
生涯学習 まちづくり武雄市令和２年度
出前講座とは・・・
市民の皆さんが「知りたい」
「聞きたい」ことについて、職員
が皆さんの元へ出向き説明するも
のです。新たな発見や学びの場と
してご活用ください。

☎メニュー１～５の連絡先 ☎メニュー６の連絡先
防災・減災課：0954-23-9223 健康課保健係：0954-23-9131

いつ起こってもおかしくない災害を乗り越える
ための備えをしよう
・家庭での備蓄 ・非常用持ち出し袋
・情報を知るための方法
・避難のタイミング

みんなで考える防災
～逃げ遅れゼロを目指して～

地区のことを知ろう！
～災害に備える～

・自分のまちを歩き、避難経路、危険個所の地
図を作ろう（マイマップ作り）
・災害が起こる前からの行動計画を
作ろう（マイタイムライン作り）

防災ワークショップ

災害が起こる前、起きたらをみんなで考えよう
・災害体験講座（防災ワークショップ）
・地図を使い災害対策（災害図上訓練「DIG」）
・カードゲームで災害対策（防災クロスロード）

災害発生後の生活をどうすればいいのか
・避難所での生活はどうするの
・炊き出しはどうするの
・ボランティアはどうするの
・復興に向けての支援などは

もしも災害が起こったら

【こども向けメニュー】
さいがいをしる。そなえる。

「あめ」のはなし

・感染対策 ・生活様式 など
※状況に応じて内容は変わります

「正しく怖がろう！」
～新型コロナウイルス感染症など～

「じしん」
のはなし

「たいふう」
のはなし

「ひなん」のはなし

受講の際は、新型コロナウイルス感染症への適正な感染防止対策をお願いします。
（室内の換気、マスクの着用、手洗い・手指消毒、身体的距離の確保（最低１メートル）など）



