３月
月

火

水

木

金

土

日

1日
１０：３０～１１：３０
１１：３０～１２：３０
１３：３０～１４：３０

何度でも無料でご参加いただけます！！！
何度でも無料でご参加いただけます!!

１４：３０～１５：３０

【入門編】アカウント

【体験編】災害対策
【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？）

【体験編】災害対策

2日

3日

4日

【応用編】アプリ 【基本編】カメラ

１０：３０～１１：３０

【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ）

１１：３０～１２：３０

【応用編】マップ 【入門編】基本動作

１３：３０～１４：３０

【基本編】電話 【体験編】らくらくスマートフォン 【入門編】アカウント

5日

6日

【入門編】インターネット 【ＬＩＮＥ】実践（通話）

7日

8日

【基本編】電話 【応用編】アプリ

【応用編】ラジオ・音楽 【応用編】ｄポイント 【入門編】アカウント

【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ）

【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ） 【体験編】らくらくスマートフォン

【応用編】マップ

【入門編】インターネット

１４：３０～１５：３０ 【入門編】インターネット 【ＬＩＮＥ】実践（通話） 【活用編】健康管理 【基本編】メール 【入門編】基本動作

【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？）

【基本編】カメラ

14日

15日

9日

10日

１０：３０～１１：３０ 【入門編】基本動作
１１：３０～１２：３０ 【基本編】メール
１３：３０～１４：３０ 【ＬＩＮＥ】実践（通話）

１０：３０～１１：３０

11日
【体験編】らくらくスマートフォン

定休日

１４：３０～１５：３０ 【活用編】健康管理

16日

【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？）

17日

12日

【応用編】ｄポイント 【ＬＩＮＥ】実践（通話） 【入門編】アカウント

【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ）

【基本編】カメラ 【応用編】アプリ

【体験編】災害対策

【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？） 【入門編】インターネット

【応用編】ラジオ・音楽

【基本編】電話

【入門編】アカウント

【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ）

18日

19日

20日

21日

22日

【ＬＩＮＥ】実践（通話）

【体験編】らくらくスマートフォン

【基本編】カメラ

【入門編】基本動作

【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ）

【応用編】ラジオ・音楽

【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？） 【入門編】インターネット

【基本編】メール

【応用編】アプリ 【活用編】健康管理

【ＬＩＮＥ】実践（通話）

【基本編】電話 【応用編】ラジオ・音楽 【入門編】インターネット
【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？）

１３：３０～１４：３０ 【ＬＩＮＥ】実践（通話）

【基本編】カメラ 【応用編】ｄポイント 【基本編】電話

１４：３０～１５：３０ 【活用編】健康管理 【入門編】アカウント

【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ）

【入門編】基本動作

23日

25日

26日

【応用編】マップ 【基本編】メール 【活用編】健康管理

１０：３０～１１：３０

【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？）

１１：３０～１２：３０

【基本編】電話 【入門編】インターネット

１３：３０～１４：３０ 【応用編】ｄポイント
１４：３０～１５：３０ 【入門編】アカウント

30日

【入門編】基本動作 【基本編】メール 【入門編】インターネット
【応用編】マップ 【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？） 【体験編】災害対策

【基本編】メール 【応用編】マップ 【入門編】アカウント

１１：３０～１２：３０ 【入門編】基本動作

24日

13日

27日

28日

29日

【入門編】インターネット

【基本編】メール

【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？）

【ＬＩＮＥ】実践（通話）

【基本編】電話 【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ）

【入門編】基本動作

【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？）

【応用編】ｄポイント 【入門編】アカウント
【応用編】ラジオ・音楽 【入門編】基本動作 【基本編】電話

【基本編】カメラ 【応用編】アプリ

【入門編】アカウント

【基本編】カメラ

【ＬＩＮＥ】実践（通話）

【応用編】マップ

木

金

土

日

1日

2日

【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ）

31日

１０：３０～１１：３０ 【入門編】インターネット 【ＬＩＮＥ】実践（通話）
１１：３０～１２：３０ 【基本編】カメラ 【活用編】健康管理
１３：３０～１４：３０ 【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ） 【基本編】メール
１４：３０～１５：３０ 【応用編】アプリ 【入門編】アカウント

