
〒825-0018 田川市番田町2-1 たがわ情報センター

ご協力のお願い

やむを得ず、日程を変更する場合があります。ご了承ください。
最新の日程の確認は、ホームページまたは当センターへご連絡ください。

定　員：10名　　受講料：3,300円（税込）＋テキスト代220円（税込）
時　間：　 10：00～16：00【全5時間】※12：00～13：00までは休憩
　　　　　 18：30～21：00×2回【2日間で全5時間】
パソコン環境：Windows10、Office2016

定期

基本操作コース
ワードを使おう

1月～3月

パソコン講座

＊ 講座のキャンセルは各講座5日前までにお願いします。5日前を過ぎ
てのキャンセルはキャンセル料1,500円を申し受けます。

＊ 各コースともに定員になり次第キャンセル待ちでの受付となります。
＊ 講座を欠席されても受講料はお返しできませんのでご了承下さい。

＊ 受講者が一定数に満たない場合は開講されないことがあります。
＊ 当センターのパソコンを使用します。（パソコン持込不可）
＊ 申込時にいただいた個人情報は出席確認連絡等の講座に関する業
務のみに使用いたします。

パソコン講座について

書式設定や文書の保存・印刷など、ワードの基
本操作を学びます。

3
図・装飾コース

ワードを使おう

ワードアートや画像の挿入など、図形やページ罫
線を利用した表現力豊かな文書を作成します。

4

基本操作コース
エクセルを使おう

セルへの文字入力や書式設定、表の作成など、
エクセルの基本操作を学びます。

6

表・書式コース
ワードを使おう

フリガナ、囲い文字等の書式設定や表を利用し、
わかりやすい文書を作成します。

5

関数・グラフコース
エクセルを使おう

簡単な数式を使った表の作成、円グラフや棒グ
ラフの作成、グラフの書式設定などを学んでい
きます。

7

対象者：パソコンを始めようという方や
操作に自信のない方等

日　程：　　 1月23日（土）
　　 1月19日（火）・20日（水）

はじめてコース
パソコンを使おう

パソコンの起動、終了方法やマウスの操作、
文字入力について学びます。

1

関数・データベースコース
エクセルを使おう

並べ替え、条件での抽出等のデータ活用や、IF
関数、絶対参照等、数式の活用方法を学んでい
きます。

8

対象者：文字入力に自信のない方や
文字入力の練習をしたい方等

日　程：　　 1月30日（土）
　　 1月26日（火）・27日（水）

文字入力コース
パソコンを使おう

ローマ字での日本語入力、英数・記号入力の方
法や変換などを学び、自分のペースで入力練
習や課題を進めていきます。

2

！ http://joho-tagawa.jp
▼たがわ情報センターのホームページはこちら

職員のマスク着用・消毒液の設置・館内の換気等の対策を実施しております。
来館・講座受講の際はマスク着用のご協力をお願いいたします。
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対象者：ワードの基本的な操作が　　　
出来る方

日　程：　　 2月 13日（土）
　　 2月 9日（火）・10日（水）

対象者：ワードの基本的な操作が　　　
出来る方

日　程：　　 2月20日（土）
　　 2月16日（火）・17日（水）

昼
夜

対象者：パソコン操作、文字入力が　　
一通り出来る方

日　程：　　 2月 6日（土）
　　 2月 2日（火）・ 3日（水）
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対象者：エクセルの基本的な操作が　　
出来る方

日　程：　　 3月13日（土）
　　 3月 9日（火）・10日（水）

対象者：SUM 等の簡単な関数と数式が
使える方

日　程：　　 3月20日（土・祝）
　　 3月16日（火）・17日（水）

昼
夜

対象者：パソコン操作、文字入力が　　
一通り出来る方

日　程：　　 3月 6日（土）
　　 3月 2日（火）・ 3日（水）
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お電話または当センターへの来館に
て、ご希望の講座にお申込みいただ
きます。

1

各講座開催日の5日前に、当セン
ターからお申込みの講座について最
終連絡をいたします。

2

講座当日、受付にて受講料とテキス
ト代をお支払いいただき、受講開始
となります。

3

受講までの流れ

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

年末年始休館日

12月29日（火）
  〜1月 3日（日）

Vol.96

2021
21,

0947-49-3220
受付時間：9時～19時

裏面もご覧ください
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〒825-0018 田川市番田町2-1 たがわ情報センター

0947-49-3220
受付時間：9時～19時

たがわ情報センターだより Vol.96 2021.1-2

たがわ情報センターってどんなところ？
たがわ情報センターで利用できるサービスをご案内いたします。

Wi-Fi・パソコン・タブレットの館内無料貸し出し 利用時間：9時～19時1

研修室・会議室の貸し出し 利用時間：9時～21時2

様 な々講座や資格試験の実施3

持ち込みパソコンやタブレット等の端末を、無料で
Wi-Fiに接続いただけます。また、パソコンとタブ
レットを無料で貸し出しております。（館内利用のみ）

注 意 事 項利用までの流れ
当センター受付で必要事項を受付簿に記入し、Wi-Fi接続情
報とご利用ガイドを受け取ります。

1.

