座のため、ご
どんな暮らしをしていたのでしょうか？長屋、歳時 自宅等で受講できます。
記、娯楽、経済、教育、そのような江戸の町の庶民
の暮らしを見てみると、そこには生き生きとした
人々の暮らしが見えてきます。そうしたお話がで
きればと考えています。そして、そのころの福岡
は、どんな様子だったのかについても、少しお話が
できればと思います。
講師：岸川 公紀（短期大学部キャリア開発学科教
授 ）［専門分野：簿記会計・商業］
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

令和4年度 九州大学大学院比較社会文 11月5日（土）
13：00～17：00
化研究院 公開講座
意外な歴史の事実!
歴史教科書で学ぶ歴史像が、最新の歴史研究の成
果と異なっていることはよく知られています。教
科書の記述に最新の成果が反映さ れるまでに時
間がかかるためです。歴史研究とは、史料を丹念
に読み込むことで構築されていますが、その際、
史料の嘘に騙されないように注意しなければなり
ません。 歴史研究者は、多様な史料の特徴を丁寧
に吟味しつつ、歴史像を構築しています。本講座
では、最新の歴史研究の成果にもとづきつつ、歴
史像の虚実や、意外な歴史的事実に光をあてるこ
とで、教科書では学ぶこと ができない歴史の真実
に迫ります。

対象：興味のある方
ならどなたでも結構
です。
オンライン（Zoom）での 定員：35人
参加料：500円
開催

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

申込方法：申込フォームからお申し込み
ください。
申込期間：8月1日（月）～9月30日（金）
申込先：
https://forms.office.com/r/zcu
dBtqc40

九州大学人文社会科学系事
務部総務課庶務第二係
〒819-0395
福岡市西区元岡744
TEL 092-802-6306
FAX 092-802-6390
E-Mail :
jbssyomu2@jimu.kyus
hu-u.ac.jp

【講師】
第1回 見直される「国風文化」 伊藤 幸司（比較
社会文化研究院 教授）
第2回 『黒田家譜』における歴史の虚と実 中野
等（比較社会文化研究院 教授）
第3回 修猷館出身のスパイ ～西川一三のチベッ
ト潜入記～ 小林 亮介（比較社会文化研究院 准教
授）

考古学講座

①11月19日（土）
②1月14日（土）
③3月18日（土）

対象：どなたでも
詳細は市政だよりおよび市ホームページ 福岡市埋蔵文化財センター
定員：市政だよりおよ でお知らせします。
〒816-0081
び市ホームページで
福岡市博多区井相田2丁目
お知らせします
1-94
参加料：各回とも無
TEL 092-571-2921
料
FAX 092-571-2825
E-Mail : maibunc.EPB@city.fukuoka.l
g.jp

12月11日（日）
10:00～12:00、
13:00～15:00

定員：当日先着80人 申し込み不要です。
(随時受付)
参加料：無料

福岡市博物館
〒814-0001
福岡市早良区百道浜3丁目
1-1
TEL 092-845-5011
FAX 092-845-5019

対象：一般
定員：50人
参加料：2,000円（全
3回）

九州産業大学
〒813-8503
福岡市東区松香台2-3-1
TEL 092-673-5495
FAX 092-673-5599
E-Mail :
gakugairenkei@ml.ky
usan-u.ac.jp

海と山がおりなす歴史
①奈良時代の海と山、マネジメントのはじまり
福岡市埋蔵文化財セン
赤司善彦氏（大野城心のふるさと館）
ター
②中世博多のチャイナタウンと航海目標となった
山々―油山・首羅山・若杉山・脊振山― 桃崎祐輔
氏（福岡大学人文学部）
③発掘調査総まくり・保存処理成果報告 福岡市
文化財活用部職員

みんなのミュージアム「ヌノノワーク
ショップ」

福岡市内では、早良区有田遺跡から国内最古と考 福岡市博物館 1階 講座
えられる絹が付着した銅戈（どうか）や、博多区雀 室1
居（ささい）遺跡から布送具や紡錘車（ぼうすい
しゃ）が出土するなど、古代の布に関わる遺跡や文
化財が多数存在します。また、国指定伝統的工芸
品に指定される博多織は、現在でも郷土を代表す
る工芸品のひとつです。以上をふまえ、本ワーク
ショップでは「布」をテーマに郷土の歴史や文化の
魅力を学びながら、機織り具を用いた原始的な布
づくりを体験できます。

【人権・男女共同参画】
格差・公正・正義【全3回】
1.「正義」をどう捉えるか
2.「格差」をどうひょうどう評価するか
3.「格差」はしゃか社会に何をもたらすか

10月3日（月）、17日
（月）、24日（月）
13：40～15：20
九州産業大学内

講師：髙橋 主光（経済学部経済学科講師）
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申込方法：インターネット（申込フォーム）
からお申し込みください。
https://www.kyusanu.ac.jp/guide/efforts/relation/
openlec/「九州産業大学公開講座」で
検索
申込期間：8月26日（金）11：00～9月
23日（金・祝）17：00
※本講座は【先着順】です。定員に達した
際には、申込を終了いたします。なお、受
付完了した方へは講座の約1週間前まで
に受講票をお送りします。
申込先：九州産業大学 総務部学外連携
課 公開講座係
〒813-8503 福岡市東区東区松香台
2丁目3-1
TEL:092-673-5495 FAX:092673-5599
Email:gakugairenkei@ml.kyusanu.ac.jp

講座イベント名・内容

令和4年度 南区人権を考えるつどい
「好感・共感・親近感が人権力を育む ～全国水平
社100周年を迎えさらなる同和問題の解決をめ
ざして～」
子どもをめぐる教育課題や同和問題について、関
西外国語大学教授で人権教育思想研究所長の明
石一朗さんが講演を行います。教師として子ども
とかかわり気づいた事例をはじめ、引き込まれる
エピソードやユーモア豊富に分かりやすくお話しま
す。リニューアルオープンした南市民センターで人
権意識を高めてみませんか。

日時・曜日／会場
10月6日（木）
14：00～15：30
（13：30開場）

対象・定員・参加料
定員：先着400人
※事前申込み必要
参加料：無料

南市民センター文化ホー
ル
（福岡市南区塩原2-82）

女性は理数系が弱い !? ～「男らしさ」 12月17日（土）
「女らしさ」というジェンダー・ステレオタ 10：00～11：30
イプの社会心理学
福岡工業大学

申込方法・申込期間・申込先
申込方法：メール、はがき、FAXのいず
れかで、 氏名（ふりがな）と電話番号を
明記してお申込みください。
申込先：南区生涯学習推進課
〒815-8501
福岡市南区塩原3-25-1
メール: msimin@city.fukuoka.lg.jp
TEL: 092-559-5172
FAX: 092-562-3824

問合せ
南区生涯学習推進課
〒815-8501
福岡市南区塩原3-25-1
TEL 092-559-5172
FAX 092-562-3824
E-Mail : msimin@city.fukuoka.lg
.jp

対象：一般市民
定員：対面50人 オ
ンライン50人
参加料：無料

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

参加料：無料

申し込み不要です。

九州大学総合研究博物館フ
ジイギャラリー
〒819-0395
福岡市西区元岡744
TEL 092-802-6973
E-Mail :
fujiigallery@jimu.kyus
hu-u.ac.jp

申込方法：HPお申込フォームまたはお電
話にてお申し込みください。FAX・Eメー
ルの方は、希望講座名・氏名・住所・電話
番号を記して問い合わせ先に申し込んで
ください。
申込期間：先着順で随時受け付けます。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

エクステンションセンター
「女性は気配りができる」「男性は育児に向いてい
ない」等、性別というカテゴリーに対する固定観念
のことを「ジェンダー・ステレオタイプ」といいま
す。ステレオタイプは他者に対する偏見や差別につ
ながることがあるだけでなく、人の成績にも影響
することが社会心理学の研究で明らかになってい
ます。ステレオタイプに関する科学的な知見を紐解
き、自分が無意識に持っているジェンダーに対す
る固定観念から自由になりましょう。
講師：吉原 克枝（福岡工業大学短期大学部 教授）

【自然科学】
フジイギャラリー夏季企画展示「昆虫学
ミニアチュール」
九州大学の昆虫学は100年近い歴史をもち、現在
でも日本の昆虫研究の中核を担っています。とく
に分類学においては、数々の論文を出版するとと
もに、日本を代表する研究者を多数輩出してきま
した。分類学の論文では形態の説明に手描きの図
が使われることが通例ですが、研究者はその作図
に魂を込めています。精緻な原図は、科学的な意
味のみならず、美術的にも高い価値を持っていま
す。この展示では、古い時代に出版された細密画
から最新の図鑑の写真、さらには戦前の昆虫標本
などを展示します。とくに美術的にも高い価値を
持つ原図は必見です。

発見☆大人の科学!

8月18日～10月31日
10:00～17:00
（土・日・祝日を除く）
九州大学伊都キャンパス
（センターゾーン）フジイ
ギャラリー
※当ギャラリーへは、公
共交通機関でお越しくだ
さい。

10月14日、11月11日、
12月9日 (全3回)
第2金曜日
10:30～12:00

対象：一般市民
参加料：4,500円(全
3回)
毎回テーマを変え、ご家庭でも準備できる物を
教材費：300円
使って、簡単な実験等を行いながら、私たちの身
※1回(複数講座お申
近にある科学の楽しさを味わっていただきます。
福岡女学院大学 学内施 込可)のお申込みに
この講座で学んだことを、お子さんに自慢して、ご
つき事務手数料300
設
家庭での話題作りにされませんか？
福岡市南区曰佐3-42-1 円別途要
テーマ（仮）： 「光の実験」「色の実験」「電気の実
交通手段:西鉄電車「井
験」
尻」下車、西鉄バス45番
系統乗車「福岡女学院
講師：石井 健作(子ども発達学科 講師)
前」下車。JR鹿児島線「南
福岡」下車、西鉄バス45
番系統乗車「福岡女学院
前」下車。
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

対象：一般市民
定員：対面50人 オ
ンライン50人
参加料：無料

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

対象：一般市民
定員：対面50人 オ
ンライン50人
参加料：無料

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

対象：学校の教員、教
職を目指す方、本プ
ログラムに興味があ
る全ての方
定員：30人（最少開
講人数：15名）
※申し込みは先着順
に受付
参加料：10,000円
（税込）
※今回は特別に講座
手数料他も含みま
す。

申込方法：HPお申し込みフォームまたは
電話でお申し込みください。FAX・E
メールの方は、希望講座名・氏名・住所・
電話番号を記して問い合わせ先に申し
込んでください。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

【自然保護・環境問題】
FIT講座 特別講演
【第1部】 SDGs(持続可能な開発目標)
について【第2部】 環境配慮の「見える
化」～わたしたちの生活と環境ラベル

11月3日（木・祝）
【第1部】10：00～10：
45
【第2部】11：00～12：
30

【第1部】SDGsとは、「誰一人取り残さない」持続 福岡工業大学
エクステンションセンター
可能な社会の実現を目指し、2015年の国連サ
ミットで採択された国際目標です。
福岡市はSDGｓの理念と方向性を一にする
「経済的な成長と安全・安心で質の高い暮らしの
バランスが取れた、コンパクトで持続可能な都市」
を目指し、まちづくりを進めています。
この講座では、SDGsの概要や福岡市における
SDGsの推進についてご紹介します。
SDGsに貢献できることを考え、自分にできるこ
とを見つけていきましょう。
【第2部】SDGs（持続可能な開発目標）には、気候
変動への対応や廃棄物の削減など環境問題への
取り組みを促すものがあります。しかし、環境への
配慮とはどのようなものなのか、わたしたちの身
の回りにある環境配慮をうたっている製品・サー
ビスは本当に信頼できるものなのでしょうか。本
講座では、わたしたちの生活との関わりの中で、
環境配慮を明確な基準のもとに「見える化」する役
割を果たす環境ラベルについて考えます。
講師
【第1部】福岡市 総務企画局 企画調整部
【第2部】渡邉 智明（社会環境学部 社会環境学科
学科長・教授）

海や川の生態系を評価する技術 ～自然 12月3日(土)
のめぐみを持続的に利活用するために 10：00～11：30
福岡工業大学
海や川の生態系サービス（自然のめぐみ）を持続 エクステンションセンター
的に利活用するためには、海や川の生態系を適切
に調査・観測し、生態系の状況を評価した上で、保
全・管理をおこなうことが必要です。私はこれま
で、海や川の生物や物理環境の調査手法や、生態
系の評価手法について研究を進めてきました。今
回の講座では、それらの技術（環境DNA分析，
GISを用いた空間解析等）を時間の許す限り紹介
していきたい思います。
講師：乾 隆帝（社会環境学部社会環境学科教授）

【パソコン・IT・科学技術】
【履修証明プログラム】教員人材育成プ
ログラム:授業でのGoogle
Workspaceの活用 初級編

9月24日～2023年3
月4日
指定する土曜日：全15日
（30コマ）
①13時45分～15時15
［オンライン講座］
分
教員養成課程を設置する文系大学である本学が ②15時30分～17時
提供するプログラム。初心者を対象に基礎知識か ※1日2コマ
ら分かりやすく解説、実習も多く取りいれて、オン
ライン形式で実施します。本学 教職支援センター 福岡女学院大学 地域・国
長 相良 誠司（統括）、メディア情報課長 田代 勢が 際交流センター（生涯学
サポートします。また、現職教員かつGoogle 認 習）
定教育者 （Google Educator Groups
※1日目の対面授業場所
Fukuoka City）でもある5名の先生方の実践プ の詳細は、別途お知らせ
ログラムです。
いたします。
※2回目以降はオンライ
ン講座です。(Google
meet 利用）
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申込方法・申込期間・申込先

問合せ

トラブルを体験して対処法を学ぼう!初
めてのZoom講座

講座イベント名・内容

10月14日・21日・28日
(各金曜)
(全3回)
16:00～17:00

日時・曜日／会場

対象：一般市民
参加料：3,600円(全
3回)
教材費：300円
遠隔地の友達や家族の顔を見て話しをしたい！仕
※1回(複数講座お申
事のためにZoomを覚えたい！という方向けの 福岡女学院大学 学内施 込可)のお申込みに
講座。発生トラブルへの対応方法を実演で学びま 設
つき事務手数料300
す。一緒に解決しながらZoomを理解し、楽しみま 福岡市南区曰佐3-42-1 円別途要
しょう。
交通手段:西鉄電車「井
尻」下車、西鉄バス45番
講師：田代 勢 (福岡女学院大学メディア情報課 課 系統乗車「福岡女学院
長) ほか
前」下車。JR鹿児島線「南
福岡」下車、西鉄バス45
番系統乗車「福岡女学院
前」下車。

申込方法：HPお申込フォームまたはお電
話にてお申し込みください。FAX・Eメー
ルの方は、希望講座名・氏名・住所・電話
番号を記して問い合わせ先に申し込んで
ください。
申込期間：先着順で随時受け付けます。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

インターネットを正しく理解!初級講座
【対面/オンライン(Zoom) 講座】

11月4日・11日・25日
(各金曜日)
(全3回)
16:00～17:00

対象：一般市民
参加料：3,600円(全
3回)
教材費：300円
※1回(複数講座お申
込可)のお申込みに
つき事務手数料300
円別途要
準備いただくもの（オ
ンライン受講の方）：
カメラマイク内蔵の通
信機器（パソコン/タ
ブレット/スマートフォ
ンなど） および 通信
環境
※対面受講の方もご
自身のデバイス持ち
込み可能

申込方法：HPお申込フォームまたはお電
話にてお申し込みください。FAX・Eメー
ルの方は、希望講座名・氏名・住所・電話
番号を記して問い合わせ先に申し込んで
ください。
申込期間：先着順で随時受け付けます。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

対象：一般
参加料：3,600円(全
3回)
Adobe Illustrator の入門操作を一緒に学びま
教材費：300円
す。一人で始めるのはちょっと難しそう～、という
福岡女学院大学 学内施 ※1回(複数講座お申
人を対象にした初心者向けの講座です。
込可)のお申込みに
設
Illustratorはリーフレット・地図・名刺などの作
福岡市南区曰佐3-42-1 つき事務手数料300
成・編集やイラストを描くことができる、デザイン
円別途要
交通手段:西鉄電車「井
系企業必須アイテムです。本講座では、ペンツール
尻」下車、西鉄バス45番
の使い方から始め、バージョンに左右されない重
系統乗車「福岡女学院
要ツールを初歩から学びます。
前」下車。JR鹿児島線「南
福岡」下車、西鉄バス45
講師：金藤 完三郎(福岡女学院大学 教授)
番系統乗車「福岡女学院
前」下車。

申込方法：HPお申し込みフォームまたは
電話でお申し込みください。FAX・E
メールの方は、希望講座名・氏名・住所・
電話番号を記して問い合わせ先に申し
込んでください。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

申込方法：ページからお申し込み下さ
い。先着順、定員になり次第終了
※mail、ハガキ、お電話でのお受付はい
たしておりません。
〈ブラウンバックセミナー案内ページ〉
https://q-aos.kyushuu.ac.jp/events_cat/events-bbs/

九州大学
〒819-0395
福岡市西区大字元岡744
TEL 092-802-2603
E-Mail :
aoevent@jimu.kyushu
-u.ac.jp

ネットショッピング、SNS、迷惑メールへの対応な
ど、何に気を付ければよいのかわかりやすく解説。 福岡女学院大学 学内施
恐れ過ぎず正しく理解し、インターネットを上手に 設
使いこなしましょう！
福岡市南区曰佐3-42-1
交通手段:西鉄電車「井
講師：田代 勢 (メディア情報課課長)ほか
尻」下車、西鉄バス45番
系統乗車「福岡女学院
前」下車。JR鹿児島線「南
福岡」下車、西鉄バス45
番系統乗車「福岡女学院
前」下車。
またはオンライン

