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～あなたの「知りたい」「聞きたい」を市職員がお届けします～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜申し込み・問い合わせ＞ 

糸島市 生涯学習課 生涯学習係 

〒８１９-１１９２  糸島市前原西一丁目１番１号 

TEL ３３２－２０９２（直通）   FAX ３２３－２３４４ 

※下記の講座メニューについては、直接、問い合わせ・申し込みをお願いします。 

〇糸島市消防本部                TEL ３２２－４２２２ 

〇糸島警察署 総務課              TEL ３２３－０１１０ 

〇糸島保健福祉事務所 総務企画課    TEL ３２２－５１８６ 

〇糸島市社会福祉協議会 地域課      TEL ３２４－１６６０ 

糸島市 出前講座 

「糸島市 出前講座」とは 

市民のみなさんに市政に関する知識・理解を深めて 

いただき、市民協働のまちづくりを進めるため、 

生涯学習の一環として実施します。 

みなさんが希望する時間、場所に職員を派遣し、 

市政の説明や専門知識を生かしたお話や実習を 

お届けします。 

★詳しくは中身をご覧ください★ 



【出前講座申込要領】 

●申し込みできる人                                                

   糸島市に居住、在勤もしくは通学する５人以上の団体やグループ 

 

●申込方法 

受講したい講座を決め、講座開催１４日前までに生涯学習課に申込書を提出してください。 

  ※下記の機関への申し込み・問い合わせについては直接関係機関へお願いします。 

  ［・糸島市消防本部  ・糸島警察署  ・糸島保健福祉事務所  ・糸島市社会福祉協議会］ 

窓口、電話、郵送、ファックスでの受付が可能です。 

受付後、担当課と日時などを調整し、実施可能な場合は代表者へ「受講許可通知書」を郵送します。 

なお、担当課の都合により開催日時など、ご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。 

 

●開催場所と日時                                               

・開催場所 …糸島市内のみ 

・開催期日 …１２月２９日～１月３日の間を除く、毎日 

・開催時間 …９時～２１時までの間で９０分以内（ただし、水曜日は１７時まで） 

※糸島警察署・糸島保健福祉事務所は、原則として平日の勤務時間内の派遣となります。 

  ・糸島警察署        ９：００～１７：４５ 

  ・糸島保健福祉事務所  ８：３０～１７：１５ 

※糸島市社会福祉協議会については、月曜日は休館日の為、派遣しておりません。 

    

●会場の手配                                 

会場の手配や準備は、申請団体でお願いします。 

 

●講師料                                   

   無料です。ただし、講座に必要な教材などを事前に用意していただく場合があります。 

 

●受講を許可できない場合                              

① 公の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

② 政治活動、宗教または営利を目的とする催しなどを行うおそれがあるとき。 

③ 出前講座の目的に反し、その受講が適当でないとき。 

④ 暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が実施するとき。 

 

●その他注意事項                               

①出前講座は、主催者の求めに応じて講師を派遣する事業です。会場手配や会の進行などは 

主催者側で行ってください。 

② その場で説明・回答できない場合もありますので、ご了承ください。 

③行政に対する苦情や要望をお受けする場ではありません。 

※講座に関する質疑や意見交換は構いません。 



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する注意 
 

・新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、講座を中止させていただく場合があります。 

 

・受講の際には、以下の感染防止対策を徹底してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省が配布している、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）もご活用ください。 

 

⑤施設の常時換気の徹底 

①会場での人と人の間隔の確保 ②参加者のマスク着用の徹底 

 

③発熱等の症状がある方の入場制限 ④参加者のこまめな手洗い、手指消毒の徹底 

⑥万が一感染が発生した場合に備え、 

個人情報の取り扱いに十分注意しながら 

参加者の名簿を適正に管理 

 

消毒液 

○厚労省ｳｪﾌﾞｻｲﾄ ○iPhone ○Android 



SDGｓについて P1

①　市政・まちづくり P2

②　暮らし P3

③　ごみ・環境 P4

④　健康 P4

⑤　福祉 P4・5

⑥　農林水産業 P5

⑦　住まい・交通 P6

⑧　水 P6

⑨　子ども・教育 P6・7

⑩　いとしま学 P7

⑪　糸島市消防本部 P7

○　糸島警察署 P8

○　糸島保健福祉事務所 P8・9

○　糸島市社会福祉協議会 P9・10

●　福岡県視聴覚ライブラリー　 P11・12

□　受講申込書 P13

も　く　じ

※以下の講座への申し込み・問い合わせは、直接、関係機関へお願いします。

福岡県では、県内在住の団体・グループへ、
DVDなどの視聴覚教材の無料貸出を行っています。
予約は電話ででき、送料往復無料です。
教材のみ必要な方や、気軽に学びたいという方は、ぜひご活用ください。



