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いきいきふれあいサロンメニュー(出前講座・介護予防事業等) 赤字は新規・変更内容および注意事項になっています。

問合せ先 分類 内容 時間 詳細 謝金 備考

アクアドーム 60分 ストレッチ体操・エアボールを使っての筋力トレーニング
５００円
(消費税)

介護予防事業より補助

R-スタジオ 60分 ウォーキングフォームの指導・姿勢・バランスチェック 無料 介護予防事業より補助

ケアビクス 60分 イスに座って行う有酸素運動と筋力トレーニング 無料 介護予防事業より補助

60分
「ニュースポーツ」　輪投げなど豊富なゲーム。推進員が進
行し、室内で楽しく競い合い盛り上がります。

無料 介護予防事業より補助

20分 玄米ニギニギ体操 無料 介護予防事業より補助

太極拳 85分 太極拳の実技 無料 介護予防事業より補助

健康レクササイズ 60分
歌に合わせて行うエクササイズ・有酸素運動・筋力トレーニン
グ

無料 介護予防事業より補助

自分の体を正確にチェックしましょう。
(理学療法士による運動指導）

105分
自主トレーニングの実践と説明。体力の計測や説明、講話も
あります。※ 健康寿命を延ばそう。

無料 介護予防事業より補助

高齢者料理教室 高齢者対象の料理教室 無料

栄養講話 栄養士による講話 無料

栄養講話と料理教室 栄養士による講話と料理教室 無料

栄養講話と試食 栄養士による講話と食進会調理による試食 無料

食進会による講話と試食 食進会による講話と試食 無料

(介護予防)
口腔ケア

歯科衛生士による口腔ケア講話 60分程
口腔ケアとは・はつらつ体操・顔面体操・嚥下体操・だ液
線マッサージ

無料 介護予防事業より補助

測定 骨密度測定 骨密度測定と結果の説明 無料 測定料1人50円

31分 爆笑!エキサイトライブ 無料

50分 爆笑!エキサイトライブ第2集 無料

65分 爆笑!エキサイトライブ第3集 無料

60分 心ゆたかに生きる 無料

60分 であい 無料

70分 おかげさま 無料

70分 同行二人 無料

ケアビクス　心と体の健康づくり 全83分 ケアビクス　心と体の健康づくり 無料

福岡県消費生活センター 43分 もう怖くない！だましの手口、対処法 無料

三遊亭歌之介特選落語
110分
106分

Disc１　真田小僧、他4偏
Disc２　龍馬伝、他4偏

無料

ニュースポーツ
　　　　　（スポーツ推進委員）

(介護予防)
栄養改善

全ての内容が介護予防事業よ
り補助があります。
※ アクアドームによる管理栄養
士の派遣については、消費税分
のご負担が必要です。

宗像市
社会福祉協議会

☎37-1300

綾小路きみまろ

南蔵院住職　林覚乗

(介護予防)
運動指導

DVD上映
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いきいきふれあいサロンメニュー(出前講座・介護予防事業等) 赤字は新規・変更内容および注意事項になっています。

出前講座

「新しい相続の形『家族信託』」
＊ 認知症により資産凍結や空き家の売却
ができないなどの問題をさけるために『家
族信託』という方法があります。

６０分程

認知症と判断されると、本⼈がいくら元気だと思ってい
ても資産が凍結された状態になる場合があります。ど
んな対策をすればいいのか、対策をしないことによるリ
スクも踏まえて整理して解説します。

5,000円

司法書士いぼし事務所
井星格充（まさみつ）氏

＊ 個人向けに遺言・家族信託・生
前贈与等の電話相談も実施中。

一般社団法人　全国ゆうゆう塾
　「脳トレピアノ®」
目からウロコのピアノ術　指１本でも弾ける
んです！

６０分程

ピアノが脳にいいことは周知されていますが、チャレン
ジするにはハードルが高いのでは？ 実は簡単に弾け
るのを体験して脳を活性化しましょう。　参加型講座で
す。
　脳トレピアノ®エグゼクティブ講師　中野幹子