初心者のためのIllustrator入門

対象・定員・参加料

12月2日・9日・16日
各金曜日(全3回)
10:00～11:00

【その他の社会・教養】
オンラインセミナー：Brown Bag
Seminar (ブラウンバックセミナー)

4月1日～2023年3月
31日
毎週水曜日12:10～
12:50

対象：特になし
定員：500人
参加料：無料

九州大学アジア・オセアニア研究教育機構（QAOS）では「Brown Bag Seminar Series」を オンライン講座（Zoom）
毎週水曜日のランチタイムに開催しております。本
学のアジア・オセアニア地域やSDGsに関連する最
新の研究活動を多くの方に知っていただき、異分
野研究ネットワークや交流やきっかけの場を提供
しております。
どなたでも気軽に御参加いただける内容ですの
で、途中参加、途中退室も可能です。皆様の御参
加をお待ちしております。
※毎週、講師とテーマを変えて行っております。最
新の情報はホームページでお知らせしています。
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講座イベント名・内容

公開講座② 大学博物館提供「博物館資
料で学ぶキリスト教」
キリスト教は、その長い歴史の中で、多くの物質文
化を生み出してきました。それらの物質文化は、生
み出された時代や地域と密接な関わりを持ってお
り、当時の信仰や時代背景を理解する重要な手掛
かりとなります。西南学院大学博物館は、このよう
なキリスト教の物質文化に関する資料を幅広く収
集しており、常設展や企画展で展示しています。本
講座では、西南学院大学博物館の収集資料や過去
に開催した展覧会を紹介しつつ、キリスト教の信
仰と歴史について学芸員が解説します。

日時・曜日／会場
10月14日～11月11日
毎週金曜日
全5回
18：30～20：00

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

対象：一般
定員：100人
参加料：4,000円（全
5回分）

申込方法：ホームページ「お申込フォー
ム」からお申込ください。
※E-mail、ハガキ、お電話でのお受付は
いたしておりません。
申込期間：8月18日（木）～9月29日
（木）
※定員になり次第終了

学校法人西南学院 社会連
携課(西南コミュニティーカ
レッジ事務局)
〒814-8511
福岡市早良区西新6-2-92
TEL 092-823-3612
FAX 092-823-3172
E-Mail : swext@seinan-gu.ac.jp

対象：一般
定員：100人
参加料：4,000円（全
5回分）

申込方法：ホームページ「お申込フォー
ム」からお申込ください。
※E-mail、ハガキ、お電話でのお受付は
いたしておりません。
申込期間：8月18日（木）～10月3日
（月）
※定員になり次第終了

学校法人西南学院 社会連
携課(西南コミュニティーカ
レッジ事務局)
〒814-8511
福岡市早良区西新6-2-92
TEL 092-823-3612
FAX 092-823-3172
E-Mail : swext@seinan-gu.ac.jp

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

申込方法：電話でお問い合わせくださ
い。Eメールの方は、氏名・住所・電話番
号を記して問い合わせ先に申し込んでく
ださい。
申込期間：先着順で随時受け付けます。
また、講座途中からも受講していただけ
ます。
※見学もお受け致します。お電話にてお
申込ください。

福岡女学院大学生涯学習セ
ンター
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

西南コミュニティーセン
ター（西南学院大学内）
※新型コロナウイルス感
染拡大の状況によって
は、開講方式を変更、もし
くは不開講となる場合が
あります。

講師：下園 知弥（西南学院大学博物館助教・学芸
員）

公開講座① 商学部提供「地域活性化の
ためのビジネスとマネジメント」
近年、大都市圏への人口集中が進行する中で、過
疎化を課題として掲げるローカル地域でのビジネ
スの在り方もまた、注目を集めています。本講座
では、商学部の学びにおける多様な知見から、地
域活性化のためのビジネスおよびマネジメントに
ついて講座を実施します。
講師：三井 雄一（商学部准教授）ほか

10月18日～11月15日
毎週火曜日
全5回
18：30～20：00
西南コミュニティーセン
ター（西南学院大学内）
※新型コロナウイルス感
染拡大の状況によって
は、開講方式を変更、もし
くは不開講となる場合が
あります。

【高校生限定】SDGsとは ～SDGsを経 10月22日(土)
10：00～11：30
済の視点から考える
最近，「SDGｓ」という言葉を耳にすることが増え
ています。SDGs（持続可能な開発目標）は，国連
が2015年に採択した「我々の世界を変革する：持
続可能な開発のための2030アジェンダ」で掲げ
た目標です。地球規模の課題である貧困や格差，
気候変動，環境汚染などを17の目標に分けてい
ます。今年はSDGｓの達成期限までのちょうど折
り返し地点です。講座では，SDGｓの理念や内容
を経済の視点から考えます。

対象：一般市民【高校
生限定】
定員：対面50人 オ
ンライン50人
福岡工業大学
エクステンションセンター 参加料：無料

講師：藤井 洋次（社会環境学部 社会環境学科 学
部長・教授）

聖書講座:「よくわかる旧約聖書の歴史」 10月25日、11月8日・
22日、12月13日、
【対面/オンライン(Zoom)講座】

2023年1月24日
第2・4火曜日(全5回)
旧約聖書を読みながら古代イスラエルの歴史を学 13:30～15:00
んでいます。前期は「族長物語」、「出エジプト記」を
通してヤハウェ神教を中心とする民族が誕生した 福岡女学院大学 学内施
こと等を学びました。後期は、イスラエルのカナン 設
侵入からイスラエルの王国滅亡までのイスラエル 福岡市南区曰佐3-42-1
民族の波乱に満ちた歴史を学んでいきたいと思 交通手段:西鉄電車「井
います。
尻」下車、西鉄バス45番
系統乗車「福岡女学院
講師：坂元 惠子(元福岡女学院大学短期大学部 前」下車。JR鹿児島線「南
講師)
福岡」下車、西鉄バス45
番系統乗車「福岡女学院
前」下車。
またはオンライン

対象：市民一般
参加料：7,500円(全
5回)
教材費:300円
※1回(複数講座お申
込可)のお申込みに
つき事務手数料300
円別途要
■準備いただくもの
（オンライン受講の
方）：カメラマイク内
蔵の通信機器（パソコ
ン/タブレット/スマー
トフォンなど） および
通信環境
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

福岡女子大学2022年度公開講座「グ
ローバル時代の「開発」と「豊かさ」を考
えるー日本と世界ー」

11月1日（火）
13：00～14：30

対象：どなたでもご受
講いただけます。
参加料：500円
福岡女子大学地域連携セ ※高校生無料
ンター2Fセミナー室2
「豊かさ」は、ひとつの基準や尺度では測れない主 〒813-8529 福岡市
観的なものであり、その人自身の人生観や価値観 東区香住ヶ丘1-1-1
によって大きく左右される。日本に住む私たちは ＊JR香椎駅から徒歩約
生活に「豊かさ」を感じているのか？本講座では、 18分
いくつかの統計資料を参考にしながら、日本と世 ＊西鉄香椎駅から徒歩約
界の「開発」と「豊かさ」について考えます。
15分 香椎花園前駅から
徒歩約10分
講師：ジャヤセーナ パスマシリ（国際教養学科教 ＊西鉄バス「福岡女子大
授）
前」下車すぐ（系統：21、
21A、23、26、26A）

申込方法：E-mail、FAX、ハガキのいず
れかに、次の①～⑥をご記入の上、問合
せ先までお申し込みください。お電話で
も受け付けております。
①講座タイトル
②氏名（フリガナ）
③住所
④電話番号
⑤年齢
⑥FAX番号（FAXでお申し込みの方）
※受講票は発行しておりません。

福岡女子大学
〒813-8529
福岡市東区香住ヶ丘1-1-1
TEL 092-661-2728
FAX 092-692-3220
E-Mail : crenkei4@fwu.ac.jp

【中学生以上対象 】カードゲームで楽し
く学ぶSDGs

11月19日(土)
10：00～12：30

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

申込方法：HPお申し込みフォームまたは
電話でお申し込みください。FAX・E
メールの方は、希望講座名・氏名・住所・
電話番号を記して問い合わせ先に申し
込んでください。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

最近メディアや雑誌でも取り上げられ、企業や自
治体でも積極的な取り組みが進められている
SDGs。なぜSDGsが誕生したのか、SDGsがあ
ることで、私たちの世界がどう変わっていくのか、
といったギモンにお答えします。
今回はカードゲームで楽しく、わかりやすく、体感
的にSDGsを学べる場をご準備しました。
※中学生は保護者とペア1組

対象：一般市民（中学
生以上）
定員：30人 ※中学
生は保護者とペア1
福岡工業大学
エクステンションセンター 組
参加料：無料

講師：髙木 亮（福岡工業大学附属城東高校 常勤
講師イマココラボ 公認ファシリテーター）

この人に聞く!～道を拓く女性たち～【対 2023年 3月 23日
（木）
面/オンライン(Zoom) 講座】

対象：市民一般
受講料：無料
14:00～15:30
■準備いただくもの
(オンライン受講の
第12回女性リーダー特別講座
福岡女学院大学 学内施 方)：カメラマイク内蔵
人には似合う色や好きな色、心の安まる色があり 設
の通信機器（パソコン
ます。色彩は私たちの暮らしや学びや仕事にどの 福岡市南区曰佐3-42-1 /タブレット/スマート
ような影響をもたらすのでしょうか。オーラソーマ 交通手段:西鉄電車「井
フォンなど） および
をイギリスから日本に導入され、先駆者として日 尻」下車、西鉄バス45番 通信環境
本代表を務めておられる先生に、豊かな人生を送 系統乗車「福岡女学院
るヒントとして、桜のキャンパスで色彩についてお 前」下車。JR鹿児島線「南
話を伺います。
福岡」下車、西鉄バス45
番系統乗車「福岡女学院
講師：野田 幸子（福岡女学院同窓会会長／
前」下車。
COLORIAM(カラーリアム）株式会社代表）
聞き手：桜川 冴子（歌人、福岡女学院大学 准教
授）
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

対象：妊婦さんとご主
人・ご家族
定員：8組（先着順）
無料

申込方法：本学ホームページよりお申込
みください。
【注意事項】
・インターネット環境（Wi-Fi推奨）と、動
画視聴・テレビ会議ができるデバイスが
必要です。
・スマホ・タブレット端末で参加の場合
は、事前にMicrosoftTeamsのインス
トールが必要です。
・通信にかかる費用は、参加者のご負担
となります。
・教室参加後にアンケートの回答にご協
力ください。

純真学園大学
〒815-8510
福岡市南区筑紫丘1-1-1
TEL 092-554-1255
FAX 092-510-0848
E-Mail : daigakuinfo@junshin-u.ac.jp

対象：一般
定員：24人
参加料：5,000円（全
5回分）

申込方法：ホームページ「お申込フォー
ム」からお申込ください。
※E-mail、Fax、ハガキ、お電話でのお
受付はいたしておりません。
申込期間：8月18日（木）～9月22日
（木）
※定員になり次第終了

学校法人西南学院 社会連
携課(西南コミュニティーカ
レッジ事務局)
〒814-8511
福岡市早良区西新6-2-92
TEL 092-823-3612
FAX 092-823-3172
E-Mail : swext@seinan-gu.ac.jp

対象：一般
定員：20人
参加料：5,000円（全
5回分）
※別途、保険料

申込方法：ホームページ「お申込フォー
ム」からお申込ください。
※E-mail、Fax、ハガキ、お電話でのお
受付はいたしておりません。
申込期間：8月18日（木）～9月29日
（木）
※定員になり次第終了

学校法人西南学院 社会連
携課(西南コミュニティーカ
レッジ事務局)
〒814-8511
福岡市早良区西新6-2-92
TEL 092-823-3612
FAX 092-823-3172
E-Mail : swext@seinan-gu.ac.jp

対象：一般
定員：24人
参加料：5,000円（全
５回分）

申込方法：ホームページ「お申込フォー
ム」からお申込ください。
※E-mail、ハガキ、お電話でのお受付は
いたしておりません。
申込期間：8月18日（木）～10月10日
（月）
※定員になり次第終了

学校法人西南学院 社会連
携課(西南コミュニティーカ
レッジ事務局)
〒814-8511
福岡市早良区西新6-2-92
TEL 092-823-3612
FAX 092-823-3172
E-Mail : swext@seinan-gu.ac.jp

家庭・くらし
【育児・家庭教育】
オンライン講座 ママとパパのための
「育児教室」

第１回：2022年6月25
日（土）※終了
第２回：2022年10月
15日（土）
妊婦さんの体の変化や妊娠中の生活についての 第３回：2022年11月
説明／新生児人形を使った沐浴方法の説明／
12日（土）
抱っこやオムツ交換、授乳の説明／他の妊婦さん 第４回：2022年12月
たちとの交流／質疑応答 など（内容は変更となる 10日（土）
場合もあります）
第５回：2023年2月5日
（日）
第６回：2023年3月4日
（土）
各回とも13:00～
15:00
同じ内容で実施します。
オンライン講座

【健康・医療】
公開講座⑪「健やかな心と体を育む東洋
医学の知恵～感染症をおそれないため
に～」

10月7日～11月4日
毎週金曜日
全5回
14：00～15：30

東洋医学の考え方の一つ「心身一如」。心と体はつ
ながっていて、心の不調が体の症状を招いたり、
体の症状が心の不調を招いたりする、ということ。
なにが起きようとゆらがない健やかな心身を育む
ため、「予防」を大切にする東洋医学の知恵を暮ら
しにとりいれることが必要な時代になりました。男
女・年齢問わず聞いていただきたい内容です。心
と体が元気になる楽しい時間を一緒に過ごしませ
んか？

西南コミュニティーセン
ター（西南学院大学内）
※新型コロナウイルス感
染拡大の状況によって
は、開講方式を変更、もし
くは不開講となる場合が
あります。

講師：五十嵐 和恵（健康管理士一般指導員）

公開講座⑫「人生100年時代～いつま
でも若々しく歩けるように～」

10月24日～11月21日
毎週月曜日
全5回
10：30～12：00

前回好評につき、今回も開催することになりまし
た。以前受講された方も、初めての方もご参加い
ただける内容となっています。プロ野球・佐々木郎
希選手はじめトップアスリートに携わる、身体特性
の専門家 廣戸聡一先生の理論を用いて、若々しく
過ごすための日常動作（立つ・座る・歩く）の実践
や身体作りを行います。

西南コミュニティーセン
ター（西南学院大学内）
※新型コロナウイルス感
染拡大の状況によって
は、開講方式を変更、もし
くは不開講となる場合が
あります。

講師：岩﨑 愛（-Ardi-柔道整復師レッシュマス
ター級トレーナー）

公開講座⑤「認知行動療法から学ぶ『コ
コロ』のセルフケア入門」

10月25日～11月29日
毎週火曜日
全5回
ここ数年、私たちの生活様式が変わり様々な変化 14：00～15：30
を体験しています。この変化に伴い、人との繋がり
が生活を豊かにしてくれていることを実感してお 西南コミュニティーセン
られる方も多いのではないでしょうか。また日本 ター（西南学院大学内）
でも「孤立」によるメンタルヘルスの影響が懸念さ ※新型コロナウイルス感
れるようになってきました。私たちが健康に過ご 染拡大の状況によって
すために、身体と心をご自身で労わる、セルフケア は、開講方式を変更、もし
が大切です。社会とのつながりを持ちながら、私 くは不開講となる場合が
らしく生きるための「ココロ」のセルフケアについ あります。
て、認知行動療法の視点から一緒に学びましょう。
講師：山下 雅子（NPOふくおか子どものこころサ
ポート研究所、臨床心理士・公認心理士）
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講座イベント名・内容

Withコロナ時代を生きる
新型コロナウイルス感染症によって、2020年以
来、私たちの生活様式・価値観は大きく変わりまし
た。これからの感染症への向き合い方や新型コロ
ナウイルスと共存しながら生活するためのポイント
について、日常生活の中で活かしていただけるよ
う、医療・公衆衛生・看護の立場から学べる講座に
なっています。
福岡大学病院が取り組んでいる新型コロナ感染症
の対策や治療法の紹介、公衆衛生の立場からの新
型コロナ感染症の理解、マスク・手洗い・３密回避
を含めた日常生活における感染予防行動のポイン
トなどについて、わかりやすい講演と演習を行い
ます。
第１講：新型コロナウイルスと向き合うためのポイ
ント
第２講：公衆衛生の立場からの新型コロナ感染症
の理解
第３講：日常生活に活かせる病院内感染予防
第４講：日常生活における感染予防行動

日時・曜日／会場
11月12日（土）
14:00～16:00

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

対象：一般の方
定員：100人
参加料：1,500円

対象・定員・参加料

申込方法：ウェブサイトからの申し込みが
できますが電話でも可。
電話：092-715-9123
FAX：092-751-4098
メール：fukudai@jbn.jtb.jp
URL：https://amarysjtb.jp/fukuniversity/
受付時間：10:00～17:00（土・日・祝祭
日除く）
申込期間：8月16日より先着順で受け付
けします。
申込先：福岡大学市民カレッジ受付係
問い合わせ先（委託先）：株式会社 JTB
福岡支店

福岡大学市民カレッジ受付
係
〒810-0072
福岡市中央区長浜1-1-35
新KBCビル5階 (JTBビジ
ネストランスフォーム内)
TEL 092-715-9123
FAX 092-751-4098
E-Mail :
fukudai@jbn.jtb.jp