ＳＤＧｓについて 

 

糸島市は、ＳＤＧｓの推進を行っており、この冊子では、各講座に関連するＳＤＧｓの目

標ロゴマークを掲載しています。 
 

●ＳＤＧｓとは 

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）は、2015年の国連サミットで採択された、2030年まで

に持続可能でよりよい世界を目指すための目標です。 

「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、世界のさまざまな問題の解決に向けて、１７の目標とその目標を

実現していくための１６９のターゲットで構成されています。 

 

貧困をなくそう 

地球上のあらゆる形の貧困をなくそう 

人や国の不平等をなくそう 

世界中から不平等を減らそう 

飢餓をゼロに 

飢えをなくし、誰もが栄養のある食糧を十分

に手に入れられるよう、地球の環境を守り続

けながら農業を進めよう 

住み続けられるまちづくりを 

誰もがずっと安全に暮らせて、災害にも強い

まちをつくろう 

すべての人に健康と福祉を 

誰もが健康で幸せな生活を送れるように 

しよう 

つくる責任 つかう責任 

生産者も消費者も、地球の環境と人々の健

康を守れるよう、責任ある行動をとろう 

質の高い教育をみんなに 

誰もが公平に、良い教育を受けられるよう

に、また一生に渡って学習できる機会を広め

よう 

気候変動に具体的な対策を 

気候変動から地球を守るために、今すぐ行動

を起こそう 

ジェンダー平等を実現しよう 

男女平等を実現し、全ての女性と女の子の

能力を伸ばし、可能性を広げよう 

海の豊かさを守ろう 

海の資源を守り、大切に使おう 

安全な水とトイレを世界中に 

誰もが安全な水とトイレを利用できるように

し、自分たちでずっと管理していけるようにし

よう 

陸の豊かさも守ろう 

陸の豊かさを守り、砂漠化を防いで、多様な

生物が生きられるよう大切に使おう 

エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

全ての人が、安くて安全で現代的なエネルギ

ーをずっと利用できるようにしよう 

平和と公正をすべての人に 

平和で誰でも受け入れられ、全ての人が法

や制度で守られる社会をつくろう 

働きがいも 経済成長も 

みんなの生活をよくする安定した経済成長を

進め、誰もが人間らしく生産的な仕事ができ

る社会をつくろう 

パートナーシップで目標を達成しよう 

世界の全ての人がみんなで協力し合い、これ

らの目標を達成しよう 

産業と技術革新の基盤をつくろう 

災害に強いインフラを整え、新しい技術を開

発し、みんなに役立つ安定した産業化を進め

よう 



講座
番号

担当部署 SDGsとの関連

14
チェックしてます、役所の仕事

監査事務局 ー
監査の概要と意義

12
企業誘致の取組について

商工振興課
糸島市における企業誘致活動の方針と現状について

13
議場を見学してみませんか？

議事課 ー
本会議場を見学した後、市のルール（条例）やお金の使い方（予算）などを決める市議会の仕組
みについて簡単な説明をします。

10
九州大学との連携によるまちづくり 学研都市

づくり課
九州大学伊都キャンパスの紹介と、九州大学と地域との連携によるまちづくりの推進について

11
★

New

空き家の利活用と管理について コミュニティ
推進課移住・定住の受け皿となる空き家の有効活用を図るため、空き家になる前に考えておくこと、

空き家になったときの有効活用、適正な管理について説明します。

8
参画と協働のまちづくり コミュニティ

推進課・糸島市まちづくり基本条例の概要説明
・市民との協働によるまちづくりの基礎や取組状況などを説明

9

多文化共生のまちづくり
コミュニティ

推進課・多文化共生とは
・市における取り組み
・日本人市民と外国人市民がともに生活していくために、自分に何ができるか考えてみましょう

6
統計で見る糸島～糸島市をもっと知ろう～

企画秘書課
さまざまな統計データを見ながら、糸島市の現状や特徴について分かりやすく説明

7

第２期まち・ひと・しごと創生糸島市総合戦略
～しごとの創生に向けたオール糸島の取組について～

企画秘書課
地方創生の取り組みの中で、“しごとの創生”に焦点を当て、行政と民間が連携した
“オール糸島”での取り組みを目指し策定した「第2期総合戦略」の内容について説明します。

