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令和４年８月１９日 

 

高齢者等スマートフォン利活用支援講座の申込受付を開始！ 
 
 

 デジタル機器に不慣れな高齢者等をサポートするため、６月定例会議で当初予算の範囲を

大幅に拡充して予算を確保した高齢者等スマートフォン利活用支援講座の申込受付を開始

します。 

記 

 

１．受付開始／８月２５日（木）午前９時～ 

２．申込方法／オンライン申込 または 

コールセンターに電話申込 

   

※できるだけ、オンラインでお申し込みください。 

               

３．事業概要 

市内に店舗のある携帯キャリアのスタッフが講師、大学生やシニアＩＣＴサポーターが

サポーターとなって３つの講座を実施。 

  

 

 

 

①入門体験講座／全８０回中、今回は５３回 

スマートフォンの電源のＯＮ・ＯＦＦや画面操作など基本操作等を学ぶ講座を１６学習 

センターで実施。９月号市政だより配布に合わせて班回覧チラシにより周知。 

 

②電子町内会支援講座（３１町内会）／全４５回中、今回は３７回 

スマートフォンを使ったメールアドレスの登録やメールの作成・送受信を学ぶ講座を、 

電子町内会の最寄りの学習センターで実施。参加町内会にメールで周知。 

 

③シニアICTサポーター育成講座／全１５回 

ＬＩＮＥの友だち登録の仕方、設定等を学ぶ講座を「ふくふる」のほか、清水・北信・ 

飯坂・松川・信夫・吾妻の学習センターで実施。 

 

※なお、全ての講座で市のデジタル行政サービスの利用方法などもサポート 

  ○市公式ＬＩＮＥアカウント ○市民通報システム ○市公式防災アプリ 

  ○ふくしま健民アプリ ○ももりんシェアサイクル専用アプリ 

 

４．その他 

〇大学生サポーターを募集しています。 

申込先／株式会社マクサムコミュニケーションズ（講座実施委託業者） 

ＴＥＬ：０１２０－５５０－９３６ 

オンライン申込 
コールセンター 

080-8603-5544 
080-8603-5545 
080-8603-5546 

◆今回は、下記①と②の９月～１２月実施分の申込受付を開始するものです。 

下記①と②の令和５年１月～２月実施分と③は、１１月頃より申込受付を開始します。 



 

①入門体験講座 ５３回   開催時間／全て午後１時３０分～３時 

各支所を通じて９月号市政だより配布に合わせて班回覧チラシで周知 

 
 

②電子町内会支援講座 ３７回   開催時間／全て午後１時３０分～３時 

電子町内会にメールで周知 

 
 

 

 
 

 

会場 会場 会場

26日 (月) 蓬莱学習センター 1日 (火) 松川学習センター 1日 (木) 松川学習センター

27日 (火) 中央学習センター 2日 (水) 清水学習センター 2日 (金) 信陵学習センター

28日 (水) 三河台学習センター 4日 (金) 渡利学習センター 3日 (土) 蓬莱学習センター

29日 (木) 渡利学習センター 7日 (月) 吉井田学習センター 4日 (日) 中央学習センター

30日 (金) 杉妻学習センター 8日 (火) 飯野学習センター 5日 (月) 吉井田学習センター

1日 (土) 中央学習センター 9日 (水) もちずり学習センター 6日 (火) 北信学習センター

3日 (月) もちずり学習センター 11日 (金) 杉妻学習センター 7日 (水) 飯坂学習センター

4日 (火) 清水学習センター 15日 (火) 吾妻学習センター 10日 (土) 信夫学習センター

5日 (水) 飯坂学習センター 21日 (月) 信陵学習センター 11日 (日) 西学習センター

11日 (火) 渡利学習センター 22日 (火) 西学習センター 13日 (火) 渡利学習センター

13日 (木) 蓬莱学習センター 24日 (木) 三河台学習センター 14日 (水) もちずり学習センター

15日 (土) 吾妻学習センター 25日 (金) 信夫学習センター 17日 (土) 吾妻学習センター

17日 (月) 吉井田学習センター 26日 (土) 蓬莱学習センター 18日 (日) 杉妻学習センター

18日 (火) 飯野学習センター 28日 (月) 中央学習センター 25日 (日) 清水学習センター

19日 (水) 松川学習センター 29日 (火) 北信学習センター 26日 (月) 三河台学習センター

21日 (金) 信陵学習センター 30日 (水) 飯坂学習センター 27日 (火) 飯野学習センター

23日 (日) 西学習センター

25日 (火) 北信学習センター

27日 (木) 三河台学習センター

29日 (土) 信夫学習センター

31日 (月) 杉妻学習センター

日時日時 日時

9月
（５回）

10月
（１６回）

11月
（１６回）

12月
（１６回）

会場 会場 会場

2日 (日) 清水学習センター 5日 (土) 清水学習センター 8日 (木) 吉井田学習センター

6日 (木) 中央学習センター 6日 (日) 清水学習センター 9日 (金) 飯坂学習センター

7日 (金) 中央学習センター 10日 (木) もちずり学習センター 12日 (月) 信陵学習センター

8日 (土) 蓬莱学習センター 12日 (土) 清水学習センター 15日 (木) 北信学習センター

9日 (日) 蓬莱学習センター 13日 (日) 清水学習センター 16日 (金) 飯坂学習センター

12日 (水) 中央学習センター 14日 (月) もちずり学習センター 19日 (月) 北信学習センター

14日 (金) 中央学習センター 16日 (水) もちずり学習センター 20日 (火) 北信学習センター

16日 (日) 清水学習センター 17日 (木) もちずり学習センター 21日 (水) 飯坂学習センター

20日 (木) 中央学習センター 18日 (金) 清水学習センター 22日 (木) 吉井田学習センター

22日 (土) 中央学習センター 19日 (土) 清水学習センター 23日 (金) 飯坂学習センター

24日 (月) 中央学習センター 20日 (日) 清水学習センター 24日 (土) 西学習センター

26日 (水) 中央学習センター 27日 (日) 清水学習センター

28日 (金) 渡利学習センター

30日 (日) 渡利学習センター

日時 日時 日時

10月
（１４回）

11月
（１２回）

12月
（１１回）

担当：デジタル推進課 デジタル推進係 

   課長 目黒 係長 菅野 

   電話024-572-3943（直通） 


