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★ 8月の講座･行事

平成29年8月1日 1 火

2 水

No.247 3 木 知ってて良かった 介護教室　10:00～12:00

4 金 ひだまり談話室　13:30～16:00

5 土 ちびっこ広場映画会　10:30～11:40

6 日

7 月 休館日

8 火

9 水 ふたばおはなし会　10:00～11:10

10 木 じっくり学ぶ デジカメ写真の取込み・整理・加工　10:00～15:00

11 金 山の日（開館・夜間休館）

12 土

13 日

14 月 休館日

15 火 （夜間休館）

16 水 （夜間休館）

17 木

18 金 ひだまり談話室　13:30～16:00

19 土 古代史講座　10:00～12:00 おはなしのひろば　10:30～11:10

20 日

21 月 休館日

22 火 じっくり学ぶ ワード 入門編　13:00～16:00

23 水 じっくり学ぶ ワード 入門編　13:00～16:00

24 木 じっくり学ぶ ワード 入門編　13:00～16:00

25 金 ひだまり談話室　13:30～16:00

26 土 古代史講座　10:00～12:00 思い通り！フォトショップで写真加工　10:00～16:00

27 日 思い通り！フォトショップで写真加工　10:00～16:00

28 月 休館日

29 火 じっくり学ぶ タブレット端末で楽しもう！　10:00～15:00

30 水

31 木 パソコン・タブレット お助け相談会　10:00～12:00，13:00～15:00

✽ 8月の講座・教室受付

講　座　名 対象･定員 受講料･教材費 受　　付

 ８/10 木 10:00～15:00
じっくり学ぶ デジカメ写真の
取込み・整理・加工

16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,000円

８/3（木）
10時から電話で

８/22 火 13:00～16:00 じっくり学ぶ ワード 入門編 16名
受講料 3,000円
食材費 1,400円

８/15（火）
10時から電話で

８/26 土 10:00～16:00
思い通り！フォトショップで
写真加工

16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,814円

８/18（金）
10時から電話で

９/５ 火 13:30～15:30 楽しい布ぞうり教室 20名
受講料 500円
材料費 100円

往復はがきで
8/18（金）必着

８/29 火 10:00～15:00
じっくり学ぶ タブレット端末
で楽しもう！

10名
受講料 1,500円
テキスト代 900円

８/22（火）
10時から電話で

９/５ 火 13:00～16:00 じっくり学ぶ エクセル入門編 16名
受講料 3,000円
テキスト代1,400円

８/29（火）
10時から電話で

いわて
シニアネット

テクノ(株)

いわて
シニアネット

いわて
シニアネット

いわて
シニアネット

千葉定子さん

開催日時（初回）

西部公民館だより
講　座　・　行　事日

講　師

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　じっくり学ぶパソコン教室【ワード入門編】から　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  

 ≪西部公民館パソコン教室≫ 
  

 西部公民館のパソコン教室は，「初めてのパソコン教室」，「ワード」，「エクセル」，「デ

ジカメ写真加工」，「パワーポイント」，「タブレット端末操作」，「ウィンドウズ10基本操

作」，「パソコン・タブレットお助け相談会」など，盛りだくさんの内容で開講しています。 

 パソコンの機能を，テクノ（株）又はＮＰＯ法人いわてシニアネットの講師が，ていねいに，

わかりやすく解説しますので，初心者の方でも安心して受講できます。 

 詳しい内容は，「平成29年度西部公民館パソコン教室日程表」（盛岡市ホームページに掲載及

び西部公民館の情報コーナーに配架しています。）を御覧いただくか，西部公民館にお問い合わ

せください。 
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盛岡市西部公民館 南青山町６－１ Ｔｅｌ６４３－２２８８ 

おはなしのひろば 
８月 19 日（土） 10:30～11:10  

「おはなしたまて箱」 のみなさんによる 

たのしい紙芝居 や 絵本の読み聞かせ 

対象：幼児・小学生とその保護者  ３階 和室 

 

ちびっこ広場映画会 
８月５日（土）10：30～11:40 
★ミッキーマウス～プルートの南米旅行  

★ランボーのうそ  

★みにくいあひるの子 ★はなたれこぞうさま 

  対象：幼児・小学生とその保護者   ２階  視聴覚室 

ふたばおはなし会 
８月９日（水） 

「のはらうた」のみなさんによる 

わらべうたと絵本の読み聞かせ 

10:00～10:40   １才３ケ月～３才 

10:5０～11:10   ０才～１才３ケ月     ３階 和室 

 

11:10 

  

    

   ★一休さん ★そばの花さいた日 

対象：幼児・小学生と保護者  ２階 視聴覚室
しちょうかくしつ

 

 

２階 視聴覚室
しちょうかくしつ

 

       

 

 

 