4
行政改革への取り組み

企画秘書課
市民満足度を追求しながら持続可能な自治体経営を行っていくために必要な
市役所の仕事の見直しや変革の取組について

5
第2次糸島市長期総合計画のおはなし
～人とまちの魅力が輝く豊かさ実感都市いとしま～ 企画秘書課

糸島市長期総合計画とSDGｓの概要説明

2
糸島市の台所事情

財政課
市の財政状況について（予算・決算のあらまし）

3

みんなで考えよう！これからの公共施設
～公共施設マネジメントの取組～

公共施設管理課
本市の公共施設に関する現状や課題と、
その解決に向けた公共施設マネジメントの取組について

①市政・まちづくり
講座名
講座内容

1
選挙制度のことわかりやすくお教えします

総務課
糸島市の投票率と新しい選挙制度について



講座
番号

担当部署 SDGsとの関連

25
ちょっと違うメディアの見方

人権・男女共同
参画推進課日ごろ目にするテレビや本などを基に、知らないうちに刷り込まれている「男らしさ」「女らしさ」に

気づき、男女共同参画についての理解を深めてもらう。

23
ステキなカップルになるために
～知ってる？デートＤＶ～ 人権・男女共同

参画推進課

恋人間で起こるDVと予防や支援について説明。

24
人権尊重のまちづくりについて

人権・男女共同
参画推進課・人権尊重のまちづくりの推進に関する取組

・人権・同和教育について、教材を使って学習

多様化する支払い方法。
クレジットカード、電子マネー等の最新情報を知り、賢い消費者を目指す。

22
ＳＴＯＰ！ＤＶ・性暴力 人権・男女共同

参画推進課
ＤＶ、セクシュアルハラスメント（セクハラ）など、女性への暴力について説明。

20
知って防ごう！悪質商法

商工振興課
次々に手口が変わる悪質商法。
その最新情報と注意点についてクイズや寸劇を交えながら紹介。

21
知ってみよう！キャッシュレス決済

商工振興課

18
身近な税のおはなし

税務課 ー

・固定資産税のしくみ　　・住民税のしくみ

19
つくりませんか？マイナンバーカード

市民課
マイナンバーカードの申請・取得方法等について

16

ＮＰＯ・ボランティアって、どんなこと？
生涯学習課・ＮＰＯ法人の活動の紹介やしくみについて

・ボランティア活動内容の紹介
・糸島市ＮＰＯ・ボランティアセンターの業務について

17
知っていますか？情報公開・個人情報保護制度
～情報は市民と行政の共有財産です～ 情報政策課

情報公開・個人情報保護制度について（請求から公開まで）

講座名
講座内容

15
防災講座～災害から命を守る～

危機管理課
災害に対する日頃の備えや、災害時の自助・共助・公助について

②暮らし



講座
番号

担当部署 SDGsとの関連

講座
番号

担当部署 SDGsとの関連

講座
番号

担当部署 SDGsとの関連

34

認知症サポーター養成講座
介護・高齢者

支援課キャラバン・メイトが、講師を務めます。認知症とはどのようなものかを正しく理解し、
対処や支援の方法などについて学びます。
※申込みは、１か月前までにお願いします。

