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沿革 

平成１３年 

４月 任意団体“スキルアップサービス”を結成 

 ５月～７月  第２期県ＩＴ講習へ無償サポートとして参加   

 ７月～ 女性・高齢者を対象に自主講座を開催   

 ８月～翌年２月 第３期県ＩＴ講習へ講師として参加 

 ９月～１０月 小学校の情報教育支援開始 

１１月 ブロードバンドＪＣＯＭの取次店契約 

平成１４年 

 ２月～ デジカメ入門講座受託開始 

２月～ 企業のパソコン講座受託 

４月～ 公民館等で開催のパソコン講座に講師として参加 

 ４月 小学校３校 情報化教育が正課となり支援開始 

１２月 特定非営利活動法人として認証 

平成１５年 

１月１５日 「特定非営利活動法人 スキルアップサービス」設立 

4 月～ 小学校情報教育支援 5 校に増える 

１０月 夜宮まつりに｢パソコンで遊ぼうコーナー｣参加 

１１月～ 戸畑区 A パソコンクラブ支援開始 

１２月 リユースパソコンを寄贈される 

平成１６年 

１月～ 戸畑区Ｂパソコンクラブ支援開始 

４月 戸畑こどもまつり ６月戸畑菖蒲まつりに参加 

 夜宮青少年センターパソコン入門講座受託 

１０月～ 教育委員会パソコン市民講座７講座を受託 

１２月～ ｢とばた工芸舎パソコン講座｣支援開始 

平成１７年 

 ２月～ 小倉南区Ａパソコンクラブ支援開始 

 ４月～ 自主講座９講座開催。新聞記事に掲載され受講者が順

調 

  に集まる 

 ７月～ 北九州市立視聴覚センター｢デジカメ講座｣４講座受託 

９月～ 「鞘谷子供とお年寄りコミュニティ講座」受託、運営 

１１月 「塔野家庭教育学級」受託、運営 

平成１８年 

 ３月～ 「デジカメ編集講座」を開始 

４月～ 自主講座１２講座を開催 

 ４月～ ｢とばた工芸舎パソコン講座｣運営を受託 

５月～ 日本ウェルネススポーツ専門学校｢ワード３級｣資格 
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取得講座受託 

 １１月～  八幡西Ａパソコンクラブ支援開始 
 平成１９年 

 ４月～３月 自主講座１２講座を開催 

４月  小倉南区Ｂパソコンクラブ支援開始 

６月  北九州市立視聴覚センター｢デジカメ講座｣受託 

７月  若松区Ａパソコンクラブ支援開始 

８月     第1回北九州イーパーツリユースパソコン寄贈事業 

市民活動団体２９団体に５３台寄贈 

１２月  セキュリティ講座開催（NPO-IT推進協議会協賛） 

 平成２０年 

 ４月～３月 自主講座１３講座を開催 

５月  パソコン分解講座実施 講師NPO法人イーパーツ 

１０月  第２回北九州イーパーツリユースパソコン寄贈事業 

    子育て・青少年健全育成支援の１７団体に２９台寄贈 

平成２１年 

   ４月～３月  自主講座１１講座を開催 

      ４月～３月  九州動物学院パソコン講座受託開始 

  １０月            第３回北九州イーパーツリユースパソコン寄贈事業 

          市民活動団体１１団体に２２台寄贈 

   １１月     SPREAD(セキュリティ対策推進協議会)サポータ 

試験に19名合格(北九州地区協働団体となる) 

 平成２２年 

    ４月～３月  自主講座１１講座を開講 

    ４月～３月  パソコンクラブ１０ケ所継続指導 

 平成２３年 

    １月     SPREADセキュリティサポーター検定講座２６名 

合格 

    ３月     SPREADセキュリティマイスター養成講座１２名 

受講し全員認定 

４月～３月  自主講座１１講座を開講 

    ４月～３月  パソコンクラブ１０ケ所継続指導 

    ６月～  小倉南区Ｃ市民センターパソコン入門講座受託開始 

        １０月 市民活動サポートセンターにて活動内容発表 

    １１月 ハロカフェ（北九州市立大学）パソコン教室支援 
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 平成２４年 

    ３月 インターネット安全教室開催 

   ４月～３月 自主講座１０講座を開講 

   ４月～３月 パソコンクラブ継続指導１２ケ所に増える 

   ９月～１１月 シニア向けITリーダー養成講座開催 

 平成２５年 

   ５月～２月 自主講座１０講座開催‐Win8、Office2013 

   ７月～3月 北九州市NPO 公益活動支援事業補助により市内７区

１４市民センターで「インターネット安全教室」開催 

   ９月～１０月 コラボラキャンパスネットワークとの共催で北九州市

立大学地域創生学群学生との共同企画による「パソコ

ン入門講座」開催 

平成２６年 

   １月～    パソコンクラブ継続指導１３ケ所に増える 

   ２月     SPREAD情報セキュリティ指導者育成講習実施 

   ４月     戸畑区子ども祭りでScratchテスト披露 

   ５月～２月  自主講座１１講座開催 

   ６月     新日鉄住金エンジニアリング㈱よりパソコン寄贈 

   ７月～    パソコンクラブ継続指導１５ケ所に増える 

平成２7年 

   １月     インターネット安全教室２市民センターで開催 

５月～２月  自主講座が北九州市の後援となり８講座開催 

１０月    インターネット安全教室‐北九州市立大学 

１１月    インターネット安全教室‐周望学舎 

１１月～１２月 北九州国際交流協会パソコン講座（小倉・黒崎） 

平成２８年 

  １月     JNSAより特別表彰授賞 

  ２月     インターネット安全教室‐穴生学舎、松ヶ江南市民センター 

  ４月     北九州市立大学学長とのコラボラ調印式出席 

  ５月～３月  自主講座９講座開催 

  ５月     インターネット安全教室‐周望学舎 

  ７月～    パソコンクラブ継続指導１６ケ所に増える 

  ７月～２月  パソコン講座受託-１１講座２６２時間     

  １１月    北九州市｢まなびネットひまわり｣に登録 

  １２月    北九州市｢住むなら北九州！｣応援団体に登録 
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平成２９年 