定員：120人
参加料：無料

申込方法：九州大学ARO次世代医療セ
ンターのホームページからお申込みくだ
さい。当日参加も可能です。
https://www.aro.med.kyushuu.ac.jp/center/koukaikouza20
22.html
※HPは現在準備中
申込期間：10月1日～11月25日
関連ホームページ：
https://www.aro.med.kyushuu.ac.jp/center/koukaikouza20
22.html
※HPは現在準備中

九州大学病院ARO次世代
医療センター
〒812-8582
福岡市東区馬出3-1-1
TEL 092-642-6290
E-Mail : trinfo@med.kyushuu.ac.jp

対象：特になし
定員：100人
参加料：無料

申込方法：
（1）ホームページでの申込み
https://fiuhw.takagigakuen.ac.j
p/classroom_form/
（2）お電話での申し込み：092-8321200までご連絡ください。
（3）メール
(nyushi@takagaigakuen.ac.jp)、
LINEへの申し込み：必要事項をご記入
のうえお送りください。
■必要事項■ 郵便番号、住所、氏名、属
性（中学生以下・高校生・既卒者・保護者・
大学生・社会人）、性別、電話番号、参加
人数

福岡国際医療福祉大学
〒814-0001
福岡県福岡市早良区百道浜
3-6-40
TEL 092-832-1200
FAX 092-832-1167
E-Mail :
nyushi@takagigakuen
.ac.jp

対象：一般市民
定員：対面50人 オ
ンライン50人
参加料：500円

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

福岡大学 (福岡市城南区
七隈八丁目19番1号)
地下鉄七隈線「福大前
駅」下車

講師：大倉 義文（医学部看護学科教授）ほか

市民公開講座「患者さんと考える明日へ 11月26日（土）
14：00～16：30
の医療」
アクロス福岡 国際会議場
九州大学病院の医師が、現在当院で行っている治 （福岡市中央区天神1丁
験・臨床研究を紹介し、治療に関する最新の情報 目1番1号）
をわかりやすく説明します。また実際に治験を受
けた患者様、家族会の方による講演もあります。

超高齢社会と医療
加齢と健康
【超高齢社会と健康問題】
森山 ますみ（看護学科准教授）／伊東 香織（看
護学科助手）
【フレイルの予防】
梅本 直子（看護学科准教授）／池添 貴子（看護
学科助手）
【リフレッシュ体操】
山口 みどり（看護学科准教授）
【高齢者の健康】
横尾 誠一（看護学科講師）

最新!がん医療を知ろう ～腫瘍内科の
役割と心に寄り添う緩和ケア

11月26日（土）
14：00～16：00
福岡国際医療福祉大学
本館2階 201IT教室

2023年2月20日(月)
13：00～14：30

福岡工業大学
現在、がん治療は化学療法の進捗と制吐剤の発展 エクステンションセンター
により、多くの化学療法が外来で受けられるよう
になってきました。今回は、「腫瘍内科とは何か」
「化学療法とはどのような治療をおこなうのか」に
ついてお話をしていきます。
また、緩和ケアとは何か。どのようなタイミングで
介入するのか。緩和ケアの必要性についてお話を
させて頂きます。
講師：柴田 義弘（外来化学療法センター長（腫瘍
内科））・柴田 昌枝（緩和ケア看護認定看護師）
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

【食生活・料理】
対象：一般
中村学園大学オンライン公開講座「食中 【視聴期間】
11月1日（火）～2023年 定員：なし
毒の基礎知識」

申込期間：11月1日～2023年1月31日
（※視聴期間と同じ）
1月31日（火）
参加料：無料(通信費 申込方法：本学ホームページからの申込
はご自身の負担にな と同時に、YouTubeチャンネルのURL
食中毒とは、食品に付着した有毒な化学物質や微 30分～45分程度(予
ります)
が送信されますので、そちらからご視聴
生物などを食品と一緒に食べることや毒キノコな 定)の講座です。
ください。
ど有毒なものを食べることによって起こる病気の オンライン講座のため、ご
申込先：本学ホームページ「公開講座・地
ことです。
域連携イベント」
自宅等で受講できます。
食中毒の多くは、細菌やウイルスのような微生物
https://www.nakamuraが原因で起こります。食中毒を起こす細菌やウイ
u.ac.jp/research/openseminar/
ルスには、それぞれ特徴があり、熱に弱いものや
強いもの、酸素がない環境でないと増えることが
できないもの、毒素を出すものなど様々です。
食中毒を予防するには、食中毒を起こす細菌やウ
イルスについてそれぞれの特徴を知っておくこと
が大切です。本講座では、食中毒を起こす微生物
の基本的な情報と食中毒の予防対策を解説しま
す。

中村学園大学・短期大学部
連携推進部「公開講座」係
〒814-0198
福岡市城南区別府5-7-1
TEL 092-851-5579
FAX 092-851-2578

講師：古田 宗宜（栄養科学部フード・マネジメント
学科准教授）［専門分野：食品衛生］

対象：一般
中村学園大学オンライン公開講座「旨い 【視聴期間】
11月1日（火）～2023年 定員：なし
魚は なぜうまい」

申込期間：11月1日～2023年1月31日
（※視聴期間と同じ）
1月31日（火）
参加料：無料(通信費 申込方法：本学ホームページからの申込
はご自身の負担にな と同時に、YouTubeチャンネルのURL
「新鮮な魚」はどれも美味しいのでしょうか。「あの 30分～45分程度(予
ります)
が送信されますので、そちらからご視聴
店の魚料理」や「ブランド魚」が美味しいのはなぜ 定)の講座です。
ください。
でしょう。講師は唐戸魚食塾企画員、水産庁長官 オンライン講座のため、ご
申込先：本学ホームページ「公開講座・地
任命「お魚かたりべ」として魚食普及をボランティ 自宅等で受講できます。
域連携イベント」
アで行っています。専門分野の公衆衛生学は環境
https://www.nakamuraや社会のしくみなどと健康を扱う学問です。この
u.ac.jp/research/openseminar/
視点から「旨い魚」を探り、近年の魚離れの背景と
改善についても提案したいと思います。「魚のうま
み成分はたんぱく質が分解され・・・」といった科学
的な話ではありません。（※唐戸魚食塾：食育白書
等でも紹介されている魚食をテーマとした食育ボ
ランティア団体）

中村学園大学・短期大学部
連携推進部「公開講座」係
〒814-0198
福岡市城南区別府5-7-1
TEL 092-851-5579
FAX 092-851-2578

講師：木村 秀喜（栄養科学部栄養科学科准教授）
［専門分野：公衆衛生学］

【生活設計・ライフプラン】
中村学園大学オンライン公開講座「いま 【視聴期間】
から始める株式投資 -会計情報と株価 11月1日（火）～2023年
1月31日（火）
の関係をふまえて-」
30分～45分程度(予
「人生100年時代」を迎えるにあたり、令和4
定)の講座です。
（2022）年4月からは高校の家庭科でも金融商 オンライン講座のため、ご
品の特徴や資産形成についての学習が始まりま
自宅等で受講できます。
す。本講座では、会計情報と株価に関する研究を
ふまえ、資産形成のひとつ「株式投資」について考
えていきます。株価・会計情報研究は1960年代
後半のアメリカで始まり、世界各国で様々な研究
がおこなわれていますが、日本の研究を中心に紹
介します。また、株式投資と投資信託（ETFを含
む）の違い、個別銘柄を対象とした長期的な株式
投資の取り組み事例、NISAやiDeCo、アプリ（ス
マホ）を活用したポートフォリオ作成・管理など、初
歩的かつ実践的な内容についても解説します。

対象：一般
定員：なし
参加料：無料(通信費
はご自身の負担にな
ります)

講師：土井 貴之（流通科学部流通科学科 講師）
［専門分野：会計学〔財務会計・会計史〕］
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申込期間：11月1日～2023年1月31日
（※視聴期間と同じ）
申込方法：本学ホームページからの申込
と同時に、YouTubeチャンネルのURL
が送信されますので、そちらからご視聴
ください。
申込先：本学ホームページ「公開講座・地
域連携イベント」
https://www.nakamurau.ac.jp/research/openseminar/

中村学園大学・短期大学部
連携推進部「公開講座」係
〒814-0198
福岡市城南区別府5-7-1
TEL 092-851-5579
FAX 092-851-2578

講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

人生100年時代の資産運用

11月16日(水)
13：00～14：30

人生100年と呼ばれる時代となりました。これか
福岡工業大学
らの長い人生を楽しむためにも、お金に長生きし
エクステンションセンター
てもらう必要があります。「資産運用は必要だけ
ど、何から始めていいかわからない方」にも、「資
産運用を始めてみたけど、これでよいのか不安な
方」にも、多くの方に役立てていただける内容で
す。人生100年時代の資産運用を一緒に学びま
しょう。

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

対象：一般市民
定員：対面50人 オ
ンライン50人
参加料：500円

対象・定員・参加料

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

対象：一般市民
定員：対面50人 オ
ンライン50人
参加料：500円

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

申込方法：HPお申し込みフォームまたは
電話でお申し込みください。FAX・E
メールの方は、希望講座名・氏名・住所・
電話番号を記して問い合わせ先に申し
込んでください。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

申込方法：インターネット（申込フォーム）
からお申し込みください。
https://www.kyusanu.ac.jp/guide/efforts/relation/
openlec/「九州産業大学公開講座」で
検索
申込期間：8月26日（金）11：00～11月
11日（金）17：00
※本講座は【先着順】です。定員に達した
際には、申込を終了いたします。なお、受
付完了した方へは講座の約1週間前まで
に受講票をお送りします。
申込先：九州産業大学 総務部学外連携
課 公開講座係
〒813-8503 福岡市東区東区松香台
2丁目3-1
TEL:092-673-5495 FAX:092673-5599
Email:gakugairenkei@ml.kyusanu.ac.jp

九州産業大学
〒813-8503
福岡市東区松香台2-3-1
TEL 092-673-5495
FAX 092-673-5599
E-Mail :
gakugairenkei@ml.ky
usan-u.ac.jp

講師：菅 大輔（福岡銀行 営業統括部）

資産所得を増やすための 株式投資
貯蓄から投資へ

～ 11月29日(火)

13：00～14：30

福岡工業大学
皆様は株式投資にどのようなｲﾒｰｼﾞをお持ちで
エクステンションセンター
しょうか？「難しそう？」「怖そう？」、決してそうで
はありません。投資の考え方をしっかり学べば、株
式投資は「身近で」「楽しい」ものです。この講座で
は、投資の考え方から株式の魅力、また資産所得
を増やすための 株式を活用した資産運用まで、分
かりやすくお伝えします。また、株主優待や配当な
ど株式投資を幅広く学んで頂ける内容です。是
非、お気軽にご参加ください。
講師：FFG証券 営業統括部

【ボランティア活動】
履修証明プログラム -日本語ボランティ 9月30日～2023年1月 対象：市民一般
27日
定員：12人
ア

毎週金曜日(全15回)
参加料：40,000円
9:45～13:00(15分休 (全15回)
憩含む)
教材費：1,000円
テキスト代：2,000
福岡女学院大学 生涯学 円程度
※一回(複数講座お
習センター
福岡市南区曰佐3-42-1 申込可)のお申し込み
につき事務手数料
交通手段:西鉄電車「井
尻」下車、西鉄バス45番 300円別途要
系統乗車「福岡女学院
前」下車。JR鹿児島線「南
福岡」下車、西鉄バス45
講師：守山 惠子/元福岡女学院大学 准教授（1時 番系統乗車「福岡女学院
間目）・藤山 智子/福岡女学院大学 非常勤講師（1 前」下車。
時間目）・池田 尚登/福岡女学院大学 非常勤講師
（2時間目）
ボランティアで日本語を教える際の基礎と、子ど
もに日本語を教える際に知っておきたいことを学
びます。講師からの話を聞いていただくだけでな
く、グループでの活動も取り入れます。どなたでも
受講していただけます。
全科目修了時に学校教育法に基づく履修証明書
が交付されます。日本語教員や日本語ボランティ
アを目指している方々のご受講をお勧めいたしま
す。

【その他の家庭・くらし】
世代を超えて楽しめる伝承遊び

11月25日（金）
10：00～11：30

①伝承遊びとはどんな遊び？
九州産業大学内
②子どもたちに伝えたい伝承遊びの魅力?
③昔から楽しまれてきた遊びや玩具作りを体験し
ましょう！

対象：一般
定員：10人
参加料：500円（材料
費込み）

講師：三原 詔子（人間科学部 子ども教育学科
准教授）
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

対象：市民一般
参加料：7,500円(全
5回)
教材費：200円
※1回(複数講座お申
込可)のお申込みに
つき事務手数料300
円別途要
■準備いただくもの：
カメラマイク内蔵の通
信機器（パソコン/タ
ブレット/スマートフォ
ンなど） および 通信
環境

申込方法：HPお申し込みフォームまたは
電話でお申し込みください。FAX・E
メールの方は、希望講座名・氏名・住所・
電話番号を記して問い合わせ先に申し
込んでください。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

対象：市民一般
参加料：10,500円
(全7回)
教材費：300円
テキスト代：1,400円
程度
※一回(複数講座お
申込可)のお申し込み
につき事務手数料
300円別途要
■準備いただくもの
（オンライン受講の
方）：カメラマイク内
蔵の通信機器（パソコ
ン/タブレット/スマー
トフォンなど） および
通信環境

申込方法：HPお申し込みフォームまたは
お電話にてお申し込みください。FAX・
Eメールの方は、希望講座名・氏名・住
所・電話番号を記して問い合わせ先に申
し込んでください。
申込期間：先着順で随時受け付けます。
また、講座途中からも受講していただけ
ます。
※見学もお受け致します。お電話にてお
申し込みください。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

万葉集講座【対面/オンライン(Zoom)
講座】

10月13日・27日、11月
10日・24日、12月8日、
2023年1月12日・26
日
天皇から庶民に至るまで、人々が詠んだ歌4500 第2・4木曜日(全7回)
首余をおさめた『万葉集』。そこには詠み手の喜び 10:30～12:00
や悲しみなど様々な想いが込められています。そ
の背景にある出来事や自然や生活など歌を通して 福岡女学院大学 学内施
歴史の流れと共に紐解いていきます。今期は巻
設
15遣新羅使の歌を中心に。
福岡市南区曰佐3-42-1
交通手段:西鉄電車「井
講師：清原 倫子(生涯学習センター講師、博士(国 尻」下車、西鉄バス45番
際文化))
系統乗車「福岡女学院
前」下車。JR鹿児島線「南
福岡」下車、西鉄バス45
番系統乗車「福岡女学院
前」下車。
またはオンライン

対象：一般市民
参加料：10,500円
(全7回)
教材費：300円
※1回(複数講座お申
込可)のお申込みに
つき事務手数料300
円別途要
■準備いただくもの
（オンライン受講の
方）：カメラマイク内
蔵の通信機器（パソコ
ン/タブレット/スマー
トフォンなど） および
通信環境

申込方法：HPお申し込みフォームまたは
お電話にてお申し込みください。FAX・
Eメールの方は、希望講座名・氏名・住
所・電話番号を記して問い合わせ先に申
し込んでください。
申込期間：先着順で随時受け付けます。
また、講座途中からも受講していただけ
ます。
※見学もお受け致します。お電話にてお
申し込みください。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

古事記を読む

対象：一般市民
参加料：7,500円(全
5回)
教材費:300円
テキスト代:900円
(税別)
※1回(複数講座お申
込可)のお申込みに
つき事務手数料300
円別途要

申込方法:HPお申し込みフォームまたは
お電話にてお申し込みください。FAX・
Eメールの方は、希望講座名・氏名・住
所・電話番号を記して問い合わせ先に申
し込んでください。
申し込み期間:先着順で随時受け付けま
す。また、講座途中からも受講していた
だけます。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

芸術・文化
【文学・文芸・俳句・短歌・川柳】
短歌【オンライン講座(Zoom)】

10月6日、11月10日、
12月1日、2023年1月
12日、2月2日
初めの20分間は名歌集紹介。毎回1名の現代歌
第1木曜(全5回)
人をとりあげ、講師の一推し歌集を鑑賞します。そ
10:30～12:00
の後、参加者の短歌で歌会をします。2週間前迄に
自由題1首、題詠1首をお送りください。題詠は10
※オンライン
月が「火」、11月が「隅」、12月が「うさぎ」、1月が
「灯」、2月が「罅（ひび）」です。
講師：桜川 冴子(歌人、福岡女学院大学准教授)

『日本書紀』を読む【対面/オンライン
(Zoom) 講座】
古代史研究において、最も重要視される『日本書
紀』。当時の東アジア情勢、神話や民族学，国語学
等の分野もご一緒に楽しく読み解いていきます。
今期は歴代天皇の中で実在が確実とされる雄略
天皇、技術者たちの招来から始めます。

10月13日・27日、11月
10日・24日、12月8日、
2023年1月12日・26
日
第2･4木曜日(全7回)
13:30～15:00

福岡女学院大学 学内施
設
講師:清原 倫子(生涯学習センター講師、博士(国 福岡市南区曰佐3-42-1
交通手段:西鉄電車「井
際文化))
尻」下車、西鉄バス45番
系統乗車「福岡女学院
前」下車。JR鹿児島線「南
福岡」下車、西鉄バス45
番系統乗車「福岡女学院
前」下車。
またはオンライン

