
スマートフォン・

受付時間：9:30-17:30 
休館日 ：日曜祝日、12/27-1/5

03-5475-1305

地下鉄日比谷線 広尾駅 ４番出口上

都営バス「品97」「黒77」

広尾橋、日赤医療センター下 徒歩４分

ちぃばす麻布西ルート 広尾駅 徒歩４分

〒106-0047 港区南麻布5-1-25

http://www.minato-sc.or.jp/fureai

シニアと初めての方のための

東京メトロ広尾駅直結 みなとふれあい館

講座日程と受講料(税込)

先着順受付中 !

《お問合わせ、お申込み》

こうすればスマホ料金は安くなる。節約のヒントがここにあります!

● スマホ代見直しのススメ 12月3日(月)13:30、1月21日(月)13:30

講座名 受講料 12月の開催日 2019年1月の開催日

始めよう! スマートフォン 1,500 26日(水) 10:00 23日(水) 10:00

活用しよう! iPhone(全2回) 3,000 14日(金)/21日(金) 10:00 18日(金)/25日(金) 10:00

始めよう! タブレット 1,500 19日(水) 10:00 16日(水) 10:00

スマートフォン体験 500 10日(月) 13:30 11日(金) 10:00

パソコン無料体験 無料 4日(火) 13:30 8日(火) 13:30

Android入門 1,500 18日(火) 13:00 24日(木) 13:00

スマホ代見直しのススメ 1,500 3日(月) 13:30 21日(月) 13:30

LINEを始めましょう 1,500 20日(木) 13:00 25日(金) 13:00

LINEを楽しみましょう 1,500 － －

Mac入門 1,500 17日(月) 13:00 26日(土) 13:00

講座名 回数 受講料 ﾃｷｽﾄ/材料費

パソコン基礎
ワード基礎Ⅰ
ワード基礎Ⅱ
エクセル基礎Ⅰ
エクセル基礎Ⅱ
タイピング
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾒｰﾙ
ホームページ作成
デジカメ入門
水彩画
年賀はがき作成

４
４
４
４
２
１
４
４
４
４
１

12,000
12,000
12,000
12,000
６,000
3,000

12,000
12,000
12,000
12,000

3,000

1,080
2,160

－
2,160

－
－

500～1,840*

1,000
1,000

500
500

※ キャンセルは講習日/訪問日の前々日までにお願いします。それ以降はキャンセル料が発生します。
※ キャンセルが多い場合は、以降の受講申込みをお断りすることがあります。

※ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾒｰﾙのﾃｷｽﾄはWindowsのバージョンによって価格が
異なります

※データ持ち帰り用USBメモリを1,000円でご用意しています

● 集合講座(1回90分)

講座名 受講料

個人レッスン ４,000

少人数レッスン 3,000／人

訪問レッスン お一人
ご夫婦

5,400
6,400

持込相談室 5,000

出張サポート 5,400

● 自由講座、技術サポート(1回2時間)

港区シルバー人材センターの運営だから、親切で丁寧、料金もリーズナブル!

※ 訪問レッスンと出張サポートは、港区内と
みなとふれあい館の近隣に限ります。

※ 受講料には交通費を含みます。

まだ間に合います。 今年はパソコンで年賀状を作りませんか!

● 2時間で完成! 年賀はがき作成講座 ※開催日時は日程表をご覧ください

● スマホ・タブレット個人講座(1回90分) ● 基本をがっちりコース講座(1回2時間)

講座名 受講料

始めよう! スマートフォン
活用しよう! iPhone(全2回)
始めよう! タブレット
Android入門
LINEを始めましょう
LINEを楽しみましょう
スマホ代見直しのススメ

3,000
6,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

パソコン教室

● 始めよう!スマートフォン 12月26日(水)10:00

ご自分のスマホの機能や使い方を知ろう。 AndroidもOK!

● 年賀はがき作成講座(1回2時間)

受講料 開催日時

2,000
テキスト代 500(別途)

11月26日(月) 15:30 12月5日(水) 10:00 12月10日(月) 10:00

先着順受付中 !



