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謹賀新年
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のもとではありましたが、
託麻まちづくりセンター・公民館のご利用ありがとうございました。
２０２２年も引き続き、感染防止対策のもとでのご利用となるかと
思いますが、地域のまちづくり・生涯学習（社会教育）の拠点として
皆様方のお役に立てるよう職員一同努力して参りますので、一層の
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
職員一同

11 日（火）・17 日（月） 24 日（月）・31 日（月）
12 月 29 日（水）～1 日 3 日（月）は年末年始のため休館となります。
1 月の第３木曜日 20 日（木）は図書整理日のため図書室利用はできません。

オンライン（zoom）と掲載している講座は、
ご自宅から参加していただく講座になります。
① 給与明細から始まるお金の話（オンライン） 事前にご自宅のインターネット通信環境をご確
② SDGs 相談会（オンライン）
認いただき、zoom のアプリ（無料）をインスト
③ シニアワードの基礎・基本（1 月）
ールしておいてください。
※人数制限のない講座につきましては、申込締切後も
④ シニア初心者向けパソコン教室（２月）
受付できる場合がありますので、ホームページをご確
⑤ おはなしの部屋
認いただくか、公民館にお問い合わせください。
⑥ 公民館サポーター
託麻公民館

【１月・２月の講座情報】

①往復はがき（右参照）
②窓口（返信用のはがき
１枚（63 円）を持参）
③インターネット
※公民館ＨＰの主催講座
情報をご覧ください。

下記のように必要事項をご記入の上、郵送してください。（締切日必着）
861-8038
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お金について考えよう！

主催講座②

給与明細から始まるお金の話

【1 月の定期休館日】

講座申し込み方法

託麻公民館では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２
年度と３年度の自主講座の開講を見送らせていただいておりました
が、令和 4 年度は、自主講座は生涯学習サークルとして活動していた
だくこととなりました。新たに生涯学習の学びを深めたいという方の
ために、新規メンバーを募集されるサークルの情報や受付方法など
を、2 月号以降の公民館だよりやホームページ、館内の掲示板等で紹
介いたします。今しばらくお待ちください。
主催講座①

託麻まちづくりセンター・公民館

※
※

令和４年度 生涯学習サークルについて

令和３年（2021 年）12 月 20 日発行

①希望の講座名
②お名前
③ご住所
④お住まいの
小学校区
⑤電話番号
⑥年齢（年代）

※受講に際し、ご質問や公民館で配慮が必要なことがある場合は遠慮なくご相談ください。

託麻公民館 1 階ロビーに
て、熊本市の小・中学校の児
童生徒の皆さんの人権啓発
作品の入賞作品を展示中で
す。心温まる作品をどうぞご
覧ください。 (１月３１日まで）

ＳＤＧｓについて知ろう！

SDGs 相談会

給与明細をしっかり見たことがありますか？
給与明細にはいろいろな情報が記載されていま
す。明細の見方からスタートして、上手なお金
のため方を学びましょう。これから就職すると
いう、新社会人の方にもおすすめです！
【と き】1 月 21 日（金）午後７時～８時
【ところ】オンライン（zoom）
【費用】無料 【対象】どなたでも

SDGs が教科書にも掲載される時代になりま
した。「教育現場で扱いたいけれどどうしたらい
いの？」
「企業の取組にどう生かしたらいいの？」
といった疑問に、何でもお答えいたします。
質問がなくても聞いているだけでも大丈夫です。
出入り自由ですので、お気軽にご参加ください。
【と き】1 月 2６日（水）午後 1 時～２時半
【ところ】オンライン（zoom）

（※インターネット環境のある方）

【対

象】どなたでも

【講師】ファイナンシャルプランナー
緒方 秀成 さん
【申込】1 月６日（木）まで

【講
【申

主催講座③

主催講座④

シニアのためのパソコン講座

【費

用】無料

（※インターネット環境のある方）

師】公民館職員（SDGs 教育コーディネーター）
込】1 月１２日（水）まで
シニアのためのパソコン講座

シニアワードの基礎・基本（1 月） シニア初心者向けパソコン教室（２月）
いろいろなお便りの作成などにも使える、文
パソコンの起動、文字入力、保存、印刷、イン
書作成ソフト「ワード」の入門講座です。
ターネット検索方法などの基礎が学べます。
【と き】1 月 1５日（土）午後１時～４時頃
【講 師】託麻 IT ボランティアの会のみなさん
【ところ】託麻公民館 ２階 C 会議室
【対 象】60 歳以上６人【費 用】無 料
【申 込】1 月５日（水）まで

【と き】２月５日（土）午後１時～４時頃
【講 師】託麻 IT ボランティアの会のみなさん
【ところ】託麻公民館 ２階 C 会議室
【対 象】60 歳以上６人【費 用】無 料
【申 込】1 月 2０日（木）まで

【パソコン無料相談（予約制）
】
1 月１５日と２月５日は、機器の故障に関する相談もお受けいたします。
ご希望の方は申込締切日までに公民館へお電話いただき、ご予約ください。

主催講座⑤

主催講座⑥ ボランティアを楽しみませんか？

「できることをできるしこ」をモットーに、
おはなしボランティアグループ「たくま読書 気軽にボランティア活動をしています。あなた
とおはなしの部屋」のみなさんによる、とても楽 も参加してみませんか？公民館の花壇の整備や
しいおはなし会です。素敵なお話をたくさん聞 敷地の草取りなど、お話ししながら楽しくボラ
くことができます！ぜひお越しください。
ンティア活動をしています。どなたでもお気軽
にご参加ください。
【と き】1 月８日（土）
午後２時～２時 45 分
【と き】1 月 26 日（水）午前 9～10 時頃
【ところ】託麻公民館 １階
和室
【集合場所】託麻公民館
1 階 ロビー
【対

象】幼児と保護者、小学生

先着順６人

※前日に、開催の有無を電話で
お尋ねいただいた上で、
会場へお越しください！
託麻公民館
096－380－8118

総務省 行政相談員

【申 込】 前日までに開催の有無をお電話で
お問い合わせください。
※軍手、帽子、飲み物、移植ごて（ある方だけ）
をご持参ください。
雨天中止

暮らしの行政なんでも相談

1 月の開催はありません。次回は 2 月 15 日（火）の予定です。

託麻地域の郷土史
毎週火曜日

開館時間中

（1 月４・11・18・25 日）
使用済み天ぷら油…ペットボトルに入れて持参
乾燥生ごみ…電気式生ごみ処理機で乾燥処理したもの
使用済み小型家電… 使用済み小型家電のみ常時回収
公民館正面玄関に回収ボックスを設置しています。
今年度より回収ボックスの投入口（２５ｃｍ×１０ｃｍ）
から投入できないものは回収しません。
その場合は、埋め立てごみとしてお出しください。
※詳細は「ごみ・資源収集カレンダー」の、資源物の
拠点回収のページをご覧ください。
【お問い合わせ】廃棄物計画課 TEL328-2359
☆使用済みの天ぷら油は、バイオディーゼル燃料に
作り替えられ、リサイクルして使われます。

～ 後世に語り継ぐために ～
託麻東校区公民館長の田中穂積さんが、
公民館講座「たくまふるさと大学」の資料を編
集し冊子３冊にまとめられました。託麻地域と
周辺の歴史について記された大変貴重な資料
を託麻公民館に寄贈してくださいました。あり
がとうございました。後世に大切に伝えていき
たいと思います。託麻の歴史につきましては、
公民館ホームページにもデータを掲載しており
ますので、どうぞご覧ください。