35
地域包括ケアシステムのおはなし 介護・高齢者

支援課高齢者がみなさんの支え合いで、住み慣れた地域で生活を継続できる
支援体制についての説明

⑤福祉
講座名
講座内容

33
介護保険制度のおはなし 介護・高齢者

支援課介護保険制度について、保険料の決め方や要介護認定の申請、
介護サービスの内容などを説明

31
男の自慢の一品「逸品」料理教室

学校教育課 ー

給食調理員が男性（一人暮らし）をターゲットとして、栄養のバランスが取れた料理教室を開催

32
運動の「いろは」教えます。

生涯学習課
ストレッチ、筋肉トレーニングなど、目的や年齢、体力に合わせた運動や講話を行います。
内容はご相談ください。

講座名
講座内容

30
★

New

災害時に備えた健康づくり
健康づくり課

災害時に起こりやすい心身の不調や感染症等を予防するために、自分の状態に合わせた食料
やくすりの準備、病気の管理等ができるよう学習する。

29
自然との共生について

環境政策課
生物多様性について説明します。（県職員による説明）

④健康

27
はじめよう省エネと創エネ

環境政策課
身近な節電方法や太陽光発電、小水力発電などの紹介

28
来て、見て、知って　ごみのこと

環境政策課
糸島市クリーンセンター内でのごみ処理工程の説明及び施設見学
（糸島市クリーンセンター職員による説明）

講座名
講座内容

26

考えてみよう！ごみ減量のこと
環境政策課･糸島市のごみ事情

･紙ごみ・生ごみのリサイクル
･段ボールコンポストの使い方

③ごみ・環境



講座
番号

担当部署 SDGsとの関連

48
きて！みて！　いとしま

ブランド政策課
魅力満載の市内観光スポットを紹介

46
森の役割

水産林務課
森林の持つ公益的機能など、森林の重要性を説明～森林に対する理解を深める～

47
糸島市の水産業について

水産林務課
水産関係の統計などを利用して、市の水産業の特色を紹介

44
糸島の農業を担っていく人たち

農業振興課
認定農業者制度や認定新規就農者制度について紹介。

45
農地の手続きは農業委員会へ

農地政策課
「自分の土地なのに、農地（田・畑）の売買、貸し借りにはなぜ手続きが必要なの？」
わたしたちが毎日食べている野菜・肉・米をつくる地盤「農地」を守る制度について説明。

