エイブル倶楽部
市民による市民のための市民の生涯学習事業・文化事業をすすめる会員制の組織です。
エイブルが主催するえいぶる講座やえいぶる事業（イベント）をお得に楽しく利用することができます。

事

業
『 えいぶる事業 』

『 えいぶる講座 』
習いたい人が５人集まったら講座（教室）を開設します。

たくさんのイベントを開催します。

「ハングル講座」
「台湾茶講座」など

（アウトトリーチ・講演会・コンサート・映画など）

『 えいぶるバンク 』

『 えいぶる通信 』

講師・サークル・サポーターの登録・管理や情報提供を

情報紙“エイブルの木”を発行します。

行います。

エイブルやイベントなどの広報活動を行います。

『 床の間コーナー 』
鹿島の素晴らしい人物や伝統・文化を展示紹介します。

皆さんの能力や活動のアピールを！！

●えいぶるバンク

学びたい、教えたいという、エイブル倶楽部の趣旨に賛同し、サポートしてくださる皆さん、
エイブルバンクへの登録をお願いします。
＜講師登録＞
「趣味・芸術」
「生活・技術」
「健康づくり」
「教養」の分野で自分の技術を伝えたい・教えたい方。講師経験が
なくても、趣味の輪を広げたいチャレンジャー大歓迎です。
＜サークル登録＞
既にサークル活動をしていて、同じ内容の講座の立ち上げや運営のサポートをしていただけるサークル。えいぶ
る講座の講師が見つからない、受講生が定員に達しなかった場合の理由により、えいぶる講座を実施できなかっ
た場合、希望者を会員として受け入れていただけるサークルです。
＜サポーター登録＞
講座やイベントの企画・運営、託児、広報、花壇作り、館内整美などのサポートをしていただける方。興味のあ
る活動内容を登録していただき、応援要請があったら、積極的な参加をお願いします。

●えいぶる事業

こんなステージが見たい、聞きたい、参加したい！ そして、みんなにも見てほしい！

会員であれば、いつでも事業の要望ができます。皆さんが主役です！要望だけでなく企画や運営も
エイブルパートナー

私たちはエイブル倶楽部を応援しています。

個人会員数

できます。会員は、チケットが割引になる事業や優先販売ができる事業があります。
市民からなる編成部会や広報部会のご意見を頂いています。
（毎月会議を開いています。メンバーも
募集しています）

1139 名

令和２年度に実施予定のえいぶる事業（令和 2 年４月～令和３年 3 月） ★は親子向け公演
（令和２年３月３１日現在）

●入会手続き

社員１０名様分の「法人会員証」をお渡しし、個人会員同様の特典をご利用いただけます。
さらに、広報誌「エイブルの木」
、えいぶる事業のポスター・チラシに社名を載せられます。

いつでも、だれでも入会できます！！

＜申し込み方法＞
入会申込書に必要事項をご記入の上、1 年コース：年会費 1,000 円〈高校生以下は 500 円〉
・
３年コース：年会費 3,000 円〈高校生以下は 1,500 円〉を添えて、お申し込みください。
※３年コースお申込みの特典として 500 円のクーポン券を贈呈します。
（クーポン券はえいぶる講座の受講料やえいぶる事業のチケット代として使用できます。
）
＜期間＞
入会手続き月から、1 年コースの場合は 12 ヶ月間です。3 年コースは 36 ヶ月間です。
（入会された方には「会員証」と「エイブル倶楽部ポイントカード」をお渡しいたします。
）
＜入会特典＞
① 「えいぶる講座」の講座を受けることができます。
（受講料基本は 1 回 500 円です。別途材料費が必要となる場合もあります。
）
② 5,000 円クーポン券の購入できます。
（500 円×11 枚 ）
クーポンは「えいぶる講座」受講料、
「えいぶる事業」チケット代に使用できます。
③ 「えいぶる事業」のチケットが、割引価格で購入または、先行販売があります。
（購入の際は会員証を提示してください。事業開催日に入会中の方が対象です。
）
④ 「エイブル倶楽部ポイントカード」とは、えいぶる講座・えいぶる事業など 1 回参加毎に１ポイント
差し上げます。１５ポイント貯まると 500 円のクーポン券と交換できます。
⑤ 毎年 5 月に開催する「エイブル祭り」のホールの部または展示の部に参加することができます。

開催日

事業内容

会場

８月９日(日)

森麻季ソプラノリサイタル

エイブルホール

9 月予定

避難訓練コンサート

エイブルホール

１０月１8 日(日)