5,000円

キーボードを３台～５台持込
み、順番に回して体験しても
らいます。会場にピアノがな
くても大丈夫です。
第２・３水曜以外

全国ゆうゆう塾　脳トレピアノ®プロデュース
「歌って倶楽部」
生伴奏で思い出の好きな歌を歌いましょ
う！

６０分程

「歌」＋「脳トレ」の斬新なメソッドです。　一方的に流れ
ていくカラオケとは違い、生伴奏での呼吸を感じての歌
は脳の活性化にもなります。皆さんで一緒に歌うことで
楽しさもアップし懐かしい曲は回想法にもつながりま
す。

5,000円

ご要望があれば5曲まで準
備できます。キーボードを持
参しますのでピアノがなくて
も大丈夫です。
第２・３水曜以外

出前講座
健康体操教室
「自分らしく活気(いき)る‼ 転ばぬ先の脚‼ 」

６０分
① 座ってできるストレッチ・筋トレ・リズム運動
② おもしろ楽しい脳トレ

5,000円
　火） １５：３０　－　１６：３０
　日） １０：００　－　１１：００
インストラクター：　安光久美氏

出前講座 リコーダーアンサンブル“アミティエ” 30分程
リコーダー４人とハモンドオルガン１人
歌詞あり、メロディークイズあり

要相談

出前講座
ご存知ですか? もの忘れは予防できるんで
す!　コグニサイズ教室とフレイル予防教室

60分 間違いを笑いに変えて行う予防運動です。 5,000円
株式会社 たぬき　予防事業
コグニサイズ促進機関認定
(水曜日以外でお願いします）

出前講座 歌声カフェ　は！は！は！ 60～90分

童謡・唱歌を楽しみ、脳トレ歌・小楽器も楽しみ、
いつも笑いの中で過ごします。小物を使ったチャ
レンジは笑いの渦です。カフェタイムあり。

5,000円
ピアノ指導。高齢者居場所づくり
を自治会で担当。

出前講座
一緒に学びましょう
* 救急救命や熱中症対策、また消火器取
扱いなど

45分～

「心肺蘇生法10分」「遺物除去について5分」「止
血法固定法10分」「熱中症対策5分」「ヒートショッ
ク対策法5分」「消火器の説明と実演10分」

無料 宗像市消防団女性班

出前講座 フルート演奏/工藤　萌 30分程 フルート演奏 要相談

出前講座 ハーモニカ宗像トリオ 30分～60分
ハーモニカ演奏
▼アンサンブル・ソロ演奏・みんなで歌いましょう

要相談

出前講座 宗像落語会 60分程 粗忽屋酔書　（宗像落語会会長） 5000円～

出前講座 大正琴「彩音会」 50分程 大正琴の演奏と一緒に歌を歌いましょう
3000円～
5000円

出前講座 ドリーム・マジシャンズ・クラブ 要相談 ステージマジック 要相談

出前講座

宗像市
社会福祉協議会

☎37-1300
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いきいきふれあいサロンメニュー(出前講座・介護予防事業等) 赤字は新規・変更内容および注意事項になっています。

出前講座
ミュージック・ケア
（日本ミュージック・ケア認定指導者：本田
美子）

60分程 音楽に合わせて楽器を鳴らす音楽療法 8,000円～
・ピアノ指導　・音感教育
・ミュージックケア（音楽療法）

出前講座 出張運動教室 90分
アイスブレイク・ウォーミングアップ、本運動(ストレッチ、ニギ
ニギ体操、簡単な筋トレ、座位でのエアロビクス)整理運動、
ティータイム

15000円
～

※20名より実施(31名を超える
場合別途料金発生)

出前講座 オカリナ演奏
20～
60分

オカリナの演奏
※必要に応じてウクレレの伴奏あり

無料
ただしウクレレ伴奏がある場合
は2000円

出前講座 日本電機工業会　福岡支部
30～
60分

電気機器の点検・使い方/事例を交えて
電源コード・プラグの取扱いに気を付けて!!