２月
月
１０：３０～１１：３０
１１：３０～１２：３０
１３：３０～１４：３０

火

水

何度でも無料でご参加いただけます！！

１４：３０～１５：３０

3日
１０：３０～１１：３０

4日

１３：３０～１４：３０ 【基本編】メール
１４：３０～１５：３０ 【上級編】ｄマガジン

10日

定休日

6日

7日

【応用編】アプリ

【体験編】災害対策

【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？）

【応用編】マップ

【入門編】インターネット

【体験編】災害対策

【基本編】電話

8日

9日

【応用編】アプリ

【体験編】らくらくスマートフォン

【応用編】動画 【基本編】電話 【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？）

【入門編】基本動作

【基本編】電話
【応用編】動画

【ＬＩＮＥ】実践（通話） 【応用編】ｄポイント 【入門編】アカウント

【基本編】カメラ

【ＬＩＮＥ】実践（通話）

【応用編】マップ 【基本編】メール

【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ）

【入門編】インターネット

15日

16日

【基本編】カメラ

【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ）

１１：３０～１２：３０ 【入門編】アカウント

5日

【入門編】基本動作

【入門編】基本動作

11日

12日

【応用編】マップ

【体験編】らくらくスマートフォン

17日

18日

19日

１０：３０～１１：３０

【基本編】カメラ

【入門編】インターネット

１１：３０～１２：３０

【応用編】動画 【基本編】電話 【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？）

１３：３０～１４：３０

【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ）

【入門編】インターネット

13日

14日

【基本編】メール 【入門編】基本動作 【応用編】マップ 【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？）
１１：３０～１２：３０ 【基本編】メール 【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ） 【入門編】インターネット 【応用編】アプリ 【基本編】カメラ 【体験編】災害対策 【入門編】アカウント
１３：３０～１４：３０ 【応用編】ｄポイント 【入門編】基本動作 【基本編】電話 【応用編】動画 【応用編】ｄポイント 【入門編】インターネット 【基本編】メール
１４：３０～１５：３０ 【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？） 【基本編】カメラ 【上級編】ｄマガジン 【入門編】アカウント 【ＬＩＮＥ】実践（通話） 【体験編】災害対策 【応用編】アプリ
１０：３０～１１：３０ 【入門編】アカウント

21日

【応用編】マップ 【応用編】アプリ 【基本編】電話

22日

23日

【入門編】アカウント

【体験編】らくらくスマートフォン

【入門編】基本動作 【上級編】ｄマガジン 【基本編】メール 【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？）
【応用編】ｄポイント 【入門編】アカウント 【基本編】カメラ 【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ） 【応用編】ｄポイント 【入門編】基本動作

１４：３０～１５：３０ 【入門編】基本動作 【ＬＩＮＥ】実践（通話） 【基本編】メール

24日

20日

25日

26日

【応用編】動画 【入門編】インターネット
27日

28日

【ＬＩＮＥ】実践（通話）

29日

【応用編】マップ 【基本編】メール 【入門編】基本動作 【応用編】ｄポイント 【ＬＩＮＥ】準備（ＬＩＮＥとは？） 【基本編】カメラ
１１：３０～１２：３０ 【入門編】インターネット 【上級編】ｄマガジン 【基本編】カメラ 【体験編】らくらくスマートフォン 【入門編】アカウント 【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ）
１３：３０～１４：３０ 【基本編】電話 【ＬＩＮＥ】実践（トーク・スタンプ） 【応用編】動画 【入門編】インターネット 【基本編】メール 【ＬＩＮＥ】実践（通話）
１４：３０～１５：３０ 【応用編】アプリ 【入門編】アカウント 【ＬＩＮＥ】実践（通話） 【基本編】電話 【応用編】マップ 【入門編】基本動作
１０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：３０
１１：３０～１２：３０
１３：３０～１４：３０
１４：３０～１５：３０

【基本編】カメラ

