
■指定事業（１９事業） 

No 事業（講座）名 事 業 内 容 

1 高齢者事業 シニアアカデミー 

高齢者の学習意欲の啓発と受講生の生き

がいづくり・仲間づくりを支援し、地域へ

の社会参加活動を推進する。 

2 

成人事業 

えーるピアカレッジ 
様々な内容の講座（地域、健康、文学、時

事、歴史等）を学習する機会を提供する。 

3 基本料理講座 

初心者を対象に、日常的な家庭料理の実習

を通して、家庭での積極的な家事参加と自

立を図る。 

4 

 

 

 

家庭教育事業 

 

 

 

 

 

家庭教育事業 

 

子育てカレッジ 

子育て中の親の学び支援と受講生同士の

交流を目的に、子どもの成長に応じた学習

機会を提供することで、子育て支援を図

る。 

5 

親子ふれあいものづく

り教室 様々な学習体験活動を通して、親子の絆を

深め、家庭教育の充実を図る。 親子ふれあいクッキン

グ 

6 おやこ科学教室 

高等教育機関と連携し、さまざまな学習資

源を提供し、親子の触れ合いを通じた興

味・関心を育む。 

7 
青少年体験 

事業 

小学生プログラミング 
異年齢交流や異世代とのふれあい、地域の

文化にふれる体験を通して、子どもたちが

自ら学び考え、行動する力の育成を図る。 

 

異年齢交流や異世代とのふれあい、地域の

文化にふれる体験を通して、子どもたちが

自ら学び考え、行動する力の育成を図る 

 

8 
チャレンジ！子ども 

クッキング 

9 

青少年体験 

事業 

 

えーるピア 

子どもの居場所づくり 

10 
市民学習発展 

推進事業 

サークル共催講座 

（28 講座）※詳細は別

表 

サークルと共催し、市民への学習機会を提

供することで、サークル活動の活性化と学

習成果の社会還元を図る。 

11 

ボランティア 

支援事業 

ボランティア協働事業 

地域課題や学習ニーズの解決のためにボ

ランティアサークルと協働で事業を実施

する。 

12 ボランティア育成事業 

学習と実践を交えたプログラムを通して、

ボランティアとして地域で活躍できる人

材・団体の養成と育成を図る。 



No 事業（講座）名 事 業 内 容 

13 

市民学習成果 

発表事業 

えーるピア文化祭 

えーるピア久留米での学習成果を広く市

民に発表する場として実施する。展示・ス

テージ各部門の主体的な取組みを通して、

参加者同士の絆づくりを促進する。 

14 市民合同芸能祭 

校区コミュニティセンターの活動グルー

プ及びえーるピア久留米の活動グループ

の合同発表会を開催し、地域間の交流と地

域の生涯学習活動を促進する。 

15 利用者の会発表会 

生涯学習センター利用サークルによる学

習成果の発表の場として、ステージ発表会

と作品展示会を実施する。 

16 
学習成果活用

事業 

LL サークルバンク 

事業 

学習活動を行う団体をバンクに登録して

紹介し、団体と学習支援を求める地域や学

校とをつなぐことで、学びを地域へ伝え

る。 

17 

 

生涯学習情報 

の収集・提供 

 

 

生涯学習情報 

の収集・提供 

 

生涯学習振興事業 

えーるピア久留米のホームページを中心

に生涯学習情報（団体情報、人材情報、講

座・イベント情報、空室情報検索）を提供

する。 

18 
生涯学習センター広報 

事業 

広報くるめ、ホームページ、ＳＮＳ等、様々

な広報媒体を活用して、生涯学習センター

の活動状況や事業情報を広く市民に発信

する。 

19 生涯学習相談 生涯学習相談 

生涯学習情報の収集・整理を行い、データ

ベース化して相談内容に合わせた情報提

供を行う。自由に利用できる情報検索端末

を設置することで、情報収集の場の充実を

図る。 

 