無料

出前講座 ㈱トーニン 60分
・じゃんけんゲーム　・口腔体操　　・クイズ
・上半身ストレッチ体操　　・下半身体操
・音楽に合わせて全身運動　等

15,000円
～

出前講座
九州国際重粒子線がん治療センター
愛称/サガハイマット

30～
60分

がん治療の出前講座
関係スタッフによるわかりやすいがん治療の紹介

無料 対象人数/概ね20人以上

出前講座 75歳以上の運転について
20∼
30分

特殊ゴーグルで酩酊状態をみんなで楽しく体験。
75歳以上の運転で交通違反したら、認知症の検査を受ける
ことなど、楽しくお話してくれます。

無料 宗像署交通課 課長

出前講座 自力整体とヨーガ 60分程

リラックスした状態で呼吸を意識しながら体を動かすヨーガ
は、筋力と柔軟性も向上します。心と体のバランスを整え、太
もも、ウエスト、二の腕の引き締めなどもシェイプアップしま
す。

3000円程
度

日本ヨーガ学会　伊東英子氏
木曜と第2水は×。

出前講座 きこえと補聴器Q＆A 60分程
【講座内容30分】 ・聞こえのしくみ ・難聴と認知症の関係
　　　　　　　　　　　・失敗しない補聴器選び
【体験ｺｰﾅｰ30分】 ・聴力測定　・補聴器体験…別室希望

無料
リオネットセンター香椎
ヒヤリングスタッフ
溝ノ上達也　氏

出前講座
やさしい介護のコツ
～更衣の仕方や体の使い方など～

60分程
体の動かし方や介護の仕方を一緒に学びましょう。
ご希望の内容があれば相談に応じます。

無料
介護福祉士
社会福祉士

出前講座 身体を動かしながら楽しく脳トレ 60分程
認知症に関する知識を学び、からだを動かしながらの脳トレ
を行いましょう。

無料
介護福祉士
社会福祉士

出前講座 転倒予防のコツ 60分程
前半：転倒しないための注意点を説明
後半：転ばない体づくり（体操）

無料
理学療法士
（要ﾌﾟﾛﾌｪｸﾀｰ、ｽｸﾘｰﾝ）

出前講座
おいしく食事する！それが元気のコツ！
～介護予防のための食生活～

60分内
「食べること」は介護予防の基本です。食生活の工夫やポイ
ントをわかりやすく説明します。

無料
管理栄養士
（要ﾌﾟﾛﾌｪｸﾀｰ、ｽｸﾘｰﾝ）

出前講座 デイケアと認知症デイの違い 60分程
専門職の立場からデイケアと認知症デイの違い、選ぶときに
参考になる考え方を紹介。健康体操もします。

無料

出前講座 デイケアを利用してみませんか？ 60分程
多くの高齢者が利用しているデイケアとはどういうものなのか
を紹介します。健康体操もします。

無料

出前講座 夏・冬に向けての体づくり 60分程
暑い夏・寒い冬を乗り切るため健康に注意する点や家庭でで
きる健康体操を一緒にします。

無料

北筑前福祉会金村氏

(宗寿園ｹｱｽｸｰﾙ)
☎ 33-2761
fax 33-2276

宗像市
社会福祉協議会

☎37-1300

赤間病院(企画課)

☎32-2206
※日曜日は要相談

看護師
介護支援専門員
介護福祉士
（要ﾌﾟﾛﾌｪｸﾀｰ、ｽｸﾘｰﾝのとき
もあります）
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いきいきふれあいサロンメニュー(出前講座・介護予防事業等) 赤字は新規・変更内容および注意事項になっています。