●令和２年度 武雄市まちづくり出前講座メニュー 

分野 番号 講 座 の 名 称 内          容 連 絡 先 

く

ら

し

・

安

全

・

安

心 

７ 撃退！悪質商法！ 

訪問販売等でのトラブルや振り込め詐欺への対策方法を

分かりやすく説明 武雄市消費生活センター 

（23-9500） 

８ 気をつけて！ネットトラブル 携帯電話・パソコンのインターネット被害など 

９ やさしい日本語でおもてなし 

やさしい日本語を使った外国の方々とのふれあい方を教

えます 

市民協働課 

（23-9122） 

１０ 

成年後見制度ってなあに？ 

（佐賀県司法書士会協力） 

成年後見に関する法律や手続きについて 

１１ 

よくわかる相続・遺言 

（佐賀県司法書士会協力） 

相続や遺言に関する法律や手続きについて 

１２ よくわかる戸籍のはなし 戸籍の歴史「戸主から筆頭者へ」、戸籍と住所の関係など 

市民課 

（23-9225） 

１３ 

ひとりにひとつ！ 

マイナンバー 

マイナンバーカードの取得方法と活用について 

企画政策課（23-9325） 

市民課（23-9225） 

１４ 

バスに乗って 

おでかけしよう！ 

市内バス路線やバスの乗り方などをわかりやすく紹介 

企画政策課 

（23-9325） 

１５ 

火災からいのちと財産を 

守ろう！ 

火災を起こさない予防方法や火災が発生した時の消火器

の使い方などを説明 

防災・減災課 

（23-9223） 

１６ 

正しい応急手当を知ろう！ 

～いざというときに～ 

急病、けがなどいざというときの応急処置、心肺蘇生、

ＡＥＤの使い方など 

１７ 守ろう！交通ルールとマナー 正しい交通ルールと思いやり運転、歩行者の安全対策 

福

祉

・

健

康 

１８ 

心身障がい者（児） 

のための福祉施策 

自立のための居宅支援の内容について 

福祉課 

（23-9235） 

１９ 介護保険制度 介護保険制度のしくみ・サービスの内容について 

健康課 

（23-9135） 

２０ 高齢者の権利擁護 

高齢者の虐待防止、成年後見制度の紹介 

地域包括支援センターについて 

２１ 

高齢者の医療について 

  学びませんか？ 

高齢者の医療制度について 

２２ 認知症予防講座 認知症の知識や体操・脳トレなどの予防法 

２３ 

認知症サポーター養成講座 

～入門編～ 

認知症を学び認知症サポーターになるための必須講座 

２４ 

認知症サポーター養成講座 

～実践編～ 

認知症見守り、声かけ訓練及びポイントの説明 

※２２「認知症サポーター養成講座～入門編～」を受講した方が対象 

２５ 

助け合い支え合いの地域づくり 

～地域包括ケアシステム～ 

いつまでも住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし

続けるための地域づくりについて 

２６ 

働く世代向け特定健診・ 

がん検診のすすめ 

健診結果の見方、生活習慣病予防について 

２７ 

薬と健康について 

（佐賀県薬剤師会協力） 

薬の上手な使い方や、薬の常識あれこれ 

※受講可能時間 午後 1時～午後 5時 

環

境

・

上

下

水 

２８ 

ごみの 

分け方・出し方・減らし方 

ごみの正しい分別やリサイクル、ごみの減量化に向けて

できること 

環境課 

（27-7163） 

２９ 動物の愛護と管理 犬や猫の飼育、その他動物に関するルールについて 

３０ 

光化学オキシダント・ 

  PM2.5への対応 

光化学オキシダントや PM2.5の影響と対応について 

３１ 

生活排水を処理しよう 

～水洗化に向けて～ 

生活排水処理の概要と武雄市が取り組む事業の紹介 

下水道課 

（23-9118） 

啓

発 

３２ 

誰もが 

自分らしく生きられるために 

「多様な性ＬＧＢＴｓって？」 

「これってもしかしてＤＶ・デートＤＶ？」等 

男女参画課 

（23-9141） 

３３ しあわせはみんなの願い 身のまわりにある人権問題について一緒に考えよう 

生涯学習課 

（23-5168） 

産

業

・

観

光 

３４ 武雄の観光 知っておきたいふるさとの祭りと観光施設 

商工観光課 

（23-9237） 

３５ 

武雄版「里山資本」を 

考えよう！ 

持続可能な未来のために、豊かな自然や地域資源を活か

した、これからの里山暮らしを考えます 農林課 

（23-9335） 

３６ いのしし被害対策 いのししの特性と防除について 

３７ 農地講座 農地の権利移動、転用手続きなど 

農業委員会事務局 

（23-9245） 



分野 番号 講 座 の 名 称 内          容 連絡先 

ま

ち

づ

く

り 

３８ 

道路や水路などについて 

知っておきたいこと 

市道や法定外公共物に関する手続きなどの紹介 

建設課 

（27-7160） 

３９ 武雄の都市計画 街路事業、屋外広告物、新幹線事業について 

都市計画課（27-7162） 

新幹線課（23-9160） 

４０ 新幹線を活用したまちづくり 

九州新幹線武雄温泉駅開業に向けた魅力創造行動計画素

案について説明します 

ハブ都市推進室 

(23-9237) 

４１ 空き家について考えよう 空き家の適正管理と利活用 

住まい支援課 

（23－9221） 

４２ 住宅の耐震化について学ぼう 木造住宅の耐震化の必要性 

子

育

て

・

教

育 

４３ 

あなたの子育て支えます 

～各種助成制度の紹介～ 

児童手当や医療費助成等の助成制度やひとり親家庭への

支援策を紹介 

福祉課 

（23-9216） 

４４ 正しく知ろう！「発達障がい」 発達障がいの特性やそうした子どもへの接し方などについて 

こども発達支援室 

(27-7092) 

４５ 武雄の子育て支援 

保育制度や放課後児童クラブの制度の紹介、こどもの貧

困対策について説明します 

こども未来課(23-9215) 

こどもの貧困対策課 

(23-9168) 

４６ 

あなたの♡(こころ)を 

武雄の子育て支援に 

子育てに関する理解を深め、地域の子育て支援に参加し

てみませんか？ 

子育て総合支援センター 

（36-3700） 

４７ こんにちは教育委員会です！ 教育委員会のしくみ、奨学資金や奨学金返還補助金の紹介 

教育総務課 

（23-5170） 

４８ かんたん！英語 

ALT(外国語指導助手)と一緒にかんたんな英語にふれあ

いましょう（平日午前 9時～午後 4時までに限ります） 

※7月21日～8月24日までは夏季休業のため利用できません 

学校教育課 

(23-8010) 

４９ 新たな学校ってなあに？ 

ＩＣＴ教育や官民一体型学校花まる学園、子どもたちが

笑顔になる学習への取り組みについて 

新たな学校づくり推進室 

（23-8010） 

５０ 

未来のリーダーを育てよう 

～地域で活躍する子どもたち～ 

わんぱくスクール・ジュニアリーダーズクラブ、武雄

市・雄武町児童交流派遣事業の紹介 生涯学習課 

（23-5168） 

５１ 

たけおっ子“絆” 