10月18日、11月1日・
15日、12月6日、2023
年1月17日
古事記上巻を書き下し文と現代語訳で読んでい
各火曜日(全5回)
きます。イザナキ・イザナミの結婚、２神による国生
13:30～15:00
みと神生み、イザナミの死と黄泉国行き、イザナキ
の黄泉国訪問、イザナキ・イザナミの別れとイザナ
福岡女学院大学 学内施
キの黄泉帰りなどを、分かりやすく解説します。
設
福岡市南区曰佐3-42-1
講師：吉田 修作(福岡女学院大学名誉教授・文学
交通手段:西鉄電車「井
博士)
尻」下車、西鉄バス45番
系統乗車「福岡女学院
前」下車。JR鹿児島線「南
福岡」下車、西鉄バス45
番系統乗車「福岡女学院
前」下車。
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※見学もお受け致します。お電話にてお
申し込みください。

講座イベント名・内容

中国古典(漢文)を読む
古代から宋代までの正史のダイジェストである、
『十八史略』を読んでいきます。コロナ禍で中断し
てしまいましたので、少し戻って戦国初めからス
タートします。なお、解説も交えながらお話ししま
すので、今学期からのご参加も歓迎いたします。
講師：高戸 聰 (現代文化学科教授)

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

10月19日、11月2日・
16日、12月7日、2023
年1月18日
各水曜日(全5回)
11:00～12:00

対象：一般市民
定員：30人
参加料：7,500円(全
5回)
※1回(複数講座お申
込可)のお申込みに
つき事務手数料300
円別途要

申込方法：HPお申し込みフォームまたは
お電話にてお申し込みください。FAX・
Eメールの方は、希望講座名・氏名・住
所・電話番号を記して問い合わせ先に申
し込んでください。
申込期間：先着順で随時受け付けます。
また、講座途中からも受講していただけ
ます。
※見学もお受け致します。お電話にてお
申し込みください。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

対象：一般
参加料：6,000円(全
4回)
教材費：300円
※1回(複数講座お申
込可)のお申込みに
つき事務手数料300
円別途要
■準備いただくもの
（オンライン受講の
方）：カメラマイク内
蔵の通信機器（パソコ
ン/タブレット/スマー
トフォンなど） および
通信環境

申込方法：HPお申し込みフォームまたは
電話でお申し込みください。FAX・E
メールの方は、希望講座名・氏名・住所・
電話番号を記して問い合わせ先に申し
込んでください。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

対象：一般
定員：なし
参加料：無料(通信費
はご自身の負担にな
ります)

申込期間：11月1日～2023年1月31日
（※視聴期間と同じ）
申込方法：本学ホームページからの申込
と同時に、YouTubeチャンネルのURL
が送信されますので、そちらからご視聴
ください。
申込先：本学ホームページ「公開講座・地
域連携イベント」
https://www.nakamurau.ac.jp/research/openseminar/

中村学園大学・短期大学部
連携推進部「公開講座」係
〒814-0198
福岡市城南区別府5-7-1
TEL 092-851-5579
FAX 092-851-2578

対象：一般
定員：20人
参加料：5,000円（全
5回分）

申込方法：ホームページ「お申込フォー
ム」からお申込ください。
※E-mail、ハガキ、お電話でのお受付は
いたしておりません。
申込期間：8月18日（木）～10月25日
（火）
※本講座は抽選にて受講者を決定いた
します

学校法人西南学院 社会連
携課(西南コミュニティーカ
レッジ事務局)
〒814-8511
福岡市早良区西新6-2-92
TEL 092-823-3612
FAX 092-823-3172
E-Mail : swext@seinan-gu.ac.jp

福岡女学院大学 学内施
設
福岡市南区曰佐3-42-1
交通手段:西鉄電車「井
尻」下車、西鉄バス45番
系統乗車「福岡女学院
前」下車。JR鹿児島線「南
福岡」下車、西鉄バス45
番系統乗車「福岡女学院
前」下車。

和歌で読み解く「鎌倉殿の13人」【対面/ 10月25日、11月8日・
22日、12月13日
オンライン(Zoom) 講座】
大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の舞台は平安末期か
ら鎌倉初期。この時代、藤原定家や後鳥羽院、源実
朝など多くの歌人が活躍しました。彼らの和歌を
鑑賞し、“鎌倉殿”の時代を覗いてみませんか。「ド
ラマは見ていないけど和歌に興味がある」という
方も大歓迎です。
講師：小林 賢太(福岡女学院大学講師)

第2･4火曜日(全4回)
11:00～12:30

福岡女学院大学 学内施
設
福岡市南区曰佐3-42-1
交通手段:西鉄電車「井
尻」下車、西鉄バス45番
系統乗車「福岡女学院
前」下車。JR鹿児島線「南
福岡」下車、西鉄バス45
番系統乗車「福岡女学院
前」下車。
またはオンライン

中村学園大学オンライン公開講座「原典 【視聴期間】
で読む文学 -江戸時代の資料を中心に- 11月1日（火）～2023年
1月31日（火）
」
30分～45分程度(予
文学作品を読む場合、私たちは活字になった本文 定)の講座です。
を読んでいます。しかし、江戸時代のものを考える オンライン講座のため、ご
と、実は活字化された作品は全体の1割にも満た 自宅等で受講できます。
ず、多くは活字化されないままの形で残っていま
す。そこで、今回の講座では、活字化されていない
ものを少し読んでみたいと思います。最初に少し、
活字化されたものの原典に触れてみてから、活字
になっていない江戸時代の和歌を読んでみたいと
思います。天皇を中心に宮中で読まれた御会和歌
と言われるものです。
講師；古相 正美（教育学部児童幼児教育学科教
授 ［専門分野：近世文学、絵本］）

公開講座⑧「文章講座『短編を構想す
る』」
50枚程度の長さを念頭に、短編小説の「構想」を
まとめていきます。講座内では時間が限られてい
るため、作品そのものを仕上げるのではなく、着
想から始まり、全体の構想を練って、それらに沿っ
た形で導入部のみ実際に書いていただく予定で
す。これから小説を書こうと考えている方や、すで
に作品を書いているという方にとって、役に立つ
講座にしたいと思います。

11月22日～12月20日
毎週火曜日
全5回
18：30～20：00
西南コミュニティーセン
ター（西南学院大学内）
※新型コロナウイルス感
染拡大の状況によって
は、開講方式を変更、もし
くは不開講となる場合が
あります。

講師：中山 智幸（小説家）
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

対象：市民一般
参加料：各1,500円
(全1回ずつ)
教材費：各100円
※1回(複数講座お申
込可)のお申込みに
つき事務手数料300
円別途要
■準備いただくもの
（オンライン受講の
方）：カメラマイク内
蔵の通信機器（パソコ
ン/タブレット/スマー
トフォンなど） および
通信環境

申込方法：HPお申し込みフォームまたは
電話でお申し込みください。FAX・E
メールの方は、希望講座名・氏名・住所・
電話番号を記して問い合わせ先に申し
込んでください。

福岡女学院大学 地域・国際
交流センター(生涯学習)
〒811-1313
福岡市南区曰佐3-42-1
TEL 092-575-2993
FAX 092-575-6480
E-Mail :
shogai@fukujo.ac.jp

対象：一般市民
定員：20人
参加料：30,000円
(全20回分)
※材料費月実費
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
金:2,000円)
持参品：当面講師が
準備、必要に応じて
別途案内

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

対象：一般市民
定員：20人
参加料：30,000円
(全20回分)
※材料費月実費
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
金:2,000円)
持参品：当面講師が
準備、必要に応じて
別途案内

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

対象:一般市民
定員:15人
【受講料】12,000円
水辺の葦で作ったペンを用いて、その独特の美し
(全6回分)
い線を生かした作品を楽しむ絵の講座です。葦ペ
※FIT講座は会員制
ンで表現することの面白さや楽しさをみんなで発
です。(別途:入会
福岡工業大学
見しあう教室です。絵は心をより豊かに、人生をよ
エクステンションセンター 金:2,000円)
り楽しく過ごすためのもの。難しく考えないで風
【持参品】4～6号ス
(本部棟1階)
景・静物・人物など好きなものを自分のペースで
[JR福工大前駅 徒歩5 ケッチブック・製図用
描いて楽しみましょう。
インク・水彩用具
分]
※葦ペン1本200円
講師：中村 洋一

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

昭和の歌・平成の歌【対面/オンライン
(Zoom) 講座】

2023年2月16日「昭和
の歌」
2023年3月2日「平成
の歌」
2月は昭和初期の北原白秋、斎藤茂吉、葛原妙子、 各木曜（どちらかのみの
前衛短歌の塚本邦雄、岡井隆、昭和の終わりの俵 受講も可）
万智のまでの時代の変遷と短歌を解説します。3 10:30～12:00
月は平成の短歌を、社会的な事件・天災・日常詠に
ついてそれぞれ解説します。どちらか1つのみの 福岡女学院大学 学内施
受講も可。
設
福岡市南区曰佐3-42-1
講師：桜川 冴子(歌人、福岡女学院大学准教授) 交通手段:西鉄電車「井
尻」下車、西鉄バス45番
系統乗車「福岡女学院
前」下車。JR鹿児島線「南
福岡」下車、西鉄バス45
番系統乗車「福岡女学院
前」下車。
またはオンライン

【美術・絵画・書】
絵画教室・あとりえ 午前クラス

10月7日～2023年3月
24日
金曜日(全20回)
水彩画・油彩画・パステル画・色鉛筆画より選択で
10:00～12:30
きます。はじめての方は、講師が毎回モティーフを
準備します。経験者の方は、各自のテーマに添った
福岡工業大学
提案・各展覧会出品作品のアドバイスをいたしま
エクステンションセンター
す。また、年一回福岡県立美術館で展覧会を開催
(本部棟1階)
しています。皆さんと一緒に楽しく描いてみませ
[JR福工大前駅 徒歩5
んか?
分]
講師：眞田 則幸(国際美術連盟会員、日本美術家
連盟会員、あとりえ主宰)

絵画教室・あとりえ 午後クラス

10月7日～2023年3月
24日
金曜日(全20回)
水彩画・油彩画・パステル画・色鉛筆画より選択で
13:00～15:30
きます。はじめての方は、講師が毎回モティーフを
準備します。経験者の方は、各自のテーマに添った
福岡工業大学
提案・各展覧会出品作品のアドバイスをいたしま
エクステンションセンター
す。また、年一回福岡県立美術館で展覧会を開催
(本部棟1階)
しています。皆さんと一緒に楽しく描いてみませ
[JR福工大前駅 徒歩5
んか?
分]
講師：眞田 則幸(国際美術連盟会員、日本美術家
連盟会員、あとりえ主宰)

葦ペンでスケッチ!土曜日クラス

10月8日～2023年3月
4日
土曜日(全6回)
10:00～12:00
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申込方法・申込期間・申込先

問合せ

葦ペンでスケッチ!火曜日クラス

講座イベント名・内容

10月11日～2023年3
月28日
火曜日(全12回)
10:00～12:00

日時・曜日／会場

対象：一般市民
定員：15人
参加料：24,000円
水辺の葦で作ったペンを用いて、その独特の美し
(全12回分)
い線を生かした作品を楽しむ絵の講座です。葦ペ
※FIT講座は会員制
ンで表現することの面白さや楽しさをみんなで発
です。(別途:入会
福岡工業大学
見しあう教室です。絵は心をより豊かに、人生をよ
エクステンションセンター 金:2,000円)
り楽しく過ごすためのもの。難しく考えないで風
持参品：4～6号ス
(本部棟1階)
景・静物・人物など好きなものを自分のペースで
[JR福工大前駅 徒歩5 ケッチブック・製図用
描いて楽しみましょう。
インク・水彩用具
分]
※葦ペン1本200円
講師：中村 洋一

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

フラワーペインティングA

10月13日～2023年3
月9日
木曜日(全6回)
10:30～15:30

対象：一般市民
定員：10人
参加料：19,800円
アクリル絵の具と丸筆を使って、いろいろな素材
(全6回分)
に花の絵を描いてみませんか。
※1作品あたり
何色もの絵の具を筆先につけて一気に一筆で描く
1,000～2,000円
福岡工業大学
ことで色のグラデーションが生み出され、生き生
エクステンションセンター 希望者のみスター
きとした花を描くことができます。楽しみながら作
ターセット(絵具・
(本部棟1階)
品作りをしていきたいと思っていますので、どう
[JR福工大前駅 徒歩5 筆)10,000円程度、
ぞふるってご参加ください。
カリキュラム代
分]
2,000円
講師：安藤 美彌子 (ブルンピアハウス講師)
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
金:2,000円)
持参品：エプロン・絵
具・筆

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

水彩画・絵はがき教室

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

10月19日～2023年3
月22日
一枚の気に入った写真、ふと心に触れた四季折々 水曜日(全8回)
10:00～12:00
の色を五感を澄まして、描いてみませんか。
至福の時、癒しの一筆、楽しい時間を皆さんと一
緒に過ごして、心を込めた作品作りを楽しみましょ 福岡工業大学
エクステンションセンター
う。
(本部棟1階)
講師：眞田 則幸(国際美術連盟会員、日本美術家 [JR福工大前駅 徒歩5
分]
連盟会員、あとりえ主宰)

フラワーペインティングB

対象・定員・参加料

対象：一般市民
定員：20人
参加料：16,000円
(全8回分)
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
金:2,000円)
持参品：材料をお持
ちでない方は、初回
に講師より説明いた
します

10月20日～2023年3
月16日
木曜日(全6回)
10:30～15:30

対象：一般市民
定員：10人
参加料：19,800円
アクリル絵の具と丸筆を使って、いろいろな素材
(全6回分)
に花の絵を描いてみませんか。
※1作品あたり
何色もの絵の具を筆先につけて一気に一筆で描く
1,000～2,000円
福岡工業大学
ことで色のグラデーションが生み出され、生き生
エクステンションセンター 希望者のみスター
きとした花を描くことができます。楽しみながら作
ターセット(絵具・
(本部棟1階)
品作りをしていきたいと思っていますので、どう
[JR福工大前駅 徒歩5 筆)10,000円程度、
ぞふるってご参加ください。
カリキュラム代
分]
2,000円
講師：安藤 美彌子 (ブルンピアハウス講師)
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
金:2,000円)
持参品：エプロン・絵
具・筆
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申込方法・申込期間・申込先

問合せ

油彩画・パステル画教室

講座イベント名・内容

10月26日～2023年3
月22日
水曜日(全8回)
10:00～12:00

日時・曜日／会場

対象：一般市民
定員：12人
参加料：16,000円
青空、太陽、風、季節、そして非日常を白いキャン
(全8回分)
バスに描いてみませんか？ 十人十色、自由自在、
※FIT講座は会員制
描くことを心ゆくまで満喫してください。
です。(別途:入会
福岡工業大学
アドバイスいたします。
エクステンションセンター 金:2,000円)
持参品：材料をお持
(本部棟1階)
講師：眞田 則幸(国際美術連盟会員、日本美術家
[JR福工大前駅 徒歩5 ちでない方は、初回
連盟会員、あとりえ主宰)
に講師より説明いた
分]
します

対象・定員・参加料

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

対話型鑑賞ワークショップ～医療・福祉
分野で働く方対象～

11月20日（日）
※受付 9:30～

対象：医療・福祉に従
事されている方、これ
から従事されようと
福岡アジア美術館8階あ している方
医療・福祉分野に従事されている方、これから従 じびホール
（教員、学生さんもご
事されようとしている方を対象に対話型鑑賞の
【前半】10:00～13:00 相談ください）
ワークショップを行います。唯一の正解のない美 対話型鑑賞の基礎（レク 定員：40人（応募者
術作品を、複数人で対話しながら鑑賞するワーク チャー中心）
多数の場合抽選。福
ショップです。作品を“観察”し、”考え”たことを
岡市内勤務・通学の
（休憩13:00～
“話し”、ほかの参加者の考えを”聴く”などといっ 14:00）
方優先）
た「みる・考える・話す・聴く」の繰り返しによって、 【後半】14:00～17:00 ※抽選の結果は、11
観察力・思考力・コミュニケーション力を深め、広げ 鑑賞ワークショップ（体験 月上旬にお知らせし
ることにつながります。このワークショップでは、 中心）
ます。
作品の知識は不要です！！美術になじみのない
参加料：3,000円（ア
方も楽しみながら学べます。
ジアギャラリー鑑賞チ
ケット付き）
講師：伊達 隆洋（アート・コミュニケーション研究
※当日精算 ※現金
センター 研究員／京都芸術大学アートプロデュー
のみ
ス学科 准教授・学科長／関西医科大学 非常勤講
※ワークショップ中
師）
は、ギャラリー内での
鑑賞はありません。

申込方法：次のいずれかでお申込みくだ
さい。（申込締切：11月6日（日））
■WEBフォーム：
https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLScYe91ESSbtIxw
KPx2UL3bLqGYggxCdg3EaJivYRx3
qnZLrQ/viewform
■メール：bosyu@ffac.or.jp
■FAX：092-263-6259
メール・FAXの場合は、以下をご記入く
ださい。
（件名）「アートを介した対話プログラム
申込」
（本文）「氏名」「ふりがな」「電話番号」「年
齢」「所属」「対話型鑑賞体験の有無」「申
込理由（簡単で結構です）」

(公財)福岡市文化芸術振興
財団
〒812-0027
福岡市博多区下川端町3-2
リバレインセンタービル8階
TEL 092-263-6265
FAX 092-263-6259
E-Mail :
bosyu@ffac.or.jp

ドイツ及び日本の美術に見られる老いの 12月3日（土）
11:00～12:30
表現

申込方法：ウェブサイトからの申し込みが
できますが電話でも可。
電話：092-715-9123
FAX：092-751-4098
メール：fukudai@jbn.jtb.jp
URL：https://amarysjtb.jp/fukuniversity/
受付時間：10:00～17:00（土・日・祝祭
日除く）
申込期間：8月16日より先着順で受け付
けします。
申込先：福岡大学市民カレッジ受付係
問い合わせ先（委託先）：株式会社 JTB
福岡支店