ウラシマコタロウ〈市民参加型公演〉★

エイブルホール

未定

ミュージック and サーカス ～森の秘密～ ★

エイブルホール

未定

講談・落語

エイブルホール

未定

えいぶるえいが for キッズ

エイブルホール

未定

えいぶるえいが２０２０

エイブルホール

※日程が未定の事業は決まり次第随時、広報します。また、予定は変更する場合がございます。

●えいぶる通信

エイブル倶楽部の広報活動にも参加できます!！

鹿島市生涯学習センター（エイブル）の情報誌「エイブルの木」の制作。
エイブル１階エントランスの掲示板による広報、ホームページ、SNS による発信。
各種広報活動～えいぶる事業の広告媒体デザイン、宣伝 ほか。テレビ、新聞、情報誌などメディアとの連携
Twitter アカウントはこちら ⇒「エイブル」@kashimacc
インスタグラムのアカウントはこちら ⇒「エイブル 鹿島」＠able_kashima

●えいぶる講座

2020.4

＜講座実施の流れ＞
① 学びたい人、教えたい人が開講要望書を提出します。
② 情報誌「エイブルの木」
、当財団ホームページ、市報やエイブル事務局で参加希望者を募集します。
③ ５人集まったら、講座開設準備がスタート。受講者の希望を基に、講師選定、カリキュラム、スケジュールの調整を事
務局が行い、講座がスタートします。講座は受講生が運用します。
④ １つの講座は、原則 10、12 回などのシリーズ制で開設し、さらにもう１シリーズ更新可です。
⑤ 受講料は、毎回受講時に 500 円（基本）をお支払いいただきます。
※忙しい方や継続受講が難しい方には、誰でも参加できる単発の講座や、エイブル倶楽部会員対象の無料講座もあります。

令和２年度版

平成 31 年度に実施したえいぶる講座（平成３1 年 4 月～令和 2 年 3 月）
35 種類、39 講座を実施し、受講登録者数 893 名、延べ受講者数 2,090 名が受講されました。
は一般の方も参加できる公開講座。★はエイブル倶楽部会員対象の無料講座。
種類
技能技術

講 座 名
パソコン教室～エクセル中級～

JAL の空港グランドスタッフによるおもてなし講座 in 鹿島

書道教室～初級編～

書道教室～初級編～②

書道教室～初級編～（夜コース）

初心者のための剪定教室～剪定マイスターから学ぶ松の木剪定～★

初心者のための寄せ植え教室～クリスマス編～★

初心者のための寄せ植え教室 ～お正月編～★

初心者のための寄せ植え教室 ～冬の寄せ植え編～★

初心者のための寄せ植え教室 ～多肉植物編～★

健康

さが維新総踊りにチャレンジ！

さが維新総踊りにチャレンジ！

づくり

ハタヨガ教室

芸術
趣味

国際
交流

韓国語教室～初級編～

韓国語教室～初級編～②

《お試し無料講座》ゼロから始める大人のための脳トレ英会話教室

ゼロから始める大人のための脳トレ英会話教室（昼コース）②

ゼロから始める大人のための脳トレ英会話教室（昼コース）

ゼロから始める大人のための脳トレ英会話教室（夜コース）

なるほど！納得！初めての薬膳教室②

楽しいパッチワーク教室

パーソナルカラー講座～色を味方につけるおしゃれ～（昼コース）

パーソナルカラー講座～色を味方につけるおしゃれ～（夜コース）

夏に得する節電と料理を学ぼう！★

知って得する節電対策～料理も作って省エネを学ぼう～★

夏の野菜・果物スイーツ作り＆ハーブのある暮らし

秋に味わう旬なティータイム～旬な果物でフルーツティーを楽しむ～

秋の野菜・果物スイーツ作り＆ハーブのある暮らし(木曜コース)

秋の野菜・果物スイーツ作り＆ハーブのある暮らし(土曜コース)

親子でチャレンジ！お絵描きクッキー＆牛乳パックでお菓子作り教室

クリスマスに飾ろう！ツリー☆キャンドルづくり

市民
生活

5 色の野菜のパワー de ワンプレート～春野菜でルンルンランチ～（木曜コース）
鹿島ふるさと探訪～水で巡る浜編～
有明海を巡る市民の科学講座「有明海のカニや貝の樹脂標本をつくろう」

ふるさと学 有明海を巡る市民の科学講座

有明海を巡る市民の科学講座「潮の満ち引きを予報しよう！」
有明海を巡る市民の科学講座

「伝統漁法で生き物集めをしてみよう～うなぎ塚体験～」

「干潟のいきものの主食を考えよう！～干潟の基礎生産～」

有明海を巡る市民の科学講座「宇宙から有明海を観察してみよう！」

世界のクラゲの話

「市民による市民のための市民の生涯学習と文化芸術」を推進します！

お問い合わせ先
一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
エイブル事務局（鹿島市生涯学習センター・エイブル２階）
〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分 2700-1
TEL：
FAX：
e メール：able1@po.asunet.ne.jp

エイブルの
ホームページは
こちら
http://kashima-able.com/

一般財団法人 鹿島市民立生涯学習・文化振興財団は、鹿島市より鹿島市生涯学習
センター・エイブル、鹿島市民図書館の指定管理者を受託しています。