  １月～１２月  インターネット安全教室‐穴生学舎、いきがい活動ステー 

            ション、北九大、田ノ浦市民センター 

  ４月～    パソコンクラブ継続指導１８ケ所に増える 

４月     北九州市立大学学長とのコラボラ調印式出席 

  ４月     戸畑区子どもまつり「パソコンコーナー」参加 

５月～１２月 年長者研修大学校穴生学舎「インターネット入門講座」 

「フォトレタッチ講座」「デジカメ講座」受託 

   ６月～３０年３月 徳力地域交流センター「シニアのためのワード・エクセ

ル講座」「ワード・エクセルビジネス実践講座」「仕事に

使えるエクセル関数講座」受託 

  ８月～９月  北九州市環境局職員パソコン講座受託 

  １０月    夜宮まつり,コラボラ観月会「パソコンコーナー」参加     

  １０月    第４回ITリーダー養成講座開催 

   １１月    JNSAインターネット安全教室講師トレーニング開催 

   １２月   子どものためのインターネット安全教室開催 

平成 ３０ 年   

  １ 月～１２ 月 インターネット安全教室・穴生学舎・北九大     

４ 月～     パソコンクラブ １９ か所     

４ 月      戸畑区子どもまつり「パソコンコーナー」参加     

５ 月～１２ 月  年長者研修大学校穴生学舎「インターネット入門講座」 

「フォトレタッチ 講座」「デジカメ講座」「動画編集講座」 

受託  

 ５月～８月   徳力地域交流センター 「シニアのためのワード＆エクセ

ル基礎講座」受託   

７月        北九州市立大学学生による 「子どものインターネッ

ト 

安全教室」共催   

８月        「夏休み小学生 Scratch 教室」（１年～４年生）   

８月        パソコンクラブ 21 か所 

１０月       夜宮まつり 

１１月       コラボラ観月会 

          八幡東区慈光寺パソコンクラブ開始 

１２月           大人のプログラミング(スクラッチ入門)講座 
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平成３１年 

２月     JNSA全国連絡会議出席 

３月     パソコン版 LINE講座開催 

          「春休み小学生 Scratch入門講座」(3年生～6年生) 

４月      コラボラ連携協定調印式 

Windows１０講座開催 

        戸畑区子どもまつり 

５月～2月  年長者研修大学校穴生学舎「デジタルカメラ活用講座」 

「脳トレ！おとなのプログラミング入門講座」「デジカ 

メ・スマホの写真・動画で DVD作成講座」「フォトレタッ 

チー写真の加工・合成講座」「インターネット入門・活用 

講座」受託 

７月～２月  徳力地域交流センター「シニアのためのワード＆エクセ 

ル基礎・応用講座」「仕事で使えるエクセル関数講座」受託 

 

 



令和元年 

  4 月      理事会を始めて ZOOM オンラインで開催 

  4 月      戸畑高等技術専門校を総会、勉強会で利用開始 

  5 月～12 月 北九州市公益活動補助金事業のための市内全市民セ 

ンター2 人 1 組でヒアリング 

7 月      Small Basic 勉強会開始 

7 月      サザンコラボラ小倉南区活動

サポート（小倉南生涯学習センター） 

  8 月～11 月 NPO 公益活動補助金事業開

始「小森江東」「若園」～ 

12 月     ひびきの小学校 6 年生用パソ

コン 200 台に Beauto 

Builder R インストール 

令和２年 

 ４月～     コロナ緊急事態宣言 

3 月～4 月   北九州市 NPO 公益活

動補助金事業実施ＰＲのため、市民文化スポーツ

局を通じてメール配信 2 回 

 4 月      当初講座目標 7 区×2 か所=14 か所が 28 か所に 

なった 

 4 月      勉強会テーマ 

に「Google」採用 

 9 月      勉強会テーマ 

に「スマホ」採用 

 

令和 3 年 

1 月～3 月   委任講座  

徳力地域交流センター「仕事で役立つパソコン初 

級」「仕事で使えるエクセル関数」「スマホ初級 

iPhone 編・Android 編」 

穴生学舎「デジタルカメラ（一眼レフ含む）イン 



ターネット活用」「パソコン活用の困りごと基礎 

編」「IT リーダー養成講座] 

北九州市立大学「IT リーダー養成講座] 

長行市民センター「Scratch 入門講座」 

令和 4 年 

 4 月     新代表に冷水智恵子選出 

 ５月～    受託講座 

徳力地域交流センター「仕事で役立つパソコン初 

級」「仕事で使えるエクセル関数」「シニアのための 

ワード＆エクセル基礎＆応用」「スマホ初級」 

穴生学舎「デジタルカメラ（一眼レフ含む）活用」 

「インターネット活用」「パソコン活用の困りごと 

基礎編」 

北九州市立大学「IT リーダー養成講座] 

長行市民センター「Scratch 入門講座」 