福岡大学市民カレッジ受付
係
〒810-0072
福岡市中央区長浜1-1-35
新KBCビル5階 (JTBビジ
ネストランスフォーム内)
TEL 092-715-9123
FAX 092-751-4098
E-Mail :
fukudai@jbn.jtb.jp

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

対象：一般・学生
定員：100人
参加料：無料

福岡大学 (福岡市城南区
高齢化が急速に進んでいるドイツと日本。高齢化 七隈八丁目19番1号)
が社会、人々の生活に影響を与えているのはもち 地下鉄七隈線「福大前
ろんですが、美術についてはどうでしょうか。この 駅」下車
ような関心から、現在、高齢化社会と美術につい
ての研究を進めています。本講座では、ドイツと日
本を比較しながら、美術に描かれた「老い」を考察
します。
講師：M.ゴツィック（人文学部教授）

【工芸・陶芸】
ステンドグラス

10月3日～2023年3月
27日
月曜日(全12回)
10:00～12:00

対象：一般市民
定員：12人
参加料：24,000円
ステンドグラスは、昔からその光と色の美しさで
(全12回分)
人々を魅了してきました。その魅力に加え、実際に
※教材費：実費、初回
作ることで新たな発見と喜びを感じることができ
のみ道具一式
福岡工業大学
ます。皆で一緒にステンドグラスを楽しみません
エクステンションセンター 19,500円
か。
※FIT講座は会員制
(本部棟1階)
[JR福工大前駅 徒歩5 です。(別途:入会
講師：中村 綾子 (A`s glass studio 中村 綾
金:2,000円)
分]
子)
持参品：エプロン・新
聞紙・軍手・古歯ブラ
シ・カッター・はさみ・
割箸・定規・雑巾・油
性ペン(黒・白)・アル
ミホイル
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

トールペイント

10月7日～2023年3月
3日
金曜日(全6回)
華麗で繊細な花や風景・果物などを白木・ブリキ・
10:00～12:30
布などの自分のお好きな物に描いてみませんか?
メディウムの使い方、ストローク等のテクニックも
福岡工業大学
交えて進めていきます。下絵を元に描いていきま
エクステンションセンター
すので初めての方も楽しく作品作りが出来ます。
(本部棟1階)
お気軽にご参加ください。
[JR福工大前駅 徒歩5
分]
講師：石橋 世津子(ジョストボ・スラバ認定講師、
ソレイユフォークアートアカデミーファイアンスアー
ト認定講師)

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

対象：一般市民
定員：10人
参加料：12,000円
(全6回)
※FIT講座は会員制
です。
(別途:入会
金:2,000円)
【持参品】 水入れ・筆
拭き布
※材料費 月1,000
円位～(木・缶等)道
具類が必要な方は
6,000～7,000円
程度(筆・絵具・パレッ
ト等)

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

【音楽・演劇】
〈市民劇〉HAKATA EXPO2222
‐空想演劇博覧会‐
福岡アジア美術館周辺に点在しているパブリック
アートをテーマに、美術と演劇を組み合わせた福
岡ならではのオリジナル演劇作品を制作し、上演
します！ 舞台は2222年、『博多万国博覧会
（HAKATAEXPO2222）』の開催を迎える未来
の福岡です。演劇の手法を用いた、新しいアートの
楽しみ方を是非ご体感ください。

11月12日（土）13時開
演 16時開演
11月13日（日）13時開
演 16時開演

参加料：1,000円（膝 関連ホームページにて掲載（準備中）
上鑑賞無料）

ぽんプラザホール（福岡
市祇園音楽・演劇練習
場）
http://pomplazahall
.jp/

(公財)福岡市文化芸術振興
財団
〒812-0027
福岡市博多区下川端町31-8階
TEL 092-263-2625
FAX 092-263-6259
E-Mail : ffac02@ffac.or.jp

【服飾・手芸・園芸】
誰でもディプロマが取れる花教室・基本 10月12日～2023年3 対象：一般市民
月29日
定員：10人
クラス

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
水曜日(全6回)
参加料：12,000円 ださい。
13:00～14:30
(全6回)
https://forms.office.com/r/Et6
貴方も「お花が出来る素敵な人」に♪ディプロマが
※FIT講座は会員制 V7epCib
受講のみで取得できます。男性歓迎！楽しみなが 福岡工業大学
です。
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
ら花の基本が全て学べます。
なり次第終了
エクステンションセンター (別途:入会
先ずはお気軽に見学をご予約ください。生徒の皆 (本部棟1階)
金:2,000円)
※お席に空きがありましたら途中入講も
さんの作品は「祥染の花日記」で検索を。
[JR福工大前駅 徒歩5 持参品： ハサミ(注文 可能です。
SDGsに沿う生花花束特許を取得した講師です。 分]
も受け付けます
電話にてお問い合わせください。
2,100円程度)・作品 申込先：電話:092-606-7089
講師：フラワークリエーション・祥染(フラワーデザ
持ち帰り袋
URL：
イナー検定審査員、職業訓練指導員、草月流いけ
※材料費花材教材実 http://opencollege.fit.ac.jp
花師範)
費(1,500円～
月～金:9:00～17:00、
3,500円前後)
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)
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福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

誰でもディプロマが取れる花教室・トレ
ンドデザインクラス

講座イベント名・内容

10月12日～2023年3
月29日
水曜日(全6回)
14:30～16:20

日時・曜日／会場

対象：一般市民
定員：10人
参加料：12,000円
(全6回)
貴方も「お花が出来る素敵な人」に♪ディプロマが
※FIT講座は会員制
受講のみで取得できます。男性歓迎！楽しみなが 福岡工業大学
です。
ら花の基本が全て学べます。
エクステンションセンター (別途:入会
先ずはお気軽に見学をご予約ください。生徒の皆 (本部棟1階)
金:2,000円)
さんの作品は「祥染の花日記」で検索を。
[JR福工大前駅 徒歩5 持参品： ハサミ(注文
SDGsに沿う生花花束特許を取得した講師です。 分]
も受け付けます
2,100円程度)・作品
講師：フラワークリエーション・祥染(フラワーデザ
持ち帰り袋
イナー検定審査員、職業訓練指導員、草月流いけ
※材料費花材教材実
花師範)
費(1,500円～
3,500円前後)

対象・定員・参加料

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

シルバークレイ 月2回クラス

10月18日～2023年3
月14日
火曜日(全12回)
10:00～12:30

対象：一般市民
定員：10人
参加料：18,000円
(全12回分)
子どもの頃に作った粘土細工の要領で誰でも簡
※基本道具代5,000
単にシルバージュエリーが作れます。純銀の粉と
円程度、純銀粘土1箱
福岡工業大学
水と結合剤でできた粘土状の金属素材(純銀粘
4,500円(2～3
エクステンションセンター
土)は陶芸感覚で自由自在に形作ることができ、
回)、他パーツ代(例:
焼成すると純銀だけが残る不思議な粘土です。こ (本部棟1階)
の粘土を使って自由に創作し、オリジナルの作品 [JR福工大前駅 徒歩5 チェーン700円～)
※FIT講座は会員制
分]
にチャレンジしてみましょう。
です。(別途:入会
金:2,000円)
講師：西田 章子(ミガホンアカデミー講師)
持参品：エプロン・お
しぼり・筆記具

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

ポリクレイ

10月18日～2023年3
月14日
火曜日(全6回)
10:00～12:30

対象：一般市民
定員：10人
参加料：12,000円
手づくりにチャレンジ
(全6回分)
いろいろな色の粘土で自由に形を作り、オーブン
※道具代500円程
で焼成して仕上げます。焼くまで固まらないので
度、初回粘土代
福岡工業大学
ゆっくり作れ、焼成後は丈夫で耐水性に優れてい
エクステンションセンター 2,000～3,000円、
ます。色の混色、様々な模様の作り方を学び、天然
以降必要な色を追加
(本部棟1階)
石風のビーズやアクセサリー、オブジェなどを作り
[JR福工大前駅 徒歩5 ※FIT講座は会員制
ます。無限の可能性を秘めた"ポリクレイ"で自由
です。(別途:入会
分]
に創作してみませんか。
金:2,000円)
持参品：エプロン・筆
講師:西田 章子 (ミガホンアカデミー講師)
記具・ラップ・作品を
入れて持ち帰る箱・
ローラー・ものさし

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

シルバークレイ 月1回クラス

10月25日～2023年3
月7日
火曜日(全6回)
10:00～12:30

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

対象：一般市民
定員：10人
参加料：9,000円(全
子どもの頃に作った粘土細工の要領で誰でも簡
6回分)
単にシルバージュエリーが作れます。純銀の粉と
※基本道具代5,000
水と結合剤でできた粘土状の金属素材(純銀粘
円程度、純銀粘土1箱
福岡工業大学
土)は陶芸感覚で自由自在に形作ることができ、
エクステンションセンター 4,500円(2～3
焼成すると純銀だけが残る不思議な粘土です。こ
回)、他パーツ代(例:
(本部棟1階)
の粘土を使って自由に創作し、オリジナルの作品
[JR福工大前駅 徒歩5 チェーン700円～)
にチャレンジしてみましょう。
※FIT講座は会員制
分]
です。(別途:入会
講師：西田 章子(ミガホンアカデミー講師)
金:2,000円)
持参品：エプロン・お
しぼり・筆記具
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

三日月形クリスマスリースを創ってみよ 11月25日(日)
う ～身近なモノからステキなアイテム 10:00～11:30
を制作
福岡工業大学

対象：一般市民
定員：10人
参加料：1,000円
花材費：2,500円
エクステンションセンター 持参品：ワイヤーハン
ご自宅にある「ワイヤーハンガー」をおしゃれな「三 本部棟1階
ガー（1本必須）・クリ
日月形クリスマスリース」に変身させ
スマスリースに合う飾
ます！
り（ご自宅にあるクリ
クローゼットに眠っているワイヤーハンガーを使っ
スマスツリーに飾って
て、三日月形クリスマスリースの土台を作ります。
いた小物やリボンな
その土台にプリザーブドフラワーのティーツリー
どあればご持参くだ
を針金で巻きつけ、三日月形を作り、土台が完成
さい。)
したら薔薇や木の実などでデコレーションしてい
きます。
世界でひとつだけのクリスマスリースを作ってみ
ませんか？
講師：西野 理恵 (IPS協会 プリザーブドフラワー
1級技能士)

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

申込方法：ホームページ「お申込フォー
ム」からお申込ください。
※E-mail、ハガキ、お電話でのお受付は
いたしておりません。
申込期間：8月18日（木）～11月3日
（木）
※定員になり次第終了

学校法人西南学院 社会連
携課(西南コミュニティーカ
レッジ事務局)
〒814-8511 福岡市早良
区西新6-2-92
TEL 092-823-3612
FAX 092-823-3172
E-Mail : swext@seinan-gu.ac.jp

申込方法：ホームページ「お申込フォー
ム」からお申込ください。
※E-mail、Fax、ハガキ、お電話でのお
受付はいたしておりません。
申込期間：8月18日（木）～11月17日
（木）
※定員になり次第終了

学校法人西南学院 社会連
携課(西南コミュニティーカ
レッジ事務局)
〒814-8511
福岡市早良区西新6-2-92
TEL 092-823-3612
FAX 092-823-3172
E-Mail : swext@seinan-gu.ac.jp

【その他の芸術・文化】
公開講座③ 「ミュージアムを楽しもう!」 11月18日～12月16日 対象：一般

毎週金曜日
定員：24人
全5回
参加料：5,000円（全
ミュージアム（博物館・美術館などの展示施設）は、
18：30～20：00
5回分）
ただ単に資料の展示・解説を行う施設ではありま
せん。展示されている資料に親しみをもってもら
西南コミュニティーセン
うために、施設や展示手法の工夫を行っていた
ター（西南学院大学内）
り、ワークショップを行ったり、さまざまな活動を
※新型コロナウイルス感
しています。本講座では、全国の大学博物館や福
染拡大の状況によって
岡県内の博物館を中心に、施設や展示の紹介を行
は、開講方式を変更、もし
うとともに、ミュージアムが行っているさまざまな
くは不開講となる場合が
工夫や活動も紹介します。本講座を受講すること
あります。
で、いつもとは一味違ったミュージアムの楽しみ方
を知っていただけるはずです。
講師：鬼束 芽衣（西南学院大学博物館学芸研究
員）ほか

公開講座④「クリスマスへの旅」
国境を越え、大人も子どもも巻き込む大イベント
の「クリスマス」。本講座は、クリスマスの由来と起
源を聖書に基づいて解説していきます。世界では
じめてのクリスマスを経験した旅人の物語や、今
も愛され、語り継がれているクリスマスの民話や
絵本を紹介し、世界各国のクリスマス事情を見な
がら、ご一緒にクリスマスの意味を考えてみたい
と思います。
講師：劉 雯竹（宗教主事）

12月1日～12月15日
毎週木曜日
全３回
18：30～20：00

対象：一般
定員：24人
参加料：３,000円（全
３回分）

西南コミュニティーセン
ター（西南学院大学内）
※新型コロナウイルス感
染拡大の状況によって
は、開講方式を変更、もし
くは不開講となる場合が
あります。
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

スポーツ
【球技】
福岡市民体育館 バドミントン(初級～
中級)Ⅱ

12月1日(木)～2023
年2月16日(木)
毎週木曜日（全10回）
※12月15日、29日を除
バドミントン初級～中級者を対象とした、バドミン く
トンの基礎を学びレベルアップを目指した教室。
20:15～21:30
講師は福岡市バドミントン協会より2名。
福岡市民体育館・競技場
福岡市博多区東公園8番
2号

対象：18歳以上
定員：20人
参加料：6,000円(全
10回分)

申込方法：はがき、ホームページ
申込期間：11月1日(火)～11月15日
(火)
申込先：問い合わせ先住所

(公財)福岡市スポーツ協会
〒812-0045
福岡市博多区東公園8番2
号 福岡市民体育館管理事
務所
TEL 092-641-9135
FAX 092-641-9139

対象：小学5年生以上
の障がい者・健常者
（家族・ボランティア
等）
1チーム7人編成（小
学5年生以上）で、健
常者は2名まで参加
することができます。
※新型コロナウイル
ス感染拡大防止のた
め、今大会に限って
は、条件を設ける。
・福岡市内の施設、学
校単位のチーム
・クラブ、サークルの
場合は、活動拠点が
福岡市内のチーム
定員：20チーム
※新型コロナウイル
ス感染症の感染状況
等によっては、大会を
中止することもあり
ます。予めご了承くだ
さい。また、定員を超
える申し込みがあっ
た場合は、主催者に
よる抽選を行い、参
加チームを決定しま
す。
参加料：1チーム
2,000円
（スポーツ傷害保険料
等を含みます）

申込方法：申込書に記入のうえ、郵送・Ｆ
ＡＸまたは持参でお申し込みください。
なお、FAXで申込みの際は送信したこと
を必ず電話で確認してください。申込書
は当協会ホームページでダウンロードす
るか、さん・さんプラザ（南区清水）に設
置しています。
申込期間：2023年1月26日（木）～2月
9日（木）

福岡市障がい者スポーツ協
会
〒810-0062
福岡市中央区荒戸3-3-39
福岡市市民福祉プラザ3階
TEL 092-781-0561
FAX 092-781-0565
E-Mail :
fukuoka@suporekufuku.com

☆事前申込み不要
教室開始15分前から1階ロビーにて受
付を行います（先着）
※初回参加時に事務所にて参加申込書
を記入いただきます。

(公財)福岡市スポーツ協会
〒812-0045
福岡市博多区東公園8番2
号 福岡市民体育館管理事
務所
TEL 092-641-9135
FAX 092-641-9139

【ランニング・ウォーキング・水泳】
第25回障がい者駅伝大会in海の中道
海浜公園

2023年3月12日（日）
10:30～14:00

海の中道海浜公園
障がい者が駅伝を通して健康の維持、増進及び機 （福岡市東区西戸崎18能の回復を図り、仲間との交流や相互理解を深め 25）
て、走る楽しさや喜びを体得するとともに、スポー
ツに対する関心を高め、日常化を図ることを目的
に開催いたします。

【体操・トレーニング・ヨガ・エアロビクス】
福岡市民体育館 健康エクササイズ
毎週テーマを設定し、ストレッチからエクササイズ
まで、運動初心者でも参加しやすい内容の教室。
少人数制で午前の部、午後の部に分けて実施。
講師は市民体育館スポーツ指導員。

5月13日(金)～2023 対象：18歳以上
年3月3日(金)
定員：各8人
毎週金曜日
参加料：1回500円
※大会、休館日を除く
①朝の部9:45～10:45
②昼の部13:30～
14:30
福岡市民体育館(主催者
事務室B)
福岡市博多区東公園8番
2号
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講座イベント名・内容

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

10月1日～2023年3月
25日
土曜日(全20回)
10:00～11:30

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

10月1日～2023年1月
28日
各土曜日（全13回）
15:30～17:00

申込方法：ウェブサイトからの申し込みが
できますが電話でも可。
電話：092-715-9123
FAX：092-751-4098
メール：fukudai@jbn.jtb.jp
URL：https://amarysjtb.jp/fukuniversity/
受付時間：10:00～17:00（土・日・祝祭
日除く）
申込期間：8月16日より先着順で受け付
けします。
申込先：福岡大学市民カレッジ受付係
問い合わせ先（委託先）：株式会社 JTB
福岡支店

福岡大学市民カレッジ受付
係
〒810-0072
福岡市中央区長浜1-1-35
新KBCビル5階 (JTBビジ
ネストランスフォーム内)
TEL 092-715-9123
FAX 092-751-4098
E-Mail :
fukudai@jbn.jtb.jp