出前講座
こんな時どうすればいいの?
～家庭での急変時対応～

60分程
心肺蘇生法など、家庭で役立つ応急処置法を実演。健康体
操もします。

無料

出前講座 訪問看護って何をしてくれるの? 60分程
サービス内容や利用方法など。
健康体操もします。

無料

出前講座
認知症のお話
～認知症の基礎知識、認知症予防など～

60分程
認知症の知識・予防のほか、家庭で役立つ“脳活トレーニン
グ”も一緒にします。

無料

出前講座
やさしい介護
～おむつ交換・着替え・移乗など～

60分程 認知症や介護に関する知識・技術を学びましょう。 無料

出前講座 みんなで楽しく介護予防 60分程 楽しく歌ったり、体と脳に効くレクリエーション。 無料

出前講座 お口のケアと介護予防 60分程 お口のケアの仕方や嚥下体操などもします。 無料

出前講座 知って安心、介護保険の仕組み 60分程 介護保険についてわかりやすく説明します。 無料

出前講座 介護施設ってどうやって選ぶの？ 60分程 介護施設の種類や選び方をわかりやすく説明します。 無料

出前講座 心臓病のお話について 60分程 講師：内科・循環器内科統括部長　有田　武史Dr. 無料

出前講座
TAVI（大動脈弁狭窄症の最新カテーテル
治療）

60分程 講師：心臓血管外科部長　中島　淳博Dr. 無料

出前講座
ストップ・ザ・心筋梗塞　動脈硬化症の予防
と対策

60分程 講師：循環器内科部長　芹川　威Dr. 無料

出前講座
下肢静脈瘤レーザー治療、閉塞性下肢動
脈硬化症

60分程 講師：循環器内科医師　猪本　裕樹Dr. 無料

出前講座 脳卒中・認知症の予防と対策について 60分程 講師：脳神経センター長　福山　幸三Dr. 無料

出前講座 脳血管内最新治療について 60分程 講師：脳血管外科部長　原田　啓Dr. 無料

出前講座 リウマチについて 60分程 講師：関節症センター長　林　和生Dr. 無料

出前講座 骨粗鬆症について 60分程 講師：整形外科医長　光武　真一朗Dr. 無料

出前講座 消化器系疾患について 60分程 講師：消化器内科センター長　木下　展克Dr. 無料

出前講座 糖尿病のお話（全般） 60分程 講師：糖尿病センター長　石井　正夫Dr. 無料

出前講座 心肺蘇生法・AEDの使用方法 60分程 無料

出前講座 救急車の適正利用について 60分程 無料

出前講座 消化器がん（大腸がん）について 60分程 講師：呼吸外科医師　山岡　賢俊Dr. 無料

出前講座 高齢者が気を付けたい食事 60分程 講師：管理栄養士 無料

出前講座 認定看護師による様々なお話 60分程 講師：看護師 無料

出前講座 お薬の正しい飲み方・使い方 60分程 講師：薬剤師 無料

出前講座 膝痛・腰痛・肩こり 60分程 講師：理学・作業療法士 無料

水光会出前コミカレ
0940-34-3134
（担当：橋本氏）

出前Ｎ1
皮膚を守ろう！
～適切なスキンケアについて～

乾燥やケガなどで発生してしまう肌トラブルやスキンケアの方
法についてお話します。

無料
準備品：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ｽｸﾘｰﾝ
講師：皮膚･排泄ｹｱ認定看護師

赤間病院(企画課)

☎32-2206
※日曜日は要相談

看護師
介護支援専門員
介護福祉士
（要ﾌﾟﾛﾌｪｸﾀｰ、ｽｸﾘｰﾝのとき
もあります）

講師：総合診療救急科認定看護師　渡邉　岳人　氏

和白病院
(医療連携室)

☎

092-608-0001
担当：櫻木氏

※日曜日は要相談
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いきいきふれあいサロンメニュー(出前講座・介護予防事業等) 赤字は新規・変更内容および注意事項になっています。

出前Ｎ2 自宅でできる床ずれ予防
自宅で介護を受ける方、介護をする方が安心した生活が送ら
れるように「床ずれ」の仕組みや予防についてお話をします。

無料
準備品：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ｽｸﾘｰﾝ
講師：皮膚･排泄ｹｱ認定看護師

出前Ｎ3 みんなで命を守りましょう

大切な人に突然、病気やけがが起こった時に、その命を救う
ために応急手当を行う必要があります。速やかな対応は命を
救い、病気やけがの悪化を防ぎ、苦痛を軽減することができ
ます。緊急を要する救命処置は普段からその手技や内容を
よく理解しておくことが必要です。この講座でさらに理解を深
め、みんなで命を守りましょう。

無料

出前Ｎ4
いざという時に！
家庭でできる応急手当

日常生活を送る中で、不意に怪我をしてしまった時に、焦ら
ずに対処ができるよう家庭でできる応急手当の方法を紹介し
ます。（具体例）擦り傷・切り傷、鼻血、打撲・捻挫、やけど、
骨折、虫刺されなどの応急手当の方法についてお話ししま
す。