ふれあい館のスマートフォン・パソコン講座 ラインナップ お問合わせ、お申込みは 03-5475-1305

集合講座 あらかじめ開催日程が決まっています。

※ 各講座の時間、回数、料金については、裏面をご覧ください。

個人講座 カリキュラムに沿ったレッスンをご希望の日時に受講できます。

基本操作・文字入力など。パソ
コンが初めての方が対象です。

文字入力の基本を練習します。

基本をがっちりコース講座

パソコン基礎

パソコン

ワードの基礎操作から、図形描
画を取り入れた作品まで。

健康管理表の作成などエクセル
を使いこなす演習を行います。

インターネット活用でライフスタ
イルを変えよう！

「ホームページビルダ」の使い方
を学びます。

※ 上記の他に、デジカメ入門講座、水彩画講座、年賀はがき作成講座もあります。

自由講座 ご希望に合わせて内容、日時を決められます。講師を指名できます。

個人レッスン

講師と1対1でじっくり学べます。

少人数レッスン

ご家族やお友達と一緒に学べます。(最大6名) ※ OSの更新、アプリのインストール、設定、トラブル

解決には技術サポート講座をご利用ください。

訪問レッスン

講師がご自宅にうかがってレッスンを行います。

ご自分の機器を使って分かりやすく学べます。

※ ご夫婦で受講できます。(別料金)

※ グループや法人はお申込みいただけません。

Mac入門

Mac創生の沿革から始め、後半はMacのモニター

をスライドに映して操作、技術の紹介をします。

Macをお持ちの方はスライドを見ながらご自分で

確認もできます。

Mac

技術サポート

持込相談室

ふれあい館にお持ちいただいた機器の設定、

トラブル解決、使い方のレッスンをします。

Macにも対応します。

出張サポート

ご自宅のパソコン、スマートフォン、タブレット、

プリンタ、インターネット接続、無線LANなど、

IT環境全般の設定やトラブル解決をします。

※ グループや法人はお申込みいただけません。

利用環境の整備からトラブル解決まで。

Android入門

Androidスマホの基本全般についてスライドを

使って解説します。

スマホ

パソコン無料体験

これからパソコンを始めたい方、パソコンでどん

なことができるか、一緒に体験してみましょう。

パソコン

年賀はがき作成講座

パソコンを使って2時間で年賀はがきを作ります。

ワードを使ったことのある方であれば簡単にできる機能を使います。

パソコン

《操作実習が中心の講座》 《講義が中心の講座》

スマホ代見直しのススメ

スマホ料金の仕組みや節約のポイント、格安スマ

ホへの変更方法などを解説します。特にスマホの

契約更新時期が近い方は必見です

スマホ

ワード基礎Ⅰ、Ⅱ

タイピング インターネット・メール ホームページ作成

エクセル基礎Ⅰ、Ⅱ

スマホ

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

パソコン

Mac

スマホ

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

パソコン

Mac

スマホ

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

パソコン

Mac

スマホ

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

パソコン

Mac

スマホ

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

パソコン

Mac

スマホ・タブレット個人講座

始めよう! スマートフォン

※ 講座内容やテキストは集合講座と同じです。

スマホ

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

活用しよう! iPhone 始めよう! タブレット

Android入門 LINEを始めましょう LINEを楽しみましょう

スマホ代見直しのススメ

集合講座と同じ内容を、ご希望の日時に
お一人で学べます。講師を指定できます。

始めよう! タブレット

メール、インターネット、カメラ、電子書籍など、

便利で楽しいタブレットの使い方を体験します。

※ iPadをお貸しします。ご自分のiPadを持込めます。

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

活用しよう! iPhone スマホ

iPhoneの代表的なアプリの使い方、アプリ共通

の操作法、アプリのダウンロード方法など、

iPhoneを使いこなすための基本を学びます。

※ ご自分のiPhoneをお持ちください。

スマートフォン体験

スマートフォンを使ったことがない方、スマホの

ある暮しを体験してみませんか。

スマホ

※ iPhoneをお貸しします。

スマホ
LINEを始めましょう ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

LINEアプリのダウンロードから初期設定、登録

からともだち追加の方法のあれこれ教えます。

※ 講義形式ですが、ご自分の機器での設定や登録

のお手伝いをいたします。

スマホ
LINEを楽しみましょう ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

ともだちを追加したらLINEを楽しみましょう。前か

ら使っているという方にも新しい発見があるかも。

始めよう! スマートフォン

ご自分のスマホを使って、電話、地図、カメラ、イ

ンターネット、音声アシスタントなどの操作が学べ

ます。iPhoneとAndroid、どちらも使えます。

スマホ

※ らくらくスマホなどのシニア向け機種では、講座でご

説明する標準的なAndroidとは画面デザインや操作

方法が異なりますので、あらかじめご了承ください。