ロコモ・メタボ予防体操コース

10月3日～2023年3月
27日
月曜日(全20回)
10:30～12:00

対象：一般市民
定員：15人
参加料：25,000円
筋力トレーニングで現状維持から少しでも筋力向
(全20回)
上を目指しましょう。何もしなければ確実に筋力は
※FIT講座は会員制
衰えていきます。ストレッチ、トレーニング、有酸素
です。(別途:入会
福岡工業大学
運動の三本柱で楽しく長く運動を続けていけるよ
エクステンションセンター 金:2,000円)
うに指導します。タオル等を使って自宅でもトレー
持参品：運動しやすい
(本部棟1階)
ニングできるように指導します。
[JR福工大前駅 徒歩5 服装・飲み物・運動靴
分]
講師：フィットネスプランニングツカモト 清原 麻奈
美(FPTインストラクター、健康運動実践指導者)

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

アイアンガーヨガ

10月4日～2023年3月
28日
火曜日(全20回)
10:00～11:30

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

ヨガ ‐毎日をイキイキと‐

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

対象:一般市民
定員:15人
【受講料】25,000円
36年続けてきたヨガの経験を生かし、身体の内
(全20回)
外から健康になれるように理論と世の中の常識的
※FIT講座は会員制
見解を交えながら、受講生の皆様が納得して取り
です。(別途:入会
福岡工業大学
組めるように指導します。クラスは受講生からのア
エクステンションセンター 金:2,000円)
イデアも取り入れながら、和気あいあいと進めて
【持参品】運動のでき
(本部棟1階)
います。新型コロナウイルス、正しく恐れながらも、
[JR福工大前駅 徒歩5 る服装・バスタオル
負けない免疫力をつけましょう！
分]
講師：北川 義子

女性のための元気体操教室

対象：トレーニング可
能な成人女性
定員：30人
本講座では、「病気をしない・ケガをしない体づく
※受講前に健康度
り」を目指し、心身ともに元気になる体操を提供し
チェック表にてご自
ます。機能改善トレーニング・ストレッチ・柔軟体
福岡大学 (福岡市城南区 身の健康状態を申告
操・筋力トレーニング・リズム体操・リラクゼーショ
してください。
七隈八丁目19番1号)
ンなどを組み合わせた内容です。特にシニア世代
参加費：16,500円
地下鉄七隈線「福大前
の女性が日常的に行えるように指導します。「元気
駅」下車
体操」を続けることで、正しい姿勢を維持できるよ
うになり、女性が抱える腰痛・肩こり・肥満・冷え・
むくみ等の慢性的な症状の改善が期待できます。
また、大殿筋・ハムストリング等の下肢の筋力を鍛
えることで、転倒防止や基礎代謝アップによるダイ
エット効果も期待できます。
講師：柿本 真弓（スポーツ科学部教授）ほか

対象：一般市民
定員：10人
参加料：30,000円
アイアンガーヨガクラスは道具を使うことでどな
(全20回)
たでも無理なく指導しています。
※FIT講座は会員制
自分の体の特性を知り、体を整えていくことで五
です。(別途:入会
福岡工業大学
感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)の働きも良くな
エクステンションセンター 金:2,000円)
ります。アイアンガーヨガメソッド(学習法)は自分
持参品：マット・ベルト
(本部棟1階)
自身をメンテナンスしてくれます。どうぞ体験して
[JR福工大前駅 徒歩5 (ご希望の方は、購入
ください。
可能)・運動のできる
分]
服装
講師：寺本 三鈴（アイアンガーヨガ協会認定講師
(国際ライセンス)）
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申込方法・申込期間・申込先

問合せ

健身太極拳 初級

講座イベント名・内容

10月4日～2023年3月
28日
火曜日(全20回)
10:30～12:00

対象：一般市民
定員：15人
参加料：25,000円
太極拳にチャレンジしてみたいと思っていた方に
(全20回分)
朗報です!ストレッチでゆっくり身体を伸ばし、太極
※FIT講座は会員制
拳の動きを説明しながら基本から進めていきま
です。(別途:入会
福岡工業大学
す。最後は、一人でも出来ることを目指します。ぜ
エクステンションセンター 金:2,000円)
ひ、毎日の体調維持・健康促進の為に役立ててみ
持参品：タオル・底の
(本部棟1階)
ませんか?
[JR福工大前駅 徒歩5 うすいシューズ
分]
講師：川原 恵子(日本武術太極拳連盟(NPO法
人)公認A級指導員、正宗伝統楊式初級教練)

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

大人のための楽しむバレエ

10月4日～2023年3月
28日
火曜日(全20回)
14:30～16:00

対象：一般市民
定員：15人
参加料：25,000円
クラスではフロアでのストレッチから始め、バー
(全20回)
レッスン、センターレッスンへとゆっくり体を引き
※FIT講座は会員制
上げていきます。筋肉だけではなく、呼吸も意識し
です。(別途:入会
福岡工業大学
て強くしなやかな体を作りましょう。正しい軸を作
エクステンションセンター 金:2,000円)
ることでのびのびと動ける体になります。美しい
持参品：バレエシュー
(本部棟1階)
音楽で一緒に「踊る」ことを楽しみましょう。
[JR福工大前駅 徒歩5 ズ・動きやすい服装も
しくはレオタード・タ
分]
講師：鈴木 彩耶(フリー講師)
オル・マスク

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

リフレッシュ・フラ『あなたもフラガー
ル!!』初級クラス(午後)

10月4日～2023年3月
14日
火曜日(全12回)
18:30～20:00

対象：一般市民
定員：12人
参加料：22,500円
(全12回)
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
福岡工業大学
エクステンションセンター 金:2,000円)
持参品：動きやすい
(本部棟1階)
[JR福工大前駅 徒歩5 服装・マスク・飲み物
分]

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

10月4日～2023年3月
28日
火曜日(全20回)
19:00～20:30

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

8階の広い教室の中で少人数でレッスンしていま
す。窓からは東区の街が見渡せ、とても景色が良
いです。教室の横一面は鏡張りで、入り口には洗
面台もあり、すぐに手が洗えます！レッスンは、マ
スクやフェイスシールドをつけて隣の人と間隔を
あけて踊ります。初めての方でも大丈夫！ハワイ
のゆったりとした癒しの音楽で、心と体をリフレッ
シュ！運動不足も解消！学校やお仕事帰りに楽し
く踊りましょう！！

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

講師：高橋 美加(ハラウ オ ヤナセ インストラク
ター)

ストレッチとソフトヨガ

対象:一般市民
定員:15人
【受講料】25,000円
お勤め帰りの方の心と身体を癒すストレッチとソ
(全20回分)
フトヨガ・・・腰痛や肩こりに悩まされていらっしゃ
※FIT講座は会員制
る方には、簡単にできる改善体操も取り入れてい
です。(別途:入会
福岡工業大学
ます。気になる、お腹周りやお尻を引き締めるエク
エクステンションセンター 金:2,000円)
ササイズやボディケアなどで美しい身体作りをし
【持参品】運動のでき
(本部棟1階)
て、心も身体もリフレッシュさせましょう!
[JR福工大前駅 徒歩5 る服装
分]
講師：フィットネスプランニングツカモト 玉利 伸子
(スタジオ ル・レーヴ講師、FPTインストラクター、
健康運動実践指導者、JDSF 公認指導員)
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講座イベント名・内容

リフレッシュ・フラ『あなたもフラガー
ル!!』初級クラス(午前)

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

10月5日～2023年3月
15日
水曜日(全12回)
10:30～12:00

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

10月5日～2023年3月
29日
水曜日(全20回)
10:30～12:00

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

対象：一般市民
定員：12人
参加料：22,500円
(全12回)
8階の広い教室の中でレッスンしています。窓から
※FIT講座は会員制
は東区の街が見渡せ、とても景色が良いです。教 福岡工業大学
です。(別途:入会
室の横一面は鏡張りで、入り口には洗面台もあ
エクステンションセンター 金:2,000円)
り、すぐに手が洗えます！レッスンは、マスクや
持参品：動きやすい
(本部棟1階)
フェイスシールドをつけて隣の人と間隔をあけて [JR福工大前駅 徒歩5 服装・マスク・飲み物
踊ります。初めての方でも大丈夫！ハワイのゆっ 分]
たりとした癒しの音楽で、心と体をリフレッシュ！
運動不足も解消！皆で楽しく踊りましょう！！
講師：高橋 美加(ハラウ オ ヤナセ インストラク
ター)

気分そう快!!いきいき体操

対象：一般市民
定員：15人
参加料：25,000円
ストレッチと有酸素運動で循環器の機能や、基礎
(全20回分)
体力・持久力を向上させることを目指します。コロ
※FIT講座は会員制
ナ禍の今は筋トレや身体のほぐしを取り入れて身
です。(別途:入会
福岡工業大学
体の改善を目指しています。リズムに合わせて動
エクステンションセンター 金:2,000円)
くことで脳を活性化させ認知症予防・腰痛・肩こ
持参品：運動のでき
(本部棟1階)
り・転倒予防体操などでいきいきとした身体作り
[JR福工大前駅 徒歩5 る服装・シューズ・飲
を実践します。
み物
分]
講師：フィットネスプランニングツカモト 松坂 美保
子・清原 麻奈美(スタジオ ル・レーヴ チーフトレー
ナー、健康運動実践指導者、JDSF 公認指導員、
JDSF 公認ジュニア指導員)

身体メンテナンス体操

10月5日～2023年3月
29日
個人個人の身体の弱いところを探り、インナーマッ 水曜日(全20回)
スルから、アウターマッスルまで鍛えます。関節の 13:00～14:30
可動域の悪い箇所などはストレッチの他、時には
手技で改善に導きます。肩関節や、股関節などの 福岡工業大学
機能が改善するように筋トレや、テニスボールやス エクステンションセンター
モールボールを使った筋肉のほぐし方なども取り (本部棟1階)
入れた、バラエティに富んだ身体のメンテナンスク [JR福工大前駅 徒歩5
分]
ラスです。

対象：一般市民
定員：20人
参加料：25,000円
(全20回)
※FIT講座は会員制
です。(別途:入会
金:2,000円)
持参品：運動のでき
る服装・タオル・飲み
物

講師：フィットネスプランニングツカモト 松坂 美保
子・清原 麻奈美(スタジオ ル・レーヴ チーフトレー
ナー、健康運動実践指導者、JDSF 公認指導員、
JDSF 公認ジュニア指導員)

申込方法：福岡工業大学エクステンショ 福岡工業大学 エクステン
リラックス&デトックスヨガ 月2回コー 10月8日～2023年3月 対象：一般市民
25日
定員：月3回コースと ンセンターホームページからお申込みく ションセンター
ス
土曜日(全12回)
12:00～13:30

合わせて18人
参加料：15,000円
ストレッチと簡単な筋トレを組み合わせたクラスで
(全12回)
す。
※FIT講座は会員制
福岡工業大学
呼吸をしながら体を動かすことの気持ちよさ、継 エクステンションセンター です。(別途:入会
続することで気づく身体や心の変化を一緒に楽し (本部棟1階)
金:2,000円)
んでいきましょう！
[JR福工大前駅 徒歩5 持参品：運動のでき
る服装・フェイスタオ
分]
講師：有門 亜子(全米ヨガアライアンス認定 ヨガ
ル・水
インストラクター・BESJ認定マットピラティスト
(身体が硬い方はタオ
レーナー)
ルを補助具として使
用していただくこと
があります)
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ださい。
〒811-0295
https://forms.office.com/r/Et6 福岡市東区和白東3-30-1
V7epCib
TEL 092-606-7089
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

申込方法：福岡工業大学エクステンショ 福岡工業大学 エクステン
リラックス&デトックスヨガ 月3回コー 10月8日～2023年3月 対象：一般市民
25日
定員：月2回コースと ンセンターホームページからお申込みく ションセンター
ス
身体を動かしてリフレッシュ
ストレッチと簡単な筋トレを組み合わせたクラスで
す。
呼吸をしながら体を動かすことの気持ちよさ、継
続することで気づく身体や心の変化を一緒に楽し
んでいきましょう！
講師:有門 亜子(全米ヨガアライアンス認定 ヨガ
インストラクター・BESJ認定マットピラティスト
レーナー)

いつまでも持続可能な身体を作ろう!～
身体がさびついていませんか?①③生
活スタイルを見直して運動習慣を身につ
けて健康寿命を延ばす!

土曜日(全18回)
12:00～13:30

合わせて18人
参加料：22,500円
(全18回)
※FIT講座は会員制
福岡工業大学
エクステンションセンター です。(別途:入会
金:2,000円)
(本部棟1階)
[JR福工大前駅 徒歩5 持参品：運動のでき
る服装・フェイスタオ
分]
ル・水
(身体が硬い方はタオ
ルを補助具として使
用していただくこと
があります)

ださい。
〒811-0295
https://forms.office.com/r/Et6 福岡市東区和白東3-30-1
V7epCib
TEL 092-606-7089
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先：電話:092-606-7089
URL：
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ
※ご受講前にご見学をお願いしておりま
す。【申込方法】をご参照ください。(要:
予約)

①10月24日(月)
13：00～14：30
③2023年1月21日
（土）
13：30～15：00

対象：一般市民
定員：15人
参加料：1,500円
持参品：動きやすい
服装・ 飲み物・タオル
(講座で使用します必
ずお持ちください)

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

対象：一般
定員：20人
参加料：2,000円（全
3回）

申込方法：インターネット（申込フォーム）
からお申し込みください。
https://www.kyusanu.ac.jp/guide/efforts/relation/
openlec/「九州産業大学公開講座」で
検索
申込期間：8月26日（金）11：00～10月
14日（金）17：00
※本講座は【先着順】です。定員に達した
際には、申込を終了いたします。なお、受
付完了した方へは講座の約1週間前まで
に受講票をお送りします。
申込先：九州産業大学 総務部学外連携
課 公開講座係
〒813-8503 福岡市東区東区松香台
2丁目3-1
TEL:092-673-5495 FAX:092673-5599
Email:gakugairenkei@ml.kyusanu.ac.jp

九州産業大学
〒813-8503
福岡市東区松香台2-3-1
TEL 092-673-5495
FAX 092-673-5599
E-Mail :
gakugairenkei@ml.ky
usan-u.ac.jp

SDGsの17のゴールの中には『すべての人に健康 福岡工業大学
と福祉を』というテーマがありますが、いつまでも エクステンションセンター
自分の身体を健康的に使う…身体が健康でない 本部棟8階
といろいろなことに取り組むこともできません。ま
ずは、自分の身体の弱っているところを知り、そこ
を改善していつまでも健康で持続可能な身体を作
りましょう！
姿勢チェックを行い、ご自分の身体の状態を知る
ことから始めます。日頃の立ち方、座り方、歩き方
など弱っているところの影響でひずみが出てきま
す。正しい姿勢を作りましょう。タオルを使ったス
トレッチで固くなった身体をほぐします。身体をほ
ぐしたところで体幹を鍛え、自分の身体に必要な
筋トレを行います。筋トレで筋肉量を増やし、
ウォーキングなどの有酸素運動により心肺機能を
高めて、健康寿命を延ばすための運動方法を身に
付けていきます。
※4つの講座は1回のみのご受講でも、また、どの
組み合わせでもお申し込み可能です。
講師：フィットネスプランニングツカモト 清原 麻
奈美（FPT所属インストラクター、健康運動実践指
導者）

大人のための健康教室【全3回】
身体測定/ストレッチ・トレーニング、グラウンドゴ
ルフ、卓球

10月26日（水）15：40
～17：10
11月16日（水）15：40
～17：10
11月30日（水）15：40
～17：10

講師：泉原 嘉郎（健康・スポーツ科学センター准
教授）、深田 忠徳（健康・スポーツ科学センター准
九州産業大学 大楠ア
教授）、元嶋 菜美香（健康・スポーツ科学センター
リーナ
講師）
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講座イベント名・内容

いつまでも持続可能な身体を作ろう!～
身体がさびついていませんか?②④身
体のさび付いているところを確認して
さび落としにチャレンジ!