42
糸島市の農業　～野菜・果物・花編～

農業振興課
農業関連統計等から糸島市の農業の位置や、農業が持つ多面的な機能を紹介。
また、園芸農業の現状・課題や補助事業等について説明。

43
糸島市の農業　～畜産編～

農業振興課
農業関連統計等から糸島市の農業の位置や、農業が持つ多面的な機能を紹介。
また、畜産業の現状・課題や補助事業等について説明。

講座名
講座内容

41
糸島市の農業　～米・麦・大豆編～

農業振興課
農業関連統計等から糸島市の農業の位置や、農業が持つ多面的な機能を紹介。
また、土地利用型農業の現状・課題や補助事業等について説明。

40
後期高齢者医療制度って、どんなしくみ？

国保年金課 ー

後期高齢者医療制度について、保険料の決め方や給付内容などを説明

⑥農林水産業

38
国保制度って、どんなしくみ？

国保年金課 ー

国保制度について、保険税の決め方や給付内容などを説明

39
国民年金制度について

国保年金課 ー
国民年金制度について、目的や加入する人、保険料免除（猶予）のこと、
年金の種類や支給要件などを事例を交えて説明

36
生活保護について知りたい！

福祉保護課
生活保護の制度やしくみなどについて、分かりやすく説明

37
障がい者の福祉制度について

地域福祉課
障がい者福祉制度の概要を説明



講座
番号

担当部署 SDGsとの関連

講座
番号

担当部署 SDGsとの関連

講座
番号

担当部署 SDGsとの関連

58
栄養バランスのとれた豊かな学校給食

学校教育課 ー

学校給食の献立をもとに、おいしく体に良い食事を家庭で作る（給食調理員による実習）

59
子ども会活動のヒント

生涯学習課
楽しくて子どものためになる子ども会活動のアイデア

56
育児講座

子育て支援課
・乳幼児期に大切なこと（発達、しつけ、基本的生活習慣など）
・育児相談など

57
★

New

うんちは腸すごい
～“浮くうんち”と“沈むうんち”はどっちが良いうんち？～

健康づくり課
管理栄養士による紙芝居等を使った参加型の講話
講師調整のため、実施予定日の１か月前までにご連絡ください。

54
知っておきたい児童三手当と子ども医療制度

子ども課
児童三手当、子ども医療の制度内容と申請手続について詳しく説明

55
あそびの広場

子育て支援課
わらべうた、ふれあい遊び、集団での遊び、絵本の読み聞かせなど

講座名
講座内容

53
子どもの虐待を防ぐ地域のチカラ

子育て支援課
児童虐待の現状を知っていただき、児童虐待を早期に発見するために地域で何ができるかを
考えるための講座

52

下水道って、なぁ～に？
下水道課
業務課・計画から水洗便所が使用できるまで、下水道のしくみを説明（負担金、制度の説明を含む）

・前原下水管理センターの施設を見学、よごれた水がきれいになるまでの過程を学習
 （処理場の見学は日時に制限があります。）

⑨子ども・教育

講座名
講座内容

51
上水道のしくみ 水道課

業務課
おいしい水ができるまで（水道料金などの説明を含む）

50
都市計画について

都市計画課・都市づくりの方針　　・定めている都市計画について　　・地区計画制度について
・区域指定制度について　　・一般の開発許可要件について
・土地区画整理事業のしくみと流れ