プロジェクト！  

青少年育成市（町）民会議と地域・学校・親（家庭）と

の連携による子どもたちの見守り活動などを紹介 

５２ 発掘！地域の歴史 

武雄の文化財・歴史について、リクエストに合わせた講

話や史跡めぐり、ビデオの貸し出しについて 文化課 

（23-9181） 

５３ おつぼ山神

こう

籠

ご

石

いし

を歩こう 

橘町にある「おつぼ山神籠石」の歴史と今後の取り組み

を紹介します 

５４ 

日本を動かす！ 

「鍋島家洋学関係資料」 

武雄鍋島家第 28代茂義とその子茂昌が取り組んだ蘭

学・洋学導入の成果について 

武雄市歴史資料館 

（28-9105） 

５５ 楽しい絵本の読み聞かせ 幼児と保護者を対象とした読み聞かせ 

武雄市図書館 

（20-0222） 

市

政

の

し

く

み 

５６ 

教えて！「情報公開制度＆ 

個人情報保護制度」 

武雄市の情報公開制度及び個人情報保護制度の仕組みや

制度の利用方法について、わかりやすく説明 

総務課 

（23-9315） 

５７ 

公共施設を取り巻く 

 状況を知ろう！ 

武雄市の公共施設の実態や公共施設マネジメントの取り

組みについて説明 

資産管理課 

（27-7090） 

５８ 武雄市の家計簿 収支のしくみ・概要・収支の推移について 

財政課 

（23-9320） 

５９ 「行政改革」って何だろう 行政改革の必要性、取り組み状況 

６０ 自宅でできる確定申告 パソコン・スマホで確定申告する方法等 

税務課 

（23-9220） 

６１ 市役所を知ろう！ 市役所のしくみとしごと 

企画政策課 

（23-9325） 

６２ 新しいことを始めよう 

キャッチコピー「それ、武雄が始めます。」の趣旨であ

る、新しいことを始めるきっかけのつくり方講座 広報課 

（23-9121） 

６３ 

Facebookなど 

SNSの使い方講座 

ＳＮＳなどを使った情報収集方法の紹介と、自らが武雄

をＰＲする方法を伝授 

６４ 

生かそう！あなたの 1票を 

～投票は 18歳から～ 

色々な選挙における基礎知識など 

選挙管理委員会事務局 

（23－9211） 

６５ 市議会を知ろう！ 市議会の仕組みと役割 

議会事務局 

（23-9411） 

☆ ６６ 市長と話そう会 

武雄市の未来づくりなど対話を通じ市政に反映すること

を目的に、市民の皆様と市長が直接語り合う場です。 

秘書課 

（23-9311） 

★ ６７ リクエストメニュー 

このメニューにない講座や市以外（国や県の機関等）か

らの講座も紹介 

生涯学習課 

（23-5168） 

 

◎各町公民館や図書館（こども図書館）・歴史資料館でも各種講座・教室を開催しています。直接お問い合わせください。 

 【各町公民館】武雄町（23-8147）、橘町（22-3884）、朝日町（22-3872）、若木町（26-2004）、武内町（27-2001） 

          東川登町（23-3009）、西川登町（28-2004）、山内町（45-2139）、北方町（36-2515） 

 【武雄市図書館】20-0222 【武雄市歴史資料館】28-9105 



市内に在住・在勤・在学している１０人以上の団体・グループ

③出前講座の実施

会場に職員を派遣します。
会場の手配、当日の進行は
受講者側でお願いします。

②申込み

実施日の２週間前ま
でに生涯学習課に申
請書を提出してくだ
さい。

①日時の確認

事前に各講座の担当課
と日時・内容を調整し
てください。

申込みできる方

申込み方法

講師料

開催日時と会場

注意事項

無料

・宗教的、政治的または営利を目的とした催しにおける出前講

・苦情、陳情または批判に係るものはお受けできません。

・日時は、原則、平日９：００～２１：００の間で２時間以内です。
・場所は、市内に限ります。

【お申込み・お問合せ】
武雄市教育委員会生涯学習課

番号 施設の名称 講座の名称 内 容 連絡先

６８ 武雄市役所庁舎
新庁舎を
みてみよう

新しくなった市役所庁舎を見学しながら、
市民の方の施設の活用方法などを紹介
します。

資産管理課
（27-7090）

６９
武雄市図書館・歴史資料館

（こども図書館）
図書館の利用
の楽しみ方

図書館（こども図書館）・歴史資料館の
施設見学や楽しい利用の仕方などにつ
いて案内します。

武雄市図書館

（20-0222）

７０ 武雄競輪場
武雄競輪
の歩み

昭和２５年開設以来の武雄競輪の歴史
や競輪の仕組みを学び、競輪場や公園
などの体験・見学もできます。

競輪事業所
（23-2701）

施設を見学しながら利用方法などをわかりやすく説明します！

生涯学習課

座は実施できません。

市公式ＨＰ「たけおポータル」
↓

申請書ダウンロード
↓

教育・文化・スポーツ
↓

出前講座申請書

※生涯学習課にもあります。

【申請書様式】

（メール・ＦＡＸでも受け付けます）
（お電話でも結構です）

電 話：０９５４－２３－５１６８
ＦＡＸ：０９５４－２３－７５８５
メール：s-gakusyuu@city.takeo.lg.jp


