
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ
基礎講座

対象者
○パソコンの基本操作・入力

ができる方。

初めてビジネスで欠かせない
ワード・エクセルをお使いにな
る肩を対象に、
ワードは、文章作成の基本・表
作成・図を使った見栄えの文書
の作成方法を学習します。
エクセルは、表作成・簡単なグ
ラフの作成・データベースの機
能を学習します。短時間で２つ
のソフトの代表的な機能を学習
できるコースです。

毎週火・木曜日
14:00～16:30

７月 2・4・9・11・16
18・25・30日

８月 6・8日

上原 美智代

全１０回
16,300円

テキスト代別途

定員 １０名

ネイティブ実践
英会話初級

解りやすくゆっくりとし
た英語を話す日本人生徒
の特長を熟知しているア
メリカ人講師が丁寧に教
えます。ストレスを感じ
ない雰囲気の中でロール
プレイやゲームなども効
果的に取り入れっ全体的
な英会話力アップを目指
します。まずはTake 
action!

毎週火曜日
19:30～20:30

６月 18・25日
７月 2・9・16・23・30日
８月 6・13・20・27日
９月 3・10・17・24日
１０月 1・8・15・22・29日

ジョン・ラマタリー

全２０回 20,000円
テキスト代別途

定員 ２０名

初心者でも大丈夫
楽しい英会話

講師歴10年以上。
米国居住経験から日本語
からの直訳表現やニュア
ンスでは伝わらない英語
ならではの表現方法など
日本語でわかりやすく教
えています。

毎週木曜日
19:00～20:15

６月 20・27日
７月 4・11・18・25日
８月 29日
９月 5・12・19・26日
１０月 3・10・17・24日

フィドラー・雪絵

全１５回 18,000円
テキスト代別途

定員 １８名

ビジネス英会話

お忙しい方でも、無理の
ないペースで本格的ビジ
ネス英会話を学べます。
ビジネス経験豊富なベテ
ランアメリカ人講師が担
当します。様々なビジネ
スシーンでの英会話・電
話/メールのスキル、英語
でのプレゼンなどを学び
ます。

第1・3木曜日
19:00～21:00

６月 20日
７月 4・18日
８月 1・29日
９月 5・19日
１０月 3・17・31日

ジョン・ラマタリー

全１０回 23,000円
テキスト代別途

定員 ２０名
TOEICスコア450～
それに相当する方

Ｃｈｅｃｋ！

勤労者様のスキルアップ・趣味や健康づくり、仲間づくりを
よりイキイキと行っていただくため各種講座を開催します。

堺市

サンスクエア堺

スキルアップ講座

Ｗｏｒｄ
初級講座

対象者
○Wordを初めて使用す

る方○Wordを独学で使用
しており、基礎を一から
学びたい方○Windowsの基
本操作ができる方

Wordは、ビジネス文書の
作成やレポート・原稿用
紙などのテンプレートを
兼ね備えたワープロソフ
トです。文字の入力から
文書の新規作成、既存の
文書の編集、印刷まで、
wordの基本的な機能と操
作方法を学習します。
画像を盛り込んだ表現力
のある文書の作成につい
ても学習します。Wordを
使用して効率よく文書を
作成したい方におすすめ
のコースです。

水曜日
18:50～20:50

土曜日
9:30～12:30

７月 3・6・10・13日
17・24・27・31日

８月 3・7日

上原 美智代

全１０回 16,300円
テキスト代別途

定員 １０名

Ｅｘｃｅｌ
初級講座

対象者
①Excelを初めて使用する
方②Excelを独学で使用し
ており、基礎を一から学び
たい方③Windowsの基本操
作ができる方

表の作成や編集、関数によ
る計算処理、グラフの作成
並べ替えや抽出によるデー
タベース処理まで、Excel
の基本操作を学習します。
Excelを使いこなすために、
基本機能をしっかり身に着
けたい方におすすめコース

火曜日
18:50～20:50

土曜日
14:00～17:00

７月 2・6・9・13日
16・27・30日

８月 3・6・10日

上原 美智代

全１０回 16,300円
テキスト代別途

定員 １０名

Ａｃｃｅｓｓ
入門講座

対象者
①Accessを初めて使用す
る方②Accessを独学で使
用しており、基礎を一か
ら学びたい方③「Excel基
礎」の受講経験または同
等の知識をお持ちの方