ご利用ガイドに従って持込端末や貸出端末で設定を行い、イ
ンターネットに接続します。※利用規約の同意が必要です。

2.

1.混雑時は1時間のご利用で交代となります。
2.指定された場所でのみご利用頂けます。（貸し出し用のパソコン・タブレット
にはセキュリティワイヤーを取り付けております。）
3.インターネット接続が困難な場合はスタッフがサポートしますが、端末の操
作方法に関してはサポートできません。
4.セキュリティ上、インターネット及び端末の一部機能に利用制限をかけてお
ります。
5.プリンター等による印刷サービスは行っておりません。
6.ロビーでの飲食は可能ですが、貸し出し端末利用時は飲食禁止です。

ご利用終了後、Wi-Fi接続情報とご利用ガイドを受付に返却
します。

3.

iPad
Retinaディスプレイモデル
7.9インチ　ブラウザ：Safari

タブレット

2台

※サービス内容が変更される場合がございます。

Windows10
Office2016
（Word・Excel・PowerPoint）
ブラウザ：Microsoft Edge、
　　　　 Google Chrome

パソコン2台

大型プロジェクター・パソコンを完備した、研修室と会議
室を有料で貸し出しております。また、研修室と会議室の
仕切りを外して1部屋として利用することもできます。
（料金は2部屋分となります）

・演台…1台　・机…13台
・椅子…26脚
・ホワイトボード…1台

◆ 施設概要 ※時間単位でのご利用となります。
※研修室・会議室ともに同じ仕様です。

施設使用料 1室1時間につき 1,100円（税込）

冷暖房費 1室1時間につき 550円（税込）

面積 1室 72㎡ 収容人数 24名程度

無料
備品

有料
備品

・パソコン　　　・マイク
・プロジェクター
※有料備品の金額はホームページにて
　ご確認ください。

＊

＊新型コロナウイルス感染症予防対策として収容人数を15名程度とさせて頂いております。

利用までの流れ

2. 仮予約後、「たがわ情報センター施設利用許可申請書」に必要事項
を記入いただき、ご利用前日までにFAXまたは当センターへの来館
にてご提出ください。また、施設・備品等の利用料は、ご利用前日ま
でに来館にてお納めいただきます。

3. ご利用当日、予約の時間までに当センター受付までお越しください。

1. お電話や当センターへの来館にて、利用希望日時の施設の空き状
況をお問い合わせください。
ご希望に沿えば、連絡先や利用人数などの必要事項をお知らせい
ただき、仮予約として受け付けます。

※ご不明な点はお電話にてお尋ねください

初心者から受講できるWord・Excelなどのパソコン講座や、専門的な知識を学ぶCAD講座や
簿記講座など、一般市民向けの様々な講座を開催しております。また、マイクロソフトオフィス
スペシャリスト（MOS）などのパソコンを利用した試験の公式試験会場にもなっております。

◆ 受験可能な資格試験

申込締切日までに来館いただき、申込書の記入と受験料のお支払いをお願いします。2.
初めて受験される方は受験者IDの取得が必要ですので、試験前日までにご自身でご登録ください。3.
試験当日、登録済みの受験者ID・パスワードの控えと顔写真付きの身分証明書を忘れずに
お持ちの上、当センター受付までお越しください。

4.

マイクロソフトオフィス
スペシャリスト（MOS）2016
コンタクトセンター検定試験
リユース検定

お電話またはメールにて、受験希望試験の空き状況をお問い合わせください。1.

※各試験の内容や実施スケジュールは当セ
　ンターのホームページにてご確認いただ
　けます。

ご協力のお願い 職員のマスク着用・消毒液の設置・館内の換気等の対策を実施しております。
来館・講座受講の際はマスク着用のご協力をお願いいたします。

受験までの流れ

※たがわ情報センター施設利用許可申請書は、当センターの
　ホームページにてダウンロードできます。