無料

出前Ｎ5
抗がん剤治療の副作用
～上手におつきあいしましょう～

抗がん剤治療中の方やご家族へ副作用とその対策について
お伝えしていきます。安心してがん治療を続けられるようにお
手伝いをします。

無料
準備品：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ､ｽｸﾘｰﾝ
講師：がん化学療法看護
認定看護師

出前Ｃ3
ここまでわかるレントゲン検査!
（放射線は身近ないろんな所で役に立って
ますよ。そんなに怖がらないで!）

以前は入院が必要だった検査が日帰りで簡単に行うことが
出来るようになり、その検査結果も驚くほど詳細になっていま
す。病気の早期発見の重要性や、検査に用いられている放
射線についてお話しします。

無料
準備品：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ､ｽｸﾘｰﾝ
講師：診療放射線技師

出前Ｅ1 骨を丈夫にする食生活
たんぱく質、ビタミン、ミネラルを効率良く摂取することで骨
折、転倒を予防する食事術について説明します。

無料

出前Ｅ2 健康寿命を延ばす食生活
いつまでもハツラツ健康で暮らすための食生活についてお話
しします。

無料

出前Ｅ3 生活習慣病予防の食生活
生活習慣病から重大な疾患に繋がることがあります。高血圧
症、糖尿病、脂質異常症の食事の注意点について説明しま
す。

無料

出前Ｅ4 おいしく減塩しましょう
塩分の多い食事について減塩のポイント、調味料の使い方
等について紹介します。※汁物の塩分濃度測定ご希望あれ
ば実施します。

無料

出前Ｅ5 健康ダイエット 栄養面から健康的にダイエットできる方法を紹介します。 無料

出前Ｒ1
肩・腰・膝をまもっていつまでも元気に動こ
う

関節を痛めないための知識と、活動時の適切な動きを習得し
て、健康な体つくりを理学療法士がお話しします。

無料

出前Ｒ2 糖尿病に負けない体づくり
糖尿病の運動に必要な知識とその実践を理学療法士(日本
糖尿病療養指導士資格有)がお話しし、実際に体を動かしま
す。身体測定(握力、歩行速度)も行います。

無料

出前Ｒ3 健康で長生き、転倒しないために！
骨折や寝たきりの原因となる転倒を防ぐための予防策、運動
方法について理学療法士がお話しし、実技指導を行います。

無料

水光会出前講座
コミカレ

（担当：橋本氏）

0940-34-3134

申し込みは
60日前まで

（一地域年間２回ま
で）

準備品：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ｽｸﾘｰﾝ
講師：救急看護認定看護師

準備品：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ､ｽｸﾘｰﾝ
講師：管理栄養士

準備品：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ､ｽｸﾘｰﾝ
動きやすい服装と靴下で参加し
て下さい
講師：理学療法士
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出前Ｒ4 無理をしない介護の方法
日常生活(ベッド・車椅子・歩行等)における介助方法と工夫に
ついて、移乗・移動動作を中心に理学療法士がお話ししま
す。

無料

出前Ｒ5
飲込む（嚥下）力を維持しよう！　いつまで
もおいしく食べるために

飲み込みの仕組み、飲み込む力の維持、ムセないための工
夫、誤嚥性肺炎について言語聴覚士がお話しします。

無料
準備品：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ､ｽｸﾘｰﾝ
講師：言語聴覚士

出前Ｒ6 認活～with 認知症～

認知症症状は加齢に伴い、少なからず出てくるものです。本
講座では認知症に極力ならないための予防の知識を身につ
けていくとともに、認知症になった時でも対応できる習慣など
「認知症」と共に生きるための知識など作業療法士がお話を
します。

無料

出前Ｒ7
もう家で転ばない!
福祉用具や手すりで快適生活

作業療法士が家の中での転倒しやすいポイントや場所をお
話しし、その解決策をアドバイスします。

無料

出前Ｒ8 生活を便利にする自助具を知ろう
日常の生活を助ける自助具を実際にご紹介し、より快適な生
活を送るアドバイスを作業療法士がお話しします。

無料

出前Ｒ9 いきいき健康運動教室
自宅でも簡単にできるストレッチ、筋力トレーニングを通して、
介護予防を行い、いきいきとした生活を続けていただく事を目
的とした運動教室です。