Accessは大量のデータを
収集・整理して、検索・
更新・集計等を効率よく
行えるデータベースソフ
トです。初めてAccessを
お使いになる肩を対象に
データベースの作成、
テーブルへのデータの格
納、クエリによるデータ
の加工・集計といった
Accessの基本操作フォー
ムによるデータの入力や、
レポートによってデータ
を印刷する方法を学習し
ます。

金曜日
18:50～20:50

日曜日
9:30～12:30

７月 5・７・12・14日
19・26・28日

８月 2・4・9日

上原 美智代

全１０回 14,200円
テキスト代別途

定員 １０名

ホームページ作成
入門講座

対象者
①ホームページを作成
したい方。②Windows
の基本操作ができる方
入力操作ができる方

ホームページ作施用ソ
フト「ホームページビ
ルダー」を使って、見
栄えの良いホームペー
ジの作成方法を学習し
ます。ホームページの
作成からインターネッ
トに公開するまでの方
法や、スタイルシート
を使ってwebサイト内
のデザインを効率よく
設定する方法などをわ
かりやすく紹介します。
どんな方にも使いやす
いホームページにする
ためのアクセシビリ
ティの考え方やチェッ
クの方法なども学習。

木曜日
18:50～20:50

日曜日
14:00～17:00

７月 4・７・11・14日
18・25・28日

８月 4・8日

上原 美智代

全９回 15,400円
テキスト代別途

定員 １０名

文化・教養講座

はじめての
24式太極拳

～健康・美容に 護身術
として～

ゆったりとした動きは、
忙しい日常から解放しく
れ、体の芯からリラック
スできます。太極拳は体
内バランスを理想的な状
況に保ち、肩こり・腰
痛・ストレス解消・集中
力アップなどに大きな力
を発揮します。

第２・４水曜日
10:00～12:00

６月 26日
７月 10・24日
８月 7・28日
９月 11・25日
１０月 9・23・30日

宮本 恒子

全１０回 8,500円

定員 25名

茶道（裏千家）

堺生まれ、堺育ち。堺市サ
ンスクエア講座開設以来、
茶道講座を担当し、平成21
年堺市教育振興功績者とし
て表彰されました。茶道の
祖、利休居士の西端の地で
茶道普及に携わる喜びを感
じ、裏千家の茶道講座と裏
千家茶道サークルSARAKUを
開いています。

第１・３木曜日
19:00～21:00

６月 27日
７月 4・18日
８月 8・22日
９月 5・19日
１０月 3・17・31日

澤野 宗恵（家元）

全１０回 18,000円

定員 20名

はじめての花道
（花道みささぎ流）

秋より開講

片桐 功敦（家元）

定員 １８名

陶芸

陶芸の基本的な作り方、
手びねり、ひもづくり、
タタラ作り（板づくり）
で、茶わんや花瓶、カッ
プを作ります。基礎講座
ですが、カラーの粘土な
どを使った模様付けや、
また、うわぐすり掛け、
づめも体験していただけ
ます。初めて土にふれる
方にも、陶芸の経験があ
る方にも楽しめる講座で
す。

月曜日
18:30～20:30

日曜日
9:30～11:30

７月 1・21・29日
８月 5・19・25日
９月 2・8・30日
１０月 7・21・27日

桝田 美穂子

全１２回 13,000円

定員 20名

ヨガ教室

呼吸法を中心とした
ヨーガです。毎日の
忙しい生活や、情報
過多で肉体も脳も疲
れてしまいます。心
と体が離れているこ
とでミスが多くなっ
たり心が乱れたり体
の不調を感じたりし
ます。ヨーガで心と
体を整える事でスト
レスの解消や、肉体
の疲れを和らげ、心
のコントロールが上
手くなります。ヨー
ガが初めてでも、体
が硬くても大丈夫で
す。リフレッシュ４
しにきてください。

土曜日
Ａコース 13:15～14:15
Ｂコース 14:30～15:30
６月 29日
７月 13日
８月 10・31日
９月 14・28日
１０月 5・19日