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

②11月14日(月)
13：00～14：30
④11月14日(月)
13：30～15：00

対象：一般市民
定員：15人
参加料：1,500円
持参品：動きやすい
服装・ 飲み物・タオル
(講座で使用します必
福岡工業大学
ずお持ちください)
エクステンションセンター
SDGsの17のゴールの中には『すべての人に健康
と福祉を』というテーマがありますが、いつまでも 本部棟8階
自分の身体を健康的に使う…身体が健康でない
といろいろなことに取り組むこともできません。
まずは、自分の身体の弱っているところを知り、そ
こを改善していつまでも健康で持続可能な身体を
作りましょう！
肩関節や股関節など知らず知らずのうちに固まっ
ている関節周りをセルフマッサージやテニスボー
ルを使用して筋肉をほぐしていきます。（テニス
ボールは貸出します。）まずは、ストレッチで身体の
動かしにくい箇所や痛い箇所を探します。①③の
姿勢作りチェックなどで、さび付いている身体を
実感している方も多いので、どう動かしたら、いい
のか？どうほぐせばいいのか？実際に行っていき
ます。継続して筋肉をほぐすことや、鍛えることを
行うことが身体への好転反応などへと繋がりま
す。
※4つの講座は1回のみのご受講でも、また、どの
組み合わせでもお申し込み可能です。

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

申込方法：「体験活動協会ＦＥＡ」で検索
し、募集要項の内容を確認のうえ申し込
む。
申込期間：9月1日～12月15日(随時受
付)
お問合せ・お申込み先：体験活動協会ＦＥ
Ａ（担当：徳永）
〒８１０－００４５
福岡市中央区草香江２－４－４－４０４
TEL ０９２－７１７－５６５１
FAX ０９２－７１７－５６５２
Eメール info@fea.fukuoka.jp
URL http://fea.fukuoka.jp/

体験活動協会FEA
〒810-0045
福岡市中央区草香江2-44-404
TEL 092-717-5651
FAX 092-717-5652
E-Mail :
info@fea.fukuoka.jp

申込方法：「体験活動協会ＦＥＡ」で検索
し、募集要項の内容を確認のうえ申し込
む。
申込期間：12月1日～2023年2月25
日(随時受付)
お問合せ・お申込み先：体験活動協会ＦＥ
Ａ（担当：徳永）
〒８１０－００４５
福岡市中央区草香江２－４－４－４０４
TEL ０９２－７１７－５６５１
FAX ０９２－７１７－５６５２
Eメール info@fea.fukuoka.jp
URL http://fea.fukuoka.jp/

体験活動協会FEA
〒810-0045
福岡市中央区草香江2-44-404
TEL 092-717-5651
FAX 092-717-5652
E-Mail :
info@fea.fukuoka.jp

講師：フィットネスプランニングツカモト 玉利 伸
子（FPT所属インストラクター、健康運動実践指導
者）

【ハイキング・登山・野外活動】
福岡低山歩きシリーズ「秋の日帰りコー 10月４日(火)～12月
22日(木) 日帰り
ス」【第16回福岡低山歩き教室】
興味や関心があるコースを選択して参加。どの
コースも年齢、体力、経験は問いません。歩くコー
スは、ＦＥＡ認定コースの中から選出。

対象：初心者や中高
年および関心がある
方(70歳を超えられ
ていても健康な方は
福岡県内の低山(若杉
山、四王寺山、井野山、風 参加可能)
師山、目配山、高祖山、新 定員：6人(各日程)
立山、立花山、古処山、高
良山、鏡山、叶岳、基山、
可也山、牛頸山、油山な
ど18コース)

福岡低山歩きシリーズ「冬に最適な日帰 2023年1月10日(火)
りコース」【第16回福岡低山歩き教室】 ～３月２日(木) 日帰り
興味や関心があるコースを選択して参加。どの
コースも年齢、体力、経験は問いません。歩くコー
スは、ＦＥＡ認定コースの中から選出。

対象：初心者や中高
年および関心がある
方(70歳を超えられ
福岡県内の低山(毘沙門 ていても健康な方は
参加可能)
山、岳城山、遠見岳、火
山、許斐山、立石山、石峰 定員：6人(各日程)
山、天拝山、宮地岳、灘
山、在自山など11コー
ス)

福岡低山歩きシリーズ「春の日帰りコー 2023年3月7日(火)～ 対象：初心者や中高 申込方法：「体験活動協会ＦＥＡ」で検索 体験活動協会FEA
5月25日(木) 日帰り
年および関心がある し、募集要項の内容を確認のうえ申し込 〒810-0045
ス」【第16回福岡低山歩き教室】
興味や関心があるコースを選択して参加。どの
コースも年齢、体力、経験は問いません。歩くコー
スは、ＦＥＡ認定コースの中から選出。

方(70歳を超えられ
福岡県内の低山(大根地 ていても健康な方は
山、白馬山、二丈岳、古処 参加可能)
山、大平山、弥山岳、関の 定員：6人(各日程)
山、十坊山、羽金山、城
山、愛宕山、雷山、油山、
皿倉山、龍王山、戸ノ上
山、井原山、九千部山な
ど18コース)
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む。
申込期間：2023年2月1日～5月18日
(随時受付)
お問合せ・お申込み先：体験活動協会ＦＥ
Ａ（担当：徳永）
〒８１０－００４５
福岡市中央区草香江２－４－４－４０４
TEL ０９２－７１７－５６５１
FAX ０９２－７１７－５６５２
Eメール info@fea.fukuoka.jp
URL http://fea.fukuoka.jp/

福岡市中央区草香江2-44-404
TEL 092-717-5651
FAX 092-717-5652
E-Mail :
info@fea.fukuoka.jp

講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

対象：障がい者スポー
ツ・レクリエーション
活動に興味・関心の
ある方で、2022年4
障がい者の適性に応じた運動競技種目及び身体
月1日現在で18歳以
運動の実施方法並びにリハビリテーションとの関
上の方
連性などについて研修を行い、障がい者スポーツ
定員：35人
の指導に習熟した指導者を養成し、障害者スポー ※時間は予定です。変更 参加料：7,000円(テ
ツの振興を図る。なお、本講習会の全てのカリキュ が生じる場合がありま
キスト代2,500円及
ラムを受講した者は、(公財)日本パラスポーツ協 す。
びスポーツ傷害保険
会 公認 初級障がい者スポーツ指導員の資格申 福岡市立障がい者スポー 料等)
請が可能。障がい者スポーツの意義と理念、安全 ツセンター
※資格申請時の申請
管理、障がいの理解とスポーツ(身体・知的・精
手数料・登録料は、別
(さん・さんプラザ)
神)、障がいに応じたスポーツの工夫・実施 等
途徴収します。

申込方法：申込書をHPからダウンロード
するか、情報プラザ(市役所1階)または、
さん・さんプラザ(南区清水)に置いてあ
る申込書に必要事項を記入のうえ、郵送
またはメール、FAXでお申し込みくださ
い。なお、メール・FAXの場合は、電話で
送信確認を必ず行ってください。
申込期間：9月28日(水)～10月12日
(水)

福岡市障がい者スポーツ協
会
〒810-0062
福岡市中央区荒戸3-3-39
福岡市市民福祉プラザ3階
TEL 092-781-0561
FAX 092-781-0565
E-Mail :
fukuoka@suporekufuku.com

障がい者レクリエーションボッチャ教室

申込方法：申込書をHPからダウンロード
するか、情報プラザ(市役所1階)または、
さん・さんプラザ(南区清水)に置いてあ
る申込書に必要事項を記入のうえ、郵送
またはメール、FAXでお申し込みくださ
い。
申込期間：10月14日（金）～10月28日
（金）

福岡市障がい者スポーツ協
会
〒810-0062
福岡市中央区荒戸3-3-39
福岡市市民福祉プラザ3階
TEL 092-781-0561
FAX 092-781-0565
E-Mail :
fukuoka@suporekufuku.com

対象：福岡市内在住
または福岡市内の施
設、学校等に入所及
～兼 全国障害者スポーツ大会 予選会～
福岡市立障がい者スポー び通所並びに通学し
令和５年度 全国障害者スポーツ大会の福岡市予
ている肢体障がい者
ツセンター体育室
選大会です。
（福岡市南区清水１－１７ で、令和４年４月１日
時点で中学生以上の
－１５）
者。また、全国障害者
スポーツ大会におけ
るボッチャ競技の障
がい区分に該当する
者。
定員：50人
参加料：無料

申込方法：申込書をHPからダウンロード
するか、情報プラザ(市役所1階)または、
さん・さんプラザ(南区清水)に置いてあ
る申込書に必要事項を記入のうえ、郵送
またはメール、FAXでお申し込みくださ
い。
申込期間：12月9日（金）～12月23日
（金）

福岡市障がい者スポーツ協
会
〒810-0062
福岡市中央区荒戸3-3-39
福岡市市民福祉プラザ3階
TEL 092-781-0561
FAX 092-781-0565
E-Mail :
fukuoka@suporekufuku.com

第28回福岡都市圏障がい者ボウリング 2023年2月18日（土）
～2月19日（日）
大会

申込方法：参加申込書により、郵送、持参
又はＦＡＸ、メールでも受付けます。
ＦＡＸ、メールでの申し込みの際は電話確
認を必ず行って下さい。
※メールでのお申し込みの際は、ＰＤＦ
ファイルでお願いします。
●福岡市の方
大会事務局に直接お申込み下さい。
●福岡市以外の方
居住地の福祉事務所、福祉担当課の窓
口。または、福岡市障がい者スポーツ協
会へ直接お申込み下さい。
申込期間：11月11日（金）～12月9日
（金）

福岡市障がい者スポーツ協
会
〒810-0062
福岡市中央区荒戸3-3-39
福岡市市民福祉プラザ3階
TEL 092-781-0561
FAX 092-781-0565
E-Mail :
fukuoka@suporekufuku.com

【その他のスポーツ】
福岡市初級障がい者スポーツ指導員養
成講習会

①11月12日(土)
②11月13日(日)
③12月10日(土)
④12月11日(日）
（全４回）連続講座
9:30～18:00

①11月19日
②12月24日
③1月14日
脳性まひや四肢機能障害などの、重度の障害があ
各土曜日（全3回）
る方のために欧州で考案されたボッチャ（パラリン
10:00～12:00
ピック正式競技）の基本的なルールや簡単な戦術
を習得し技術の向上を図ります。また、２月に開催
福岡市立障がい者スポー
される大会へ出場し、全国障害者スポーツ大会等
ツセンター
への出場を目指します。はじめての方も気軽にご
（さん・さんプラザ）
参加ください。

第3回福岡市ボッチャ大会

対象：福岡市内に居
住する小学5年生以
上の障がい者
定員：20人
参加料：500円(ス
ポーツ傷害保険料)

2023年2月5日（日）
10:00～13:00 予定

9:30～16:00

福岡都市圏の障がい者がボウリング競技を通じ、 パピオボウル
相互交流を図るとともに、健康増進と積極的な社 （福岡市博多区千代1会参加の意識を高めることを目的として開催しま 15-30）
す。

対象：以下のいずれ
にも該当する者。
●身体障害者手帳、
療育手帳（愛の手帳、
愛護手帳）又は精神
障害者保健福祉手帳
を所持する中学生以
上の方。（2023年2
月18日現在）
●福岡都市圏在住の
方。
※ 受付を行う市町
福岡市・筑紫野市・
春日市・大野城市・太
宰府市・那珂川市・宇
美町・篠栗町・志免
町・須恵町・新宮町・
古賀市・久山町・粕屋
町・宗像市・福津市・
糸島市
参加料：1,000円
（大会当日、会場にて
支払い）
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

5月1日(日)～2023年
3月19日(日) 各コース
10：00～15：30
大濠校①(毎月第1日曜
日)／六本松校(毎月第2
土曜日)／大濠校②(毎
月第2日曜日)／赤坂校
(毎月第3日曜日)／太宰
府校(毎月第3日曜日)

対象/定員：
【キッズコース】年長
～小学2年生 各校
10人
【ジュニアコース】小
学3年生～6年生 各
校10人

［申込方法］FEA(本協会)のホームペー
ジで内容をご確認のうえ、WEBサイトか
らお申込みください。
［受付開始］2022年4月1日(金)
［問合せ先・申込み先］体験活動協会ＦＥ
Ａ（担当：徳永）
〒810－0045福岡市中央区草香江2
－4－4－404
TEL 092－717－5651
FAX 092－717－5652
Eメール info@fea.fukuoka.jp
URL http://fea.fukuoka.jp/
フェイスブック https://jajp.facebook.com/fea.taiken/

問合せ

子ども・親子向け
【学習・体験】
子ども創意工夫塾2022(年長～小学
生:全5コース)

幼児・小学生の日帰り自然体験活動in福岡
今年で19年目。野外で楽しく創造的な「テーマ活
動」をしながら、健康なからだと、子どもの｢人間
力｣、そして子ども一人ひとりの｢素質｣を育てま
す。専門資格を持つスタッフと、訓練された学生
リーダーが指導と支援を行います。各校全10回。
都合が悪い日は同じテーマ活動なら、他校で振り 大濠校①・②、六本松校、
替えて受講できます。年度途中からの受講もでき 赤坂校(舞鶴公園、大濠
ます。
公園、西公園、南公園な
ど)／太宰府校(大宰府政
庁跡、市民の森など)

体験活動協会FEA
〒810-0045
福岡市中央区草香江2-44-404
TEL 092-717-5651
FAX 092-717-5652
E-Mail :
info@fea.fukuoka.jp

発達障がい・知的障がい及び周辺児者対 5月7日(土)～2023年 【対 象】（１）小学1年 ［申込方法］FEA(本協会)のホームペー 体験活動協会FEA
3月4日(土) 毎月第1 生～高校3年生 (※ ジで内容をご確認いただき、担当者と相 〒810-0045
象「のびのび元気塾2022」
福岡障がい児者体験学校
今年で16年目。野外で障がい児者個々人のペー
スにあった創造的な「テーマ活動」をしながら、健
康なからだと「人間力」を高め、一人ひとりがもつ
「可能性」を引き出します。専門スタッフやＦＥＡ認
定『体験活動指導員』、学生リーダーが指導と支援
を行います。年度途中からの受講もできます。

土曜日／10：00～15：
30／全10回

福岡市内・外など地
域の限定はありませ
ん)
西公園、舞鶴公園、大濠 （２）発達障がい、知的
公園、室見川河畔公園な 障がい及び周辺児者
ど福岡市内の身近な自然 で、身辺自立(トイレ、
衣服の着脱、食事)が
の中
できている人
（３）また、その兄弟姉
妹やお友だち（（２）の
人と一緒に参加する
お子さま）
（４）なお継続者は、社
会人になっても参加
可
【定 員】15人

弓矢作って飛ばし隊(FEA福岡オータム 10月10日(祝・月)
キャンプ)
西公園(福岡市)

FEA秋の子ども自然体験活動in福岡
毎年恒例のＦＥＡ福岡オータムキャンプ(秋の子ど
も自然体験活動)。今秋は宿泊型と日帰り型を10
コースご用意。その中のひとつのキャンプです。詳
細はＦＥＡ(本協会)のホームページをご覧くださ
い。

ボートで釣りキャンプ(FEA福岡オータ
ムキャンプ)

10月22日(土)～23日
(日) 1泊2日

北山少年自然の家(佐賀
FEA秋の子ども自然体験活動in福岡
市) 宿舎泊
毎年恒例のＦＥＡ福岡オータムキャンプ(秋の子ど
も自然体験活動)。今秋は宿泊型と日帰り型を10
コースご用意。その中のひとつのキャンプです。詳
細はＦＥＡ(本協会)のホームページをご覧くださ
い。

談されたのち、WEBサイトからお申込み
ください。
［受付開始］2022年4月1日(金)
［問合せ先・申込み先］体験活動協会ＦＥ
Ａ（担当：徳永）
〒810－0045福岡市中央区草香江2
－4－4－404
TEL 092－717－5651
FAX 092－717－5652
Eメール info@fea.fukuoka.jp
URL http://fea.fukuoka.jp/
フェイスブック https://jajp.facebook.com/fea.taiken/

福岡市中央区草香江2-44-404
TEL 092-717-5651
FAX 092-717-5652
E-Mail :
info@fea.fukuoka.jp

対象：小1～小6 ※
指定された場所へ集
合・解散できる方な
ら、どなたでも参加
可能。

【申込方法】ＦＥＡ(本協会)のホームペー
ジで内容を確認のうえ、ＷＥＢサイトから
申し込む。
【受付開始】2022年8月20日(土)よ
り。
【問合せ先・申込み先】体験活動協会ＦＥ
Ａ（担当：徳永）
〒810－0045 福岡県福岡市中央区
草香江2－4－4－404
TEL／092－717－5651 FAX／
092－717－5652
ホームページ
http://fea.fukuoka.jp/
Ｅメール info@fea.fukuoka.jp

体験活動協会FEA
〒810-0045
福岡市中央区草香江2-44-404
TEL 092-717-5651
FAX 092-717-5652
E-Mail :
info@fea.fukuoka.jp

対象：小4～中3 ※
指定された場所へ集
合・解散できる方な
ら、どなたでも参加
可能。

【申込方法】ＦＥＡ(本協会)のホームペー
ジで内容を確認のうえ、ＷＥＢサイトから
申し込む。
【受付開始】2022年8月20日(土)よ
り。
【問合せ先・申込み先】体験活動協会ＦＥ
Ａ（担当：徳永）
〒810－0045 福岡県福岡市中央区
草香江2－4－4－404
TEL／092－717－5651 FAX／
092－717－5652
ホームページ
http://fea.fukuoka.jp/
Ｅメール info@fea.fukuoka.jp

体験活動協会FEA
〒810-0045 福岡県福岡
市中央区草香江2-4-4404
TEL 092-717-5651
FAX 092-717-5652
E-Mail :
info@fea.fukuoka.jp
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

10月29日(土)
チャレンジ教室
<中央区三山踏破>(FEA福岡オータム
荒津・鴻巣・大休山(福岡
キャンプ)
市)

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

対象：小5～中3 ※
指定された場所へ集
合・解散できる方な
ら、どなたでも参加
可能。

【申込方法】ＦＥＡ(本協会)のホームペー
ジで内容を確認のうえ、ＷＥＢサイトから
申し込む。
【受付開始】2022年8月20日(土)よ
り。
【問合せ先・申込み先】体験活動協会ＦＥ
Ａ（担当：徳永）
〒810－0045 福岡県福岡市中央区
草香江2－4－4－404
TEL／092－717－5651 FAX／
092－717－5652
ホームページ
http://fea.fukuoka.jp/
Ｅメール info@fea.fukuoka.jp

体験活動協会FEA
〒810-0045
福岡市中央区草香江2-44-404
TEL 092-717-5651
FAX 092-717-5652
E-Mail :
info@fea.fukuoka.jp

対象：幼児(年長)～
小6 ※指定された場
所へ集合・解散でき
る方なら、どなたでも
参加可能。

【申込方法】ＦＥＡ(本協会)のホームペー
ジで内容を確認のうえ、ＷＥＢサイトから
申し込む。
【受付開始】2022年8月20日(土)よ
り。
【問合せ先・申込み先】体験活動協会ＦＥ
Ａ（担当：徳永）
〒810－0045 福岡県福岡市中央区
草香江2－4－4－404
TEL／092－717－5651 FAX／
092－717－5652
ホームページ
http://fea.fukuoka.jp/
Ｅメール info@fea.fukuoka.jp