無料
準備品：背もたれのある椅子
講師：健康運動指導士

出前Z1 病院で働く仕事を知ろう
病院では様々な専門職が働いています。看護、薬局、検査、
リハビリなどの各専門職員が、職業選択の一助となるよう、
仕事について分かりやすくお話しします。

無料
準備品：職種により相談
講師：受講者の興味がある職種
に講師を依頼します

出前Ｚ2
介護保険サービス利用の手順とサービス
の種類の説明

介護保険利用までの流れから各種介護保険のサービス内容
についてご説明し、その後個別相談を行います。

無料
準備品：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ､ｽｸﾘｰﾝ
講師：介護支援専門員

出前講座 消費者トラブルについて 60分程
悪質商法にご注意！
最近の被害の手口と防止対策

無料

出前講座 消費者トラブルについて 60分程 悪質商法の被害にあわないために 無料

出前講座 ペタペタアート 60分内
手形を使ったアート作品
子ども、親子、高齢者向け

300円
程度/人

材料費負担  （画用紙､ｲﾝｸ、ｼｰﾙ代
として）最大20人受け入れ可能

出前講座 みなみ三郎ショー 60分程 相撲甚句、歌謡 費用弁償

出前講座
　　　　　         クヌルプ

オカリナ詩人「Ｋｎｕｌｐ」
30分

オカリナ演奏
▼定番の動揺・唱歌からジャズ、ボサノバ、シャンソン、ラテ
ン、フォルクローレなどＴＰＯに合わせて様々なジャンルから
特集を組むことができる。

要相談 てんぷ

出前講座 お出かけ音楽隊
40～

60分程

歌・音楽演奏・紙芝居
▼子どもから大人まで楽しめるクラッシック音楽。歌・演奏・手
作り紙芝居

要相談

出前講座 CLOUD NINE OF MUSIC
サックス演奏
▼サックスによる童謡や歌謡曲の演奏

費用弁償

出前講座 人形劇こやぎ座 人形劇・パネルシアターの公演 要相談

出前講座 ピエロのPさん隊 バルーンアート 要相談 材料費要

水光会出前講座
コミカレ

（担当：橋本氏）

0940-34-3134

申し込みは
60日前まで

（一地域年間２回ま
で）

宗像市
消費生活センター

☎33-5454

準備品：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ､ｽｸﾘｰﾝ
動きやすい服装と靴下で参加し
て下さい
講師：理学療法士

準備品：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ､ｽｸﾘｰﾝ
講師：作業療法士

宗像市

ボランティアセンター

☎37-4100
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出前講座 ひょっとこ楽座アンディアーモ
演芸・演奏
▼ひょっとこ踊りや歌・ギターや三味線などの楽器演奏を組
み合わせた演芸

