
平成２９年４月１０日作成 
 

平成２９年度 事業計画実施スケジュール 
 

実施時期 事業名 実施日 事業内容 募集人員 
４月～Ｈ３

０年３月末 

健康福祉ネットかまがや

HP 委託事業 

H28 年 4 月１日～H29 年 3 月 31

日 

市の委託「健康ふくしネットかまがや」サイトの運営・管

理 

３名程 

４月下旬 決算理事会 ４月２３日（日）PM1:00-3:00 H28 年度事業活動報告と H29 年度事業計画の理事会審議、

H28 年度の副理事長の任期途中辞任に伴う理事欠員補充及

び役員改選に伴う新役員体制の決議 

 

４月中旬 ロボット工作研究グルー

プ活動【新規事業】 

毎月１回～隔月毎 アドバンスⅤ修了者を対象とした、ロボット工作研究活動 １０名程 

５月中旬 ロボット工作教室 説明

会＆デモ 

５月１日市報掲載 

５月１３日（土）PM4:00～6:00

合同説明会 

入門コース、アドバンスコースⅠ・Ⅱ・Ⅲ、プログラム学

習コースの説明会及びロボット走行デモ 

当日参加申し込み受付（中央公民館学習室） 

１２名 

５月下旬 総会 ５月２８日（日）PM1:00-3:00 中央公民館 H２９年度 KAIS 総会  

H28 年度の副理事長の任期途中辞任に伴う理事欠員補充及

び役員改選に伴う新役員体制の決議 

 

５月下旬 定例会 ５月２８日（日）総会後実施 会員相互の交流・意見交換 サイゼリヤ（イトーヨーカ堂

鎌ケ谷店） 

１０名 

５月下旬～ ロボット工作教室（入門

コース） 

5 月 21 日、6月 3日・10 日、予

備日 18 日 

中央公民館またはまなびぃプラザ 

各２Ｈ Arduino キットを使ったプログラム実験 

５～１２名小

学４年生以上

～成人 

6 月中旬 

 

ロボット工作教室「アド

バンスⅠコース」 

6 月 25 日、7 月 1日・１6日・

23 日 

「８の字型ロボットの組み立て」中央公民館 

「アドバンスⅠコース」ドライバー用 IC は共通 

５～１２名 

６月中旬～ 

 

PC 初級講座（前期） 6 月 11 日・18 日・25 日、7月 9

日・16 日・30 日 

「１から始めるＰＣ講座」①パソコン入力・操作の仕方②

インターネット入門 ③インターネット入門（Ⅱ） ④

電子メールの使い方 ⑤ＷＯＲＤ入門 ⑥EXCEL 入門な

１５名 



ど 全６回 まなびぃプラザ 

７月下旬～ 

  

子どもロボット工作教室

「アドバンスⅡコース」 

7 月 30 日、8 月 12 日・20 日予

備日１日予定 

「迷路探査ロボットの製作」中央公民館 

「アドバンスⅠコース」で作ったロボットを改造して「迷

路探査ロボット」を作る 

５～１０名 

７月下旬～ 子どもロボット工作教室

「プログラム学習講座」

（夏休み集中講座） 

7 月 29 日、8月 6日・13 日・19

日・26 日、9月 2日 

子供達がロボットを動かすプログラムの仕組みを学ぶ講

座（プログラムの基本説明、フローチャートの活用、ＬＥ

Ｄを使った点滅実験、モーター回転制御の実験など）＊対

象＝前回までに「入門編」から「アドバンスコースⅠ」ま

でを終えた受講者の方 

５名 

7 月～９月 有料の健康体操講座 

（ゆる体操・指圧講座の

組み合わせ）各３回程 

【新規事業】 

５００円／回 

開催日未定 

公民館・コミセンなどへポスタ

ー募集 

シニアライフ講座でも健康に関する関心が高く、有料でも

参加する可能性が高いため、今年度実施 

開催日は未定 

＊募集定員が５人以下の場合は開催中止予定 

１０名程 

４月以降～ ロボット工作研究グルー

プ 

毎月１回又は隔月１回開催 KAIS に新規入会され、ロボット工作研修を希望される方向

けの工作教室（テーマは別途打合せ） 

９名 

9 月上旬～ 

  

子どもロボット工作教室

「アドバンスⅢコース」 

8 月 27 日、9月 9日・17 日 予

備日 1日予定 

ロボットの改造とプログラム切り替えにより、８の字用と

迷路探査用に動作。３輪車型ロボット用手作りジョイステ

ィク型リモコンの制作。ロボットをリモコン操縦も出来る

様にする。 

５～１０名 

9 月～11 月 デジタルカメラ講座 全６回 11 月中旬ごろ野外撮

影会、1月中旬以降～1 週間（き

らり市民会館 写真展示） 

9 月３回、１０月３回 全５回 １１月野外撮影会 1回 

毎水曜日 

中央公民館 

１５名 

９月～11 月 子どもロボット工作教室

「アドバンスⅣコース」

＝10 月初旬から 

「アドバンスⅤコース」 

＝11 月初旬から 

＊昨年度アドバンスⅢ修

開催日未定：１１月中旬以降 

アドバンスⅣ＝9 月 30 日、10

月 17 日・14 日・22 日（全 4 回）

アドバンスⅤ＝10 月 29 日、11

月 4日・11 日・19 日（全４回） 

 

キャタピラ型ロボットの製作とジョイスティック型リモ

コンで操縦できるロボット。 

アドバンスⅤは、アドバンスⅣを改造して、障害物を開始

しながら走行するロボットに改造する。 

５～１２名 



了者対象 

12月～H30年

3 月 

第３回「シニアライフを

楽しむ集い」 

１２月より 開催日未定 

全６～８回開催予定 

有料：２００円／回 

① 頭や手先を使う講座 ②健康体操と指圧体験講座 ③

その他（実施内容は別途検討） 

１０～１５名

程度 

H30 年１月～ PC 初級講座（後期）応用

編 

１月３回、２月３回（全６回） ① EXCEL 応用編（２回）②WORD 応用編（２回）③デジタ

ル写真加工（１回）④動画編集（１） まなびぃプラ

ザ 

１５名 

H30 年１月～

2 月 

料理教室 1 回 東初富公民館 有料 レピーターの方をメインにした料理講座 １６名程 

H30 年１月～

2 月 

親子で学ぶ護身術 

【新規事業】 

親子５組 ５回程度（和室） 柔術指南者による指導 ５組１０名 

 