体験活動協会FEA
〒810-0045
福岡市中央区草香江2-44-404
TEL 092-717-5651
FAX 092-717-5652
E-Mail :
info@fea.fukuoka.jp

対象：小1～小6 ※
指定された場所へ集
合・解散できる方な
ら、どなたでも参加
可能。

【申込方法】ＦＥＡ(本協会)のホームペー
ジで内容を確認のうえ、ＷＥＢサイトから
申し込む。
【受付開始】2022年8月20日(土)よ
り。
【問合せ先・申込み先】体験活動協会ＦＥ
Ａ（担当：徳永）
〒810－0045 福岡県福岡市中央区
草香江2－4－4－404
TEL／092－717－5651 FAX／
092－717－5652
ホームページ
http://fea.fukuoka.jp/
Ｅメール info@fea.fukuoka.jp

体験活動協会FEA
〒810-0045
福岡市中央区草香江2-44-404
TEL 092-717-5651
FAX 092-717-5652
E-Mail :
info@fea.fukuoka.jp

対象:一般市民
定員:16人
【施設・設備使用料】
各500円

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

対象：幼児(年長)～
小6 ※指定された場
所へ集合・解散でき
る方なら、どなたでも
参加可能。

【申込方法】ＦＥＡ(本協会)のホームペー
ジで内容を確認のうえ、ＷＥＢサイトから
申し込む。
【受付開始】2022年8月20日(土)よ
り。
【問合せ先・申込み先】体験活動協会ＦＥ
Ａ（担当：徳永）
〒810－0045 福岡県福岡市中央区
草香江2－4－4－404
TEL／092－717－5651 FAX／
092－717－5652
ホームページ
http://fea.fukuoka.jp/
Ｅメール info@fea.fukuoka.jp

体験活動協会FEA
〒810-0045
福岡市中央区草香江2-44-404
TEL 092-717-5651
FAX 092-717-5652
E-Mail :
info@fea.fukuoka.jp

FEA秋の子ども自然体験活動in福岡
毎年恒例のＦＥＡ福岡オータムキャンプ(秋の子ど
も自然体験活動)。今秋は宿泊型と日帰り型を10
コースご用意。その中のひとつのキャンプです。詳
細はＦＥＡ(本協会)のホームページをご覧くださ
い。

秋の生きもの探し隊(FEA福岡オータム 10月30日(日)
キャンプ)

大濠・舞鶴公園(福岡市)

FEA秋の子ども自然体験活動in福岡
毎年恒例のＦＥＡ福岡オータムキャンプ(秋の子ど
も自然体験活動)。今秋は宿泊型と日帰り型を10
コースご用意。その中のひとつのキャンプです。詳
細はＦＥＡ(本協会)のホームページをご覧くださ
い。

秘密基地つくり隊(FEA福岡オータム
キャンプ)

10月30日(日)
西公園(福岡市)

FEA秋の子ども自然体験活動in福岡
毎年恒例のＦＥＡ福岡オータムキャンプ(秋の子ど
も自然体験活動)。今秋は宿泊型と日帰り型を10
コースご用意。その中のひとつのキャンプです。詳
細はＦＥＡ(本協会)のホームページをご覧くださ
い。

初めてのプログラミング～プログラミン 10月30日(日)
グって何だろう?【分岐】【対象:小学2・3 10:00～12:00
年生】
福岡工業大学
プログラムに必要な「条件・分岐」とはどんなもの
か？ について学びます。

エクステンションセンター
(本部棟1階)
[JR福工大前駅 徒歩5
分]

講師：石塚 丈晴 (福岡工業大学短期大学部教授)
弘中 大介 (福岡工業大学短期大学部准教授)

木の実であそび隊(FEA福岡オータム
キャンプ)
FEA秋の子ども自然体験活動in福岡
毎年恒例のＦＥＡ福岡オータムキャンプ(秋の子ど
も自然体験活動)。今秋は宿泊型と日帰り型を10
コースご用意。その中のひとつのキャンプです。詳
細はＦＥＡ(本協会)のホームページをご覧くださ
い。

11月3日(祝・木)
西公園(福岡市)
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問合せ

講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

11月24日(木)～2023 対象:小学生
年2月16日(木)
定員:15人
毎週木曜日
参加料:1回100円
※12月15日、12月29
小学生を対象に、放課後にニュースポーツ用具等 日、1月5日を除く
で自由に遊べる場所として、競技場の一部を開放 15:30～17:00
します。
福岡市民体育館・競技場
福岡市博多区東公園8番
2号

☆事前申込み不要
教室開始15分前から1階ロビーにて受
付を行います（先着）
※初回参加時に事務所にて参加申込書
を記入いただきます。

(公財)福岡市スポーツ協会
〒812-0045 福岡市博多
区東公園8番2号 福岡市民
体育館管理事務所
TEL 092-641-9135
FAX 092-641-9139

基地つくりキャンプ(FEA福岡オータム
キャンプ)

対象：小1～小6 ※
指定された場所へ集
合・解散できる方な
ら、どなたでも参加
可能。

【申込方法】ＦＥＡ(本協会)のホームペー
ジで内容を確認のうえ、ＷＥＢサイトから
申し込む。
【受付開始】2022年8月20日(土)よ
り。
【問合せ先・申込み先】体験活動協会ＦＥ
Ａ（担当：徳永）
〒810－0045 福岡県福岡市中央区
草香江2－4－4－404
TEL／092－717－5651 FAX／
092－717－5652
ホームページ
http://fea.fukuoka.jp/
Ｅメール info@fea.fukuoka.jp

体験活動協会FEA
〒810-0045
福岡市中央区草香江2-44-404
TEL 092-717-5651
FAX 092-717-5652
E-Mail :
info@fea.fukuoka.jp

対象：小学1～6年生
定員：午前・午後の部
ともに20人
受講料：無料

申込方法：インターネット（申込フォーム）
からお申込みください。
https://www.kyusanu.ac.jp/guide/efforts/relation/
openlec/「九州産業大学公開講座」で
検索
申込期間：10月28日（金）11：00～11
月4日（金）17：00
※本講座は【抽選制】です。当選者の発表
は受講票の発送をもってかえさせてい
ただきます。なお、当選者には11月16
日（水）までに受講票をお送りします。
申込先：九州産業大学 総務部学外連携
課 公開講座係
〒813-8503 福岡市東区松香台2丁
目3-1
TEL:092-673-5495 FAX:092673-5599
Email:gakugairenkei@ml.kyusanu.ac.jp

九州産業大学
〒813-8503 福岡市東区
松香台2-3-1
TEL 092-673-5495
FAX 092-673-5599
E-Mail :
gakugairenkei@ml.ky
usan-u.ac.jp

初めてのプログラミング～プログラミン 11月13日(日)
グって何だろう?【反復】【対象:小学3・4 10:00～12:00
年生】
福岡工業大学
プログラムに必要な「反復」とはどんなものか？
について学びます。

対象：一般市民（小学
３・４年生）
定員：16人
施設・設備使用料：各
エクステンションセンター 500円
(本部棟1階)
[JR福工大前駅 徒歩5
分]

講師：石塚 丈晴 (福岡工業大学短期大学部教授)
弘中 大介 (福岡工業大学短期大学部准教授)

福岡市民体育館 放課後小学生あそび
場(秋冬)

11月26日(土)～27日
(日) 1泊2日

背振少年自然の家(福岡
FEA秋の子ども自然体験活動in福岡
市) 宿舎泊
毎年恒例のＦＥＡ福岡オータムキャンプ(秋の子ど
も自然体験活動)。今秋は宿泊型と日帰り型を10
コースご用意。その中のひとつのキャンプです。詳
細はＦＥＡ(本協会)のホームページをご覧くださ
い。

子ども理科実験教室

11月27日（日）
《午前の部》9：30～12：
00
《午後の部》13：30～
16：00

理科研究会の学生スタッフの指導のもと、実験や
観察を通じて子どもの「なぜ」「どうして」を育て、
身近にある科学の楽しさを伝えたいと思っていま
す。保護者の皆様も、お子さまと一緒にお楽しみく
九州産業大学 7号館1
ださい。
階実験室
講師：平山 智之（生命科学部准教授）、理科研究
会

西公園 教育将棋教室(講義と将棋大会) 12月26日（月）～12月 対象：小学生

申込方法：大濠・西公園管理事務所 電
定員：各日１２人
話:092-741-2004
※大会は、予選でクラ 定員になり次第、締め切りとさせていた
(新型コロナウイルス感染 ス分けし、各級トーナ だきます。
メントを行う
症の感染状況によって
は、中止や内容の変更と
なる場合があります。）
福岡市中央区西公園
舞鶴館（ぶがくかん）
28日（水）

将棋を楽しみながら「学ぶ力・考える力」を身につ
けよう!
将棋を通して、子供たちの学ぶ力・考える力を育
てます。
詰将棋や将棋の考え方の講義の他に、毎日、将棋
大会をします。 (各級優勝者には賞状とメダルあ
り)
講師：重松 孝（公益社団法人 日本将棋連盟公認
将棋指導員）
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大濠・西公園管理事務所
〒810-0051
福岡市中央区大濠公園1-2
TEL 092-741-2004
FAX 092-741-2012
E-Mail :
info@ohorikouen.jp

講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

申込方法・申込期間・申込先

問合せ

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

2023年2月23日（木・
祝日）
13:00～15:00

申込方法：ウェブサイトからの申し込みが
できますが電話でも可。
電話：092-715-9123
FAX：092-751-4098
メール：fukudai@jbn.jtb.jp
URL：https://amarysjtb.jp/fukuniversity/
受付時間：10:00～17:00（土・日・祝祭
日除く）
申込期間：8月16日より先着順で受け付
けします。
申込先：福岡大学市民カレッジ受付係
問い合わせ先（委託先）：株式会社 JTB
福岡支店

福岡大学市民カレッジ受付
係
〒810-0072
福岡市中央区長浜1-1-35
新KBCビル5階 (JTBビジ
ネストランスフォーム内)
TEL 092-715-9123
FAX 092-751-4098
E-Mail :
fukudai@jbn.jtb.jp

初めてのプログラミング～②Scratch 2023年3月12日(日)
を使ってゲームや アニメーションを作成 10:00～12:00
しよう! 【小学4～6年生対象】
福岡工業大学

申込方法：福岡工業大学エクステンショ
ンセンターホームページからお申込みく
ださい。
https://forms.office.com/r/Et6
V7epCib
一般申込期間：9月5日(月)から、定員に
なり次第終了
※お席に空きがありましたら途中入講も
可能です。
電話にてお問い合わせください。
申込先:電話:092-606-7089
http://opencollege.fit.ac.jp
月～金:9:00～17:00、
土・日・祝日:インターネットのみ

福岡工業大学 エクステン
ションセンター
〒811-0295
福岡市東区和白東3-30-1
TEL 092-606-7089

申込方法：ウェブサイトからの申し込みが
できますが電話でも可。
電話：092-715-9123
FAX：092-751-4098
メール：fukudai@jbn.jtb.jp
URL：https://amarysjtb.jp/fukuniversity/
受付時間：10:00～17:00（土・日・祝祭
日除く）
申込期間：8月16日より先着順で受け付
けします。
申込先：福岡大学市民カレッジ受付係
問い合わせ先（委託先）：株式会社 JTB
福岡支店

福岡大学市民カレッジ受付
係
〒810-0072
福岡市中央区長浜1-1-35
新KBCビル5階 (JTBビジ
ネストランスフォーム内)
TEL 092-715-9123
FAX 092-751-4098
E-Mail :
fukudai@jbn.jtb.jp

初めてのプログラミング～①Scratch 2023年2月19日(日)
を使ってゲームや アニメーションを作成 10:00～12:00
しよう! 【小学4～6年生対象】
福岡工業大学

対象：一般市民（小学
４～６年生対象）
定員：16人
施設・設備使用料：各
エクステンションセンター 500円
この講座では「Scratch」というマサチューセッツ B棟5階 マルチメディア
工科大学が開発した無料の教育向プログラミング ルーム
言語を使って、自らプログラミングして、ゲームや
アニメーションを作成します。
講師：石塚 丈晴 (福岡工業大学短期大学部教授)
弘中 大介 (福岡工業大学短期大学部准教授)

電気ってなに?

対象：小学生～高校
生（一般の参加も可）
※小学生は保護者同
電気の正体を人工雷実験で確かめてみよう!
伴で参加してくださ
私たちの生活に欠かせない電気は普段目に見え
福岡大学 (福岡市城南区 い。
ず触れることができません。どんな形でどんな性
定員：最大50人
七隈八丁目19番1号)
質を持っているのでしょうか。
参加料：2,000円
地下鉄七隈線「福大前
この講座では、本学電気工学科にある西日本最大
駅」下車
電圧の1500kVインパルス電圧発生装置によっ
て人工的に雷を発生させ、電気を見える形（雷放
電）にします。その観察を通じて電気に関する知識
を学びます。また、感電などの電気に関する安全
についての知識や雷に関する知識を、講義を通し
て学びます。
講師：花井 正広（工学部教授）ほか

対象：一般市民（小学
４～６年生対象）
定員：16人
施設・設備使用料：各
エクステンションセンター 500円
この講座では「Scratch」というマサチューセッツ B棟5階 マルチメディア
工科大学が開発した無料の教育向プログラミング ルーム
言語を使って、自らプログラミングして、ゲームや
アニメーションを作成します。
※②は①の受講者もしくは過去に
Scratchの受講歴がある方を対象とします。
講師：石塚 丈晴 (福岡工業大学短期大学部教授)
弘中 大介 (福岡工業大学短期大学部准教授)

【スポーツ】
キッズ・サッカークラブ
レベルに応じて､３つのコースに分けて指導、トラ
イ＆エラーを繰り返して、スキルを向上させます。
【スキルアップコース】 経験のある人向け（小3～
小4）
もっと上手くなりたいひと、より高度な技術習得
を目指します。
【 ビギナーズコース】経験は問わない （小2～小
4）
初心者向けの楽しくて、やさしい個別指導を行い
ます。
【ちびっこコース】経験は問わない（小1～小2）
サッカー型遊びを通して楽しさを体感します。
各クラスにインストラクターと学生アシスタントを
配し、状況を「観て」「判断」し、子ども自身が考え
行動する自発的な学習態度を身につける指導をし
ます。
オリンピック日本代表選手をはじめ数多くのＪリー
ガーを輩出した福岡大学サッカー部の監督･コー
チ陣が直接指導します。
※10/15（土）の予備日は9/17（土）～10/8
（土）の期間に開講できない場合に振り替えます。

9月17日～11月12日
各土曜日（全7 回）
9月は16:00～17:30
(9月17日は15:30開
始)
10・11月は15:30～
17:00

対象：小学1年生～4
年生
定員：100人
※申込み時に希望す
るコースを申し出て
ください。
（受講途中でのコース
変更可）
福岡大学 (福岡市城南区 ※運動に支障がない
健康状態の方
七隈八丁目19番1号)
参加料：10,000円
地下鉄七隈線「福大前
駅」下車
※学事日程、サッカー部
の試合の都合で変更する
ことがあります。予めご
承知おきください。

講師：乾 真寛（スポーツ科学部教授）ほか
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講座イベント名・内容

日時・曜日／会場

対象・定員・参加料

キッズ体操教室

10月17日～12月19日 対象：小学生
各月曜日（全10回）
※運動に支障がない
健康状態の方
器械運動におけるさまざまな技を習得し、発表す 17:00～18:30
定員：30人
ることにより、子どもたちの基礎体力の向上を図
るとともに、身体支配能力や自己表現能力を養い 福岡大学 (福岡市城南区 参加料：17,500円
七隈八丁目19番1号)
ます。年齢や能力別のグループに分け、それぞれ
地下鉄七隈線「福大前
のレベルに合わせて指導します。
駅」下車
講師：田口 晴康（スポーツ科学部教授）ほか

福岡市民体育館 げんきっずスクール
小学1～3年生を対象とした、あそびの中で身体
の上手な動かし方を学ぶ教室。
講師は福岡市民体育館所属のスポーツ指導員2
名。

11月24日(木)～2023
年2月16日(木)
毎週木曜日（全9回）
※12月15日、12月29
日、1月5日を除く
17:15～18:15

対象：小学1～3年生
定員：15人
参加料：4,500円(全
9回分)

福岡市民体育館・競技場
福岡市博多区東公園8番
2号
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申込方法・申込期間・申込先

問合せ

申込方法：ウェブサイトからの申し込みが
できますが電話でも可。
電話：092-715-9123
FAX：092-751-4098
メール：fukudai@jbn.jtb.jp
URL：https://amarysjtb.jp/fukuniversity/
受付時間：10:00～17:00（土・日・祝祭
日除く）
申込期間：8月16日より先着順で受け付
けします。
申込先：福岡大学市民カレッジ受付係
問い合わせ先（委託先）：株式会社 JTB
福岡支店

福岡大学市民カレッジ受付
係
〒810-0072
福岡市中央区長浜1-1-35
新KBCビル5階 (JTBビジ
ネストランスフォーム内)
TEL 092-715-9123
FAX 092-751-4098
E-Mail :
fukudai@jbn.jtb.jp

申込方法：はがき、ホームページ
申込期間：10月15日(土)～10月31日
(月)
申込先：問い合わせ先住所

(公財)福岡市スポーツ協会
〒812-0045
福岡市博多区東公園8番2
号 福岡市民体育館管理事
務所
TEL 092-641-9135
FAX 092-641-9139
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