要相談

出前講座 メモリアルバンド・むなかた
楽器演奏　▼懐メロ・オールディーズ等、色々なジャンルの曲
を演奏

費用弁償
演奏曲等要相談
活動可能日：日曜日

出前講座 民謡「吉武会」 民謡上演 要相談

出前講座 公益財団法人 宗像楽謡会 民謡 要相談 3ヶ月前までに依頼

出前講座 宗像市少年少女合唱団
唱歌上演
▼市内の小中学生による合唱

要相談

出前講座 宗像市舞踊協会 舞踊上演 要相談

出前講座 朗読の会「あしたば」 朗読活動 要相談

出前講座 Risty☆(リスティ)
サックスアンサンブル演奏
▼サックスアンサンブル演奏

要相談
活動可能日： 日・祝日

出前講座 ピアノ弾き歌い“ことり”
ピアノの弾き歌い
▼ミニコンサート形式でジャズやゴスペル、映画の名曲などピ
アノの弾き歌いで演奏

要相談 活動可能日： 金・日曜

出前講座 講談 講談（正助さん、黒田節 他） 要相談

出前講座 むなかた相撲甚句会「街道」 郷土色を取り入れたオリジナル相撲甚句を披露。 要相談

出前講座 新宮相撲甚句会 相撲甚句 要相談

出前講座 詩吟、カラオケ、相撲甚句 詩吟、カラオケ、相撲甚句の三本立てで上演 要相談

出前講座 リベルアンサンブル
大正琴とバイオリンのアンサンブル演奏
▼炭坑節からジャズ、クラシックまで様々なジャンルを披露

要相談

出前講座 傾聴／にじいろぽけっと 60分内 傾聴　(サロンの中でちょっとした時間にいかがですか) 団体2,000円（個人の場合500円）

出前講座 ギターサークルやまびこ
ギターとベースを使って昭和20年代から現在の曲を演奏・
歌。みなさん一緒に歌いましょう！

費用弁償 2～3ヶ月前までに依頼希望

出前講座 ヒーブ・ホー
マンドリン＆ギター演奏、歌の伴奏、絵本の歌い聞かせなど
ジャンルにこだわらず、幅広く演奏します。

要相談

出前講座 わたあめ
歌とバンド演奏。5人組。懐かしいポップスやフォークソング・唱歌を
歌とベース・ギター・ドラム・キーボードの演奏でお楽しみください。

5,000円～

出前講座 宗像音楽倶楽部　ふれあい
音楽を通じて高齢者・障がいをもった方の引きこもりを予防し、元
気に楽しくしてもらう事を中心に、多彩な楽器での演奏・歌を披露
します。

要相談

出前講座 池の音楽隊♪
ソプラノ、アルト、テナー、バスのリコーダー４本によるアンサンブ
ル。幅広いジャンルで素敵な音色をお届けします。

3,000円程
度

活動可能日:随時（要相談）

出前講座 アイリッシュ系音楽ユニット森和田
30分

～120分

アコーディオン・ギター等で、アイルランドやスコットランド民謡を
中心に、あたたかくて元気になれる音楽をお届けします。「音楽
付きの朗読・読み聞かせ」や「歴史のお話」などもできます。

要相談
※音楽療法士
※社会教育士　　　     有資格

出前講座 toi toi toi（トイ トイ トイ) 30分程度
音楽療法やリラクゼーションにも用いられるドイツの楽器「ライ
アー」を奏でます。茶話会や交流の傍らでBGM的に奏でることも
可能。静かで優しい音色に包まれて癒されてください。

要相談 ※心理カウンセラー　  有資格

宗像市
ボランティアセンター

☎37-4100
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宗像市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

☎37-4100 出前講座 ママボラむなかた
小さな子どもと一緒に遊んだりお話したりする「ふれあい」を通し
て、コミュニケーションを楽しみませんか？サロンでの交流会やイ
ベントを子どもと一緒に盛り上げます。