西山 雅美・東畠 弥恵

全８回 6,800円

定員 Ａ・Ｂ 各25名

体幹トレーニング
＆ストレッチ

～運動指導の専門家。
パーソナルトレーナーが
指導する！ストレッチと
体幹トレーニングで劇的
に疲れにくく動きやすい
身体になる。～
運動指導のプロコーチが
ストレッチと簡単な体幹
トレーニングで身体を動
かしていきながら、身体
の不調や痛みなどの対処
法を指導していきます。

土曜日
16:00～17:15

６月 29日
７月 13日
８月 10・31日
９月 14・28日
１０月 5・12日

平川 尚宏

全８回 6,800円

定員 25名

太極柔力球で
エクササイズ

太極柔力球とは、太極
拳の論理を球技に融和
させたニュースポーツ
で、円運動を使って
ゆったりと全身で行う
のが特徴です。遠心力
を利用しながら、シリ
コン製のラケットで砂
の入ったボールをしな
やかに操ります。
砂の入ったボールは身
体に程よい負荷を与え、
からだも脳もリフレッ
シュできます。

日曜日
10:00～12:00

７月 14日
８月 4・25日
９月 15・29日
１０月 20・27日

太極柔力球連盟

全7回 6,500円

定員 15名

まずは
お電話
ください

お 申 し 込 み 方 法

☎ ０７２－２２２－３５６１
(受付8:30～21:30 第２・４月曜日休館)

主催：日本環境マネジメント株式会社（指定管理者）

平成31年4月1日より
「堺市立勤労者総合福祉センター」は、
日本環境マネジメント株式会社が管理運営を担
当してまいります。
地域の皆様に愛される施設となるようスタッフ

一同、サービス向上の心がけに努めてまいります。
引き続きご利用の程よろしくお願いいたします。

堺市立勤労者総合福祉センター

〒５９０－００１４
堺市堺区田出井町２番１号
☎ 072-222-3561
FAX 072-222-8522

アクセス
ＪＲ阪和線堺市駅下車 徒歩３分
＊お車でお越しの方は駐車場がありませ
んので近隣の有料駐車場をご利用ください

楽しい園芸

園芸の基本から応用の楽
しい抗議を聴きながら、
園芸全般の知識を広げ、
さらに、毎回季節の草花
や木を使った実習では、
色鮮やかな寄せ植えや、
風情のある作品を作りま
す。日々の生活に癒しを
もたらすことでしょう。

第３日曜日
13:30～15:30
６月 ２３日
７月 ２１日
８月 １８日
９月 １５日
１０月 ２０日

北野 敦美
塩川・谷

全５回 12,000円

定員 ２４名

　　　　　　「サンスクエアー講座」お申込みについて

【対象の方】　　・スキルアップ講座・・・堺市内に在住・在勤の勤労者とその家族及び市内在住の
                   求職者の方
　　　　　　　　　 ・文化教養講座・・・・・どなたでも参加可能

【申込方法】
                  電話・ＦＡＸ・はがき・直接窓口にて下記【必要事項】をお伝えください。
　　　　　　　　　　【必要事項】☆申込者区分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①堺市在住の勤労者　　　　②堺市在勤の勤労者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③堺市在住の求職者　　　　④堺市在住・在勤の勤労者の家族
　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆希望講座名
　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☆郵便番号・住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆氏名（ふりがな）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆年齢・性別
　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆電話番号（昼間連絡のつく電話）

　　　　　　　　　〒590-0014
　　　　　　　　　堺市堺区田出井町２－１　サンスクエア堺「サンスクエア講座係」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎　072-222-3561　　ＦＡＸ　072-222-8522

【申込期間】　　２０１９年５月２日（午前９時）　～　２０１９年５月３１日（午後５時）
　　　　　　　　　　お申し込みは先着順となります。
                  （ヨガ講座Ａ・Ｂと体幹トレーニングは抽選を行います）

【その他】　　　受講料はお申し込み時に窓口にてお支払いになります。
　　　　　　　　　（ヨガ・体幹トレーニングは抽選結果をご連絡後に窓口でお支払いになります）
　　　　　　　　　応募が少ない講座は開校できない場合がございます。
　　　　　　　　　施設や先生の都合により日程が変更になる場合がございます。


