
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

先着順受付中 !

《お問合わせ、お申込み》

●始めよう! iPhone(全2回) 6月3日/10日(月)10:00

講座名 受講料 6月の開催日 7月の開催日

始めよう! スマートフォン 1,500 14日(金)10:00、 24日(月)13:30 9日(火)10:00、 31日(水)10:00

始めよう! iPhone(全2回) 3,000 3日(月)/10日(月)10:00 3日(水)/10日(水)10:00

始めよう! らくらくスマホ
(全2回)

3,000 19日(水)/26日(水)10:00 17日(水)/24日(水)10:00

体験しよう! iPhone 1,500 6日(木)13:30 1日(月)13:30

始めよう! iPad 1,500 12日(水)10:00 12日(金)10:00

パソコン無料体験 無料 4日(火)13:30 2日(火)13:30

始めよう! LINE 1,500 18日(火)10:00 29日(月)10:00

極めよう! LINE 1,500 19日(水)13:00 29日(月)13:00

Androidの基礎知識 1,500 24日(月)10:00 26日(金)13:00

始めよう! Mac 1,500 18日(火)13:00 30日(火)10:00

講座名 回数 受講料 ﾃｷｽﾄ代

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
季節のはがき作成

４
４
４
４
２
１

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

1,080
2,160

－
2,160

－
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。
※ 無断欠席や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。

※ 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

● 自由講座(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!

※ 訪問レッスンおよび出張サポートは、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。
※ 訪問レッスンおよび出張サポートは、グループや法人はお申込みいただけません。

● スマホ・タブレット個人講座(1回90分) ● パソコン 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
始めよう! iPhone(全2回)
始めよう! らくらくスマホ(全2回)
始めよう! iPad
始めよう! LINE
極めよう! LINE
Androidの基礎知識
スマホ代見直しのススメ

3,000
6,000
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 6月14日(金)10:00、 6月24日(月)13:30

あなたのスマホでこんなこともできます! 便利な使い方を見つけよう。(集合講座)

※ 開催日が「－」のものは集合講座の開催予定がありません。スマホ・タブレット個人講座でお申込みください。
※ やむを得ない事情により開催日時が変更されたり、開催が中止になる場合があります。

●始めよう! らくらくスマホ(全2回) 6月19日/26日(水)10:00

スマホもパソコンも使い方は人それぞれ。
みなとふれあい館で、あなたならではの使い方を見つけましょう。

講座名 受講料

持込相談室 5,000

出張サポート 5,400

● 技術サポート(1回2時間まで)

質問、疑問、何でもお聞きください。ベテラン講師がお答えします。(1回2時間)

●個人レッスン 4,000円 ●少人数レッスン お一人3,000円 ●訪問レッスン 5,400円

LINE、インスタグラム、地図、予定表、ショッピング、翻訳、株価検索、電子マネーなどテーマは自由。

(価格は全て税込です)

●らくらくスマートフォン体験会(無料) 6月14日(金)13:30

初めてでも操作しやすい! 「らくらくスマートフォン」を体験してみませんか?

● らくらくスマートフォン体験会(1回60分) 受講無料

開催日：6月14日(金)13:30、7月16日(火)10:00



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

※ 各講座の開催日、時間、回数、料金については、裏面をご覧ください。

● 個人講座 テキストに沿ったレッスンをお一人で受講できます。

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。

パソコン 基本をがっちりコース講座

パソコン基礎

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。

※ 上記の他に、季節のはがき作成講座もあります。

● 自由講座 質問、疑問、何でもお聞きください。(1回2時間)

個人レッスン、少人数レッスン

お一人でじっくり、あるいはご家族やお友達と一緒

に楽しく学べます。

※ 少人数レッスンは最大6名です。

講師がご自宅にうかがいます。ご自分の機器を

使って分かりやすく学べます。

※ ご夫婦に限り同時受講できます。(別料金)

● 技術サポート

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。

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。

利用環境の整備からトラブル解決まで。(1回2時間まで)

《操作実習が中心の講座》

《講義が中心の講座》

ワード基礎Ⅰ、Ⅱ エクセル基礎Ⅰ、Ⅱ

スマホ・タブレット個人講座

始めよう! iPhone 極めよう! LINE

集合講座の内容をベースに、ご希望に応じて自由に内容を拡張できます。

基本

基本

定員4～6名の少人数制。みんなで楽しく学べます。

．
これからスマホを持ちたいとお考えの方。世代を

超えて人気のスマホ、iPhoneを使って、スマホの

ある暮しを体験してみませんか。

※ iPhoneをお貸しします。

体験しよう! iPhone

始めよう! スマートフォン

ご自分のスマホを使って、電話、日本語の入力、

インターネット、カメラ、音声アシスタントなどの基

本操作が学べます。

※ iPhoneとAndroidのどちらも使えます。

基本

iPhoneをお持ちの方のための2週連続の講座。

「始めよう! スマートフォン」の内容に加えて、

iPhone固有の機能やアプリのインストール方法

なども学べます。

始めよう! iPhone 基本

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iPadの使い方を体験します。

※ iPadをお貸しします。ご自分のiPadも持込めます。

始めよう! iPad 基本

Androidのスマホやタブレットならではの機能や

使い方について解説します。(★)

Androidの基礎知識 基本

★印の講座では、ご自分の機器をお持ちいただけば設定

や登録のお手伝いをいたします。

LINEアプリのダウンロード、初期設定、ともだち

追加、基本機能のあれこれが学べます。(★)

始めよう! LINE 基本

LINEを楽しむ秘訣を知ろう。前から使っていると

いう方にも新しい発見があるかも。(★)

極めよう! LINE 応用

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。

パソコン無料体験

Mac創生の沿革から始まり、投影される画面を見

ながら操作や技術が学べます。Macをお持ちの方

はご自分の機器で確認することもできます。

始めよう! Mac 基本

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。

スマホ代見直しのススメ 応用

まだ使ったことがない方

対象者の目安

機器をお持ちで、
基本を学びたい方

基本レベルの知識や
使い方をご存じの方基本 応用

講師とマンツーマンでWindows10パソコンとMS Officeの基本的な使い方がマスターできます。

訪問レッスン

※スマートフォン(iPhone、Android、らくらくスマホ)、タブレット(iPad、Android)、Windows、Macに対応いたします。
※ 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をご利用ください。

持込相談室 出張サポート

らくらくスマートフォン体験会 (無料)

初めての方でも迷わず操作できるように、見やすさや操作のしやすさに

こだわって作られたドコモ「らくらくスマートフォンme」を体験します。

※ まだスマートフォンをお持ちでない方や、らくらくスマートフォンへの

買換えをお考えの方が対象です。

スマホ料金の一般的な解説に加えて、
お一人お一人の使い方に合わせた
節約方法をご提案します。

始めよう! スマートフォン

始めよう! iPad

始めよう! LINE

Androidの基礎知識

※ グループや法人はご利用になれません。

電話やメールなどの基本操作、写真の撮り方、

インターネット検索、地図、アプリの追加方法な

ど、使いこなしのコツを学ぶ2週連続の講座です。

始めよう! らくらくスマホ 基本

始めよう! らくらくスマホ

スマホ代見直しのススメ