８月 盛岡市西部公民館 

おはなし会・映画会 

 

   

 

   

  

 

 

奈良時代末～平安時代初期の国家と蝦夷との戦争において蝦夷軍の

総帥として戦い、最後には自ら投降し斬首されて世を去った阿弖流為

（アテルイ）。「国家との熾烈な戦いの中で蝦夷の存立に苦悩した」そ

の生涯について学びます。 

◎ 日時と内容（予定） 

◎ 定 員  1～3 回目は定員なし。4 回目（バス見学）は 30 名。 

◎ 会 場  西部公民館 大会議室 

◎ 受講料  50０円 

◎ バス見学 定員 30 名 諸経費 約 2,000 円（受講料・昼食・保険代・資料館見学等） 

◎ 申込み  当日会場で受け付け                  

  盛岡市西部公民館 盛岡市南青山町 6-1 ℡643-2288 

回 日 時 テ ー マ 講 師 

1 
8/19(土) 

10:00～12:00 
アテルイ登場以前の蝦夷社会 

考古学研究者 

八木 光則 氏  

2 
8/26(土) 

10:00～12:00 
アテルイ復権 

岩手大学 

人文社会科学部教授 

樋口 知志 氏  

3 
9/ 9(土) 

10:00～12:00 
アテルイ後の胆沢 

岩手大学客員教授 
岩手大学平泉文化研究
センター特任教授 

伊藤 博幸 氏 

４ 
9/16(土) 

9:00～16:00 

アテルイ探訪（バス見学） 
●奥州市埋蔵文化財調査センター 
 「古代東北蝦夷の世界」（映写） 
 施設見学 

「アテルイの本拠地はどこか」（講義） 
●史跡胆沢城跡ウォッチング 

奥州市埋蔵文化財調査

センター 所長 

 佐久間 賢 氏 

第 4 回のバス見学申し込みは、第 1
回目に受け付けます。定員を超えた

場合は、抽選とします。 

NPO法人　いわてシニアネット

受講料 1,500円（別途テキスト代 900円）

8/22（火） 10時から申込受付（西部公民館）

パソコン・タブレット

お助け相談会

8/31(木） 10時～12時・13時～15時

参加費 午前・午後それぞれ500円

申込不要、直接会場（西部公民館へ）

8/22(火）～8/24(木）　13時～16時

受講料3,000円（別途テキスト代1,400円)

8/15（火） １0時から申込受付（西部公民館）

　　じっくり学ぶパソコン教室

　｢タブレット端末で
　　　　　　楽しもう！｣

8/29(火）　10時～15時

じっくり学ぶパソコン教室

｢デジカメ写真の
取込み･整理･加工｣

8/10(木）　10時～15時

受講料1,500円（別途テキスト代 1,000円)

8/3（木） １0時から申込受付（西部公民館）

じっくり学ぶパソコン教室

｢ワード 入門編｣
《午後の3日間講座》

タブレット講座以外はパソコンの基本操作(マウス操作・
日本語入力)が出来る方を対象として実施します。

申込は西部公民館 ０１９－６４３－２２８８

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽しい布ぞうり教室 
 使われずに家で眠ったままのタオルや
T シャツはありませんか。 

 
色や素材を工夫して，自分だけの鼻緒

型の布ぞうりを作ってみましょう！ 
  

お風呂上がりの室内履きにも気持ちい
いですよ！ 

お申込み・お問い合わせ先 

盛岡市西部公民館  盛岡市南青山町 6-1  ☎643-2288 

＜日 時＞ 

 日にち 時 間 内 容 講 師 

1 ９月 ５日（火） 

13：30 

～15：30 

編みひもをつくる 

盛岡市生涯学習指導者 

千葉 定子さん 
2 ９月１２日（火） 鼻緒型の布ぞうりをつくる 

3 ９月２６日（火） 仕上げを行う 

＜場 所＞ 西部公民館 2階 第一研修室        

＜定 員＞ 盛岡市民 20人 

＜費 用＞ 受講料 500円 + 材料費 100円  計 600 円 

＜準備物＞ ・裁縫箱（針，糸，はさみ，ものさし） 
      ・針金ハンガー 1本 
      ・洗濯ばさみ 5個 
      ・リサイクルの布  （例：タオルなら 2～3枚，Tシャツ類なら２枚） 
      ・【2回目から使用】 鼻緒にする布 

（12cm×80cm位，薄手の木綿が使いやすい） 
＜申込み＞ 往復はがきに【①講座名，②住所，③氏名（ふりがな），④電話番号， 

⑤年齢，⑥性別】を記入し，西部公民館宛てに ８月 18 日（金）まで必着
で応募ください。 
往復はがき１通につき，おひとりの御応募となります。 
なお，定員を超えた場合は抽選となります。 