※サークル共催講座（２８事業）                             ★は新規事業（講座） 

No 講座名 講 座 内 容 

1 生涯学習公開講座 
様々なテーマで生涯学習の講演や体験講座

を行う。 

2 認知症予防初心者入門講座 
認知症を予防する為の脳や体のトレーニン

グについて学ぶ。 

3 iPad・iPhone 脳トレ初心者入門 
iPad・iPhone を活用して、脳のトレーニン

グと活性化を行う。 



No 講座名 講 座 内 容 

4 着物、ゆかたの着付け 着物とゆかたの着付けの基本を学ぶ。 

5 パッチワーク入門 パッチワークの手法を基礎から学ぶ 

6 草木によるろうけつ染め体験講座 
草木染料を使ったろうけつ染め体験を  

行う。 

7 子どもと大人の絵手紙体験教室 展示会場で絵手紙の体験をしてもらう。 

8 くるめあそびの日（ディスコン） 
健康づくりを目的としたニュースポーツを

体験する。 

9 ニュースポーツ体験講座 ニュースポーツの体験を行う。 

10 チェス入門講座 チェスを基礎から学ぶ。 

11 カントリーダンス体験講座 カントリーダンスを体験する。 

12 ＬＩＮＥビデオ活用 
ＬＩＮＥを使いビデオを実用的に楽しく活

用することを学ぶ。 

13 ワード活用講座 
ワードの基礎から応用まで日常生活に役立

つ使い方を学ぶ。 

14 スマートフォンタブレット活用 
タブレットを使いこなすためのコツと日常

生活に役立つ使い方を学ぶ。 

15 簡単なスマホ・パソコン講座① 
初心者を対象にスマホとパソコンの基礎知

識を学ぶ。 

16 簡単なスマホ・パソコン講座② 
初心者を対象にスマホとパソコンの基礎知

識を学ぶ。 

17 簡単なスマホ・パソコン講座③ 
初心者を対象にスマホとパソコンの基礎知

識を学ぶ。 

18 簡単なスマホ・パソコン講座④ 
初心者を対象にスマホとパソコンの基礎知

識を学ぶ。 

19 エクセル入門講座 エクセルの表計算やグラフを作成する。 

20 あそびの広場へ行こう 
子どもに様々な遊びを伝え、世代間交流を

する。 

21 久留米にわか入門講座 久留米の伝統芸能について学ぶ。 

22 ６月寄せ植え講座 寄せ植えとガーデニングの基礎を学ぶ。 



No 講座名 講 座 内 容 

23 ９月寄せ植え講座 寄せ植えとガーデニングの基礎を学ぶ。 

24 １２月寄せ植え講座 寄せ植えとガーデニングの基礎を学ぶ。 

25 ３月寄せ植え講座 寄せ植えとガーデニングの基礎を学ぶ。 

26 子どもデジカメ教室 
デジタルカメラの使い方や撮影方法を学

ぶ。 

27 親子でリサイクル工作 
親子での工作を通してリサイクルについて

考える機会を作る。 

28 ★久留米ボードゲーム体験会 
さまざまなボードゲームを皆で楽しみなが

ら学ぶ。 

 

■ 自主事業（９事業）                   ★は新規事業（講座） 

No 事業（講座）名 事 業 内 容 

1 

 

サークル化 

支援事業 

 

サークル化 

支援事業 

★リフレッシュヨガ 
無理なく楽しめてリフレッシュできるヨガ

を学ぶ。 

2 夜の美ヨガ 

心身から健康的に美しくなる美ヨガを  

学ぶ。 

3 筋トレ講座 自宅で気軽にできる筋トレ方法を学ぶ。 

4 

施設有効活用 

事業 

★プロから学ぶ 

本格料理講座 

地域の飲食店シェフから本格的な料理を学

ぶ。 

5 
★親子で季節の 

クッキング① 
季節に合わせた料理を親子で学ぶ。 

6 
★親子で季節の 

クッキング② 
季節に合わせた料理を親子で学ぶ。 

7 
★小学生ドローン 

体験教室 
ドローンの仕組みを学び操作を体験する。 

8 
施設有効活用 

事業 

★親子工作講座① 親子でできる工作を学ぶ。 

9 ★親子工作講座② 親子でできる工作を学ぶ。 



■ 社会貢献事業（８事業）                  ★は新規事業（講座） 

No 事業（講座）名 事 業（講座）内 容 

1 施設連携事業 
見る！知る！くるめ 

ミュージアムセミナー 

他施設の資料展示、講座又は体験会を行

うことで施設間の連携を図る。 

2 
地域企業連携 

事業 
ＣＳＲ支援事業 

共催で講座を実施し、地域企業の社会貢

献を支援する。 

3 

生涯学習支援 

事業 

えーるピア 

アーカイブス 

いつでもどこでも学習できる環境の提供

を目的として、講座等の動画配信を行う。 

4 個人学習支援事業 
貸室の有効活用と市民への学習環境の提

供を行う。 

5 ★サークル支援事業 
えーるピア久留米活動サークルの紹介動

画の作成や配信を行い、活動を支援する。 

6 地域貢献事業 ★親子防災講座 災害に備えて防災の知識を親子で学ぶ 

7 
オンライン活用

事業 

施設連携事業 

えーるピアカレッジ 

筑邦市民センター・耳納市民センターと

連携し、zoom を使ったオンライン講座

の生配信を実施する。 

8 オンライン講座 
zoom を活用し、どこでも受講できるオ

ンライン講座を実施する。 

 