要相談

出前講座 絵手紙 絵心がなくても描き方から楽しみ方まで基礎から… 400円/人 別途材料費要

出前講座 トールペイント 身近にある素材にお花や動物の絵を描けるように… 400円/人 別途材料費要

出前講座 バルーンアート 風船を使って動物などをつくります。 400円/人 別途材料費要

出前講座 プリザーブドフラワー 生花を特殊処理した枯れないお花を使ってアレンジします。 400円/人 別途材料費要

出前講座 フラワーアレンジメント
生花、プリザーブドフラワー等で簡単に作れるアレンジを楽し
く作っていきます。

400円/人 別途材料費要

出前講座 パン・お菓子 手軽に簡単にできるパンの作り方 400円/人 別途材料費要

出前講座 アロマテラピー
植物に秘められたパワーを毎日の生活に役立て利用する方
法を紹介

400円/人 別途材料費要

福祉・介護
B10

赤い羽根募金って何？
　　　　　　　　宗像市社会福祉協議会

赤い羽根募金の歴史、取り組み、使い道や共同募金を財源
とした事業などを紹介します。

無料
原則平日の9～１７時まで
それ以外は要相談

福祉・介護
B11

社協って何？どんなところ？
　　　　　　　　宗像市社会福祉協議会

事業の取組や各センター・係などを紹介します。 無料
原則平日の9～１７時まで
それ以外は要相談

福祉・介護
B12

福祉会って何？
　　　　　　　　宗像市社会福祉協議会

福祉会の仕組みや活動内容などについて紹介します。 無料
原則平日の9～１７時まで
それ以外は要相談

福祉・介護
B13

地域の助け合い・支え合いを考える

　　　　　　　　　　　　～見守りネットワーク入門～

　　　　　　　　宗像市社会福祉協議会

自治会・町内会等の小地域を単位として、高齢者世帯、障がい
者の方などを対象に行われる「見守りネットワーク活動」のポイン
トや留意点についてお話しします。

無料
原則平日の9～１７時まで
それ以外は要相談

福祉・介護
B14

地域の助け合い・支え合いを考える

　　　　　　　　　～ご近所支え合いマップづくり入門～

　　　　　　　　宗像市社会福祉協議会

「ご近所支え合いマップ」という手法を使って地域の福祉課題
や問題解決に向けた取り組みについて、地域の皆さんと一緒
に考えていきます。

無料
ホワイトボード又は黒板が必要
原則平日の9～１７時まで
それ以外は要相談

福祉・介護
B15

地域の助け合い・支え合いを考える～福祉座談会～

　　　　　　　　宗像市社会福祉協議会

地域住民のみなさんが地域にどのような課題があるかを考
え、話し合う場です。

無料

10人～30人程度
ホワイトボード又は黒板が必要
原則平日の9～１７時まで
それ以外は要相談

福祉・介護
B16

暮らしの安心をサポートします～地域福祉権利擁護事業～

　　　　　　　　宗像市社会福祉協議会

高齢や障がいのため判断能力が不十分で日常的な金銭管理な
ど不安がある方のお手伝いに「ライフサポート事業」や「日常生
活自立支援事業」をご紹介します。

無料
原則平日の9～１７時まで
それ以外は要相談

福祉・介護
B17

遊びの中から発見がいっぱい～出張おもちゃ図書館～

　　　　　　　　宗像市社会福祉協議会

障がいのある人や子どもにおもちゃの素晴らしさと遊びの楽
しさを、という講座です。特別支援学級などを対象におもちゃ
図書館のスタッフが出かけていきます。

無料

10人～50人程度
広い会場　机、イス、マイク
原則月・火・水・金曜の平日
実施日要相談

福祉・介護
B18

ボランティア活動の世界へ～ボランティアってなーに？～

　　　　　　　　宗像市社会福祉協議会

ボランティアに関する歴史や心構え現状などを学んで、自分
にできるボランティア活動を見つけませんか？

無料

机・いす・マイク・スクリーン・プロ
ジェクター・DVD再生機など
原則平日の9～１７時まで
それ以外は要相談

宗像市
社会福祉協議会

☎37-1300

ルックルック講座
宗像市コミュニティ

協働推進課
政策係

☎36-5394

むなかた市民学習
ネットワーク

☎36-3721
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福祉・介護
B19

みんなにやさしい福祉教室～高齢者疑似体験～

　　　　　　　　宗像市社会福祉協議会

高齢にともなう心身の変化などのお話と、高齢者疑似体験を
通して、高齢者の身体や気持ち、日常生活での不便さなどを
学習します。

無料

コース設定・必要備品等については
事前に打ち合わせが必要。10人～
30人程度。原則平日の9～１７時ま
で。それ以外は要相談

福祉・介護
B20

みんなにやさしい福祉教室～車イス体験～
　　　　　　　　宗像市社会福祉協議会

車イス体験を通じて車イスに乗っている人の立場を理解した
り、お手伝いの方法について学習します。

無料

コース設定・必要備品等については
事前に打ち合わせが必要。※車イ
スの搬送は受講者で。10人～40人
程度。原則平日の9～１７時まで。そ
れ以外は要相談

福祉・介護
B21

みんなにやさしい福祉教室～アイマスク体験～
　　　　　　　　宗像市社会福祉協議会

体験を通じて目の不自由な方の立場や、お手伝い（手引き）
の仕方を学習します。

無料

コース設定・必要備品等については
事前に打ち合わせが必要。10人～
40人程度。原則平日の9～１７時ま
で。それ以外は要相談

宗像市
社会福祉協議会

☎37-1300

ルックルック講座
宗像市コミュニティ

協働推進課
政策係

☎36-5394
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