⑧水

講座名
講座内容

49
利用してますか？　公共交通 コミュニティ

推進課
 バスや渡船について

⑦住まい・交通



講座
番号

担当部署 SDGsとの関連

講座
番号

担当部署 SDGsとの関連

68
防火教室～いのちを守る10のポイント～

予防課
住宅火災からいのちを守るために大切な習慣、対策について説明します。

⑪糸島市消防本部　【電話　322-4222】

講座名
講座内容

67
庁舎見学～消防署を探検しよう～

消防総務課
消防署の見学、はしご車の試乗、防火服の着用等を通して消防署の仕事を説明します。

65
★

New

中学生のための「いとしま学」
文化課

市内の中学生が学んでいる「いとしま学」の中学生版のテキストを使い、
歴史・文化編の概要に触れます。

66
大人のための「いとしま学」

文化課
市内の小中学生が学んでいる「いとしま学」の中学生版のテキストを使い、
歴史・文化編の概要に触れます。

⑩いとしま学
講座名
講座内容

64
★

New

小学生のための「いとしま学」
文化課

市内の小学生が学んでいる「いとしま学」の小学生版のテキストを使い、
歴史・文化編の概要に触れます。

62
★

New

図書館のいろいろ
生涯学習課

本の探し方や調べ方、図書館でできるサービス（予約、リクエスト、レファレンス）など、
図書館の基本的な使い方の説明。

63
★

New

本の修理講座
生涯学習課

傷んでしまったお気に入りの本を修理する図書館のノウハウをお教えします。

60
地域の子どもは地域で育てる

生涯学習課
地域における青少年健全育成について

61

見上げてごらん糸島の星を　～いとしま天文台～
生涯学習課ボランティア講師による星空観望会を行います。

時間、人数、内容等については調整しますので、実施予定日の１か月前までに
ご連絡ください。

以下の講座への申し込み・問い合わせは、直接、関係機関へお願いします。



講座
番号

担当部署 SDGsとの関連

○糸島保健福祉事務所　総務企画課　【電話　322-5186】
講座
番号

担当部署 SDGsとの関連

6
こころの健康、大切にしていますか？

精神保健係
ストレスと上手に付き合う生活について

7
あせらず・のんびり・ゆっくりと
　～心の病　統合失調症～ 精神保健係

統合失調症とは、どんな病気？病気の特徴・対応などについて学ぶ

4
働き盛り世代の生活習慣を「カ・エ・ル」

健康増進係
生活習慣病予防のための日常の食事や運動について

5
がんを知り、がんを予防しよう

健康増進係
がん予防のための生活習慣とがん検診のすすめ

2
薬物乱用防止教室

企画指導係
薬物乱用の現状と恐ろしさについて

3

人生の最期をどこで過ごしますか？
～在宅医療について～ 健康増進係

がん末期の患者さんやご家族が望む場所で療養するための相談など、
糸島地域在宅医療センターの役割について

講座名
講座内容

1
身近なお薬のお話

企画指導係
かかりつけ薬局と正しいお薬の飲み方

4
交通安全教室

交通課
高齢者及び子どもの交通安全など

5
暴力団排除に向けて

刑事課
暴力団の現状、実態及び暴力団排除活動（福岡県暴力団排除条例を含む）に関することなど

2
振り込め詐欺防止講話

生活安全課
振り込め詐欺の被害防止に関することなど

3
薬物乱用防止教室

生活安全課
薬物乱用防止や非行防止に関することなど

講座名
講座内容

1
防犯指導講話

生活安全課
性犯罪、侵入盗、車上ねらいなど、身近な犯罪の防止に関することなど

○糸島警察署　【電話　323-0110】



講座
番号

SDGsとの関連

2

地域の福祉力を高める住民講座（ワークショップ形式）

・糸島市地域福祉計画にある「福祉をみんなの力で支えるまち“いとしま”」の実現に向けて、
　住民が福祉意識を高めていくことが大切です。
・特に日常生活の課題を一番よく知っているのは地域の皆さん自身で、地域における生活課題を地域でどう考え、
　どう解決していくのか、楽しく参加者が話し合い共有できるワークショップを開催します。

3
ご存知ですか？　あなたのまちの民生委員・児童委員

民生委員・児童委員制度や活動について

○糸島市社会福祉協議会　地域課　【電話　324-1660】
講座名
講座内容

1
地域福祉ってなぁに？

身近な地域での具体的な住民福祉活動の様子を紹介します。

16
一人で悩んでいませんか？

社会福祉課
夫・パートナーによる暴力（ＤＶ）から身を守るためには？

17
ひとり親家庭（お母さん等）のみなさまへ

社会福祉課
福岡県母子父子寡婦福祉資金貸付金について

14
インフルエンザについて

保健衛生課
インフルエンザの予防・対策について

15
ひょっとして結核？結核について知りたいあなたへ

保健衛生課
過去の病気ではない結核の現状と予防について

12
食中毒予防のお話

保健衛生課
家庭における食中毒予防や食品の衛生管理について

13
防げます！！　O157、ノロウイルス

保健衛生課
Ｏ157、ノロウイルスを含む、家庭で起こりやすい感染症について

10
犬・猫の飼い方講座（適正飼養）

保健衛生課
ペットとのより良い関係を目指して

11
地域猫活動について

保健衛生課
地域で猫が増えてしまい、お困りではありませんか？
人も猫も快適に暮らすためにどうすればよいかをみんなで考えましょう。

8
酒は百薬の長というけれど・・・？

精神保健係
・お酒を飲める人ならだれでも依存症になる可能性があります
・お酒と上手に付き合いましょう

9
働く人のメンタルヘルス

精神保健係
・働き盛り世代の自殺が、大きな社会問題となっています
・元気に働き続けるために、心の健康について考えてみませんか？



みなさんのご利用をお待ちしています！

8

地域福祉活動計画
～糸島の地域福祉力のさらなる向上を目指して～

第2期糸島市地域福祉活動計画のダイジェスト版（要約版）を活用し糸島市における福祉の取組や人材などを
紹介します。そして「福祉をみんなの力で支えるまち“いとしま”」の実現に向けて、できることを考えます。

6

社会貢献教育「寄付の教室」

子ども達が社会課題を知り、自らの価値観で社会的な活動を応援することの楽しさ、そして様々な考え方の違いを
認識し、互いに助け合い自分たちがベストだと考える応援方法を選択していく機会を提供します。
対象：小学生～大学生　時間：45分×2コマ

7
社会貢献教育「寄付の教室～応用～」

「寄付の教室」で学び、実際に地域のなかで体験する応用講座。
※時間・受講人数等は教職員との打合せで決定。お気軽にお問い合わせください。

4
家庭介護教室

できる限り住み慣れた自分の家で生活していくための基本的な介護技術（体位交換、着脱、移乗、食事、清拭、洗
髪等の介護）を実技中心で行います。（1～2時間程度）

5
福祉教育

車イスやアイマスクなどの体験型学習、ボランティアやバリアフリーのほか、福祉に関することの講話など、
福祉全般について学ぶ講座。







様式第１号（第６条関係） 

 

糸島市出前講座受講申込書 

 

    年  月  日  

 糸島市長 様 

 

 

団体（グループ）名               

住所                

代表者（申込者）氏名               

電話                

 

 糸島市出前講座を受講したいので、糸島市出前講座実施規程第６条第１項の規定により

下記のとおり申し込みます。 

 

記 

 

開 催 日 時 年  月  日（ ）  時  分～  時  分（90分以内） 

場 所  

講 座 名 No.  

参 加 人 数     人 

集 会 等 の

名 称 及 び

開 催 目 的 

（名 称）                           

 

（目 的）                           

備 考   

 


