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★ 10月の講座･行事

1 日

2 月 休館日

    No.249 3 火

4 水 輝きアップ講座　10:00～12:00 じっくり学ぶ エクセル 中級編　13:00～16:00

5 木 じっくり学ぶ エクセル 中級編　13:00～16:00

6 金 じっくり学ぶ エクセル 中級編　13:00～16:00

7 土 ちびっこ広場映画会　10:30～11:40

8 日

9 月 体育の日（開館・夜間休館）

10 火 休館日

じっくり学ぶ ワード 入門編　9:30～12:30 ふたばおはなし会　10:00～11:10

初級者のための囲碁教室　13:30～15:00

12 木 じっくり学ぶ ワード 入門編　9:30～12:30

13 金 じっくり学ぶ ワード 入門編　9:30～12:30 ひだまり談話室　13:30～16:00

14 土 いわて学講座　10:00～12:00 はじめてのパソコン教室　10:00～16:00

15 日 はじめてのパソコン教室　10:00～16:00

16 月 休館日

17 火

18 水 輝きアップ講座　10:00～12:00 初級者のための囲碁教室　13:30～15:00

19 木

20 金 ひだまり談話室　13:30～16:00

21 土 おはなしのひろば　10:30～11:10

22 日

23 月 休館日

24 火 じっくり学ぶ ウィンドウズ10 基本操作　10:00～15:00

輝きアップ講座　10:00～12:00 初級者のための囲碁教室　13:30～15:00

ばっちり！パワーポイントでプレゼンテーション　13:30～16:30

26 木 ばっちり！パワーポイントでプレゼンテーション　13:30～16:30

27 金 じっくり学ぶ タブレット端末で楽しもう！　10:00～15:00 ひだまり談話室　13:30～16:00

28 土 いわて学講座　10:00～12:00

29 日

30 月 休館日

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

✽10月の講座・教室受付

講　座　名 対象･定員 受講料･教材費 受　　付

10/11 水  9:30～12:30
じっくり学ぶ ワード
入門編

16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,400円

10/４（水）
10時から電話で

 10/11 水 13:30～15:00 初級者のための囲碁教室 15名 受講料 1,000円
10/４（水）
11時から電話で

10/14 土 10:00～16:00 はじめてのパソコン教室 16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,620円

10/６（金）
10時から電話で

10/24 火 10:00～15:00
じっくり学ぶ ウィンドウズ10
基本操作

16名
受講料1,500円
テキスト代 1,100円

10/17（火）
10時から電話で

10/25 水 13:30～16:30
ばっちり！パワーポイントで
プレゼンテーション

16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,231円

10/18（水）
10時から電話で

10/27 金 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

10/20（金）
10時から電話で

11/７ 火  9:30～12:30
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

10/31（火）
10時から電話で

西部公民館だより
講　座　・　行　事日

講　師

11 水

開催日時（初回）

平成29年10月1日

25 水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  昨年の「初級者のための囲碁教室」の様子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

テクノ(株)

いわて
シニアネット

いわて
シニアネット

西部囲碁クラブ

小原貞徳 さん他

テクノ(株)

いわて
シニアネット

いわて
シニアネット

  

 ≪  初級者のための囲碁教室 ≫ 
  

 囲碁のはじまりは，４千年くらい前の中国と言われています。囲碁を楽しむことで，相手

の動きや先などを読む「推理力」，先を読むための「思考力」，多くの選択の中から必要な

手を選ぶ「判断力」「直観力」などの知的能力が自然に身につき，考えをめぐらす中で，集

中力もつきますので，頭の体操，老化防止にぴったりです。 

 西部公民館では，これから囲碁を習いたい方，初級者，中級者の方々を対象にした，囲碁

の基礎知識を段階的に学ぶ講座を開催します。 

 詳しくは，裏面のチラシをご覧ください。 



平成29年10月1日             盛岡市西部公民館だより  〒020-0134　盛岡市南青山町6-1　　TEL 019-643-2288  FAX 019-645-2504  URL http://www.city.morioka.iwate.jp/kokyoshisetsu/kominkan/seibu/index.html

　 

 

 

 

 

 

盛岡市西部公民館 南青山町６－１ Ｔｅｌ６４３－２２８８ 

おはなしのひろば 
１０月２１日（土） 10:30～11:10  

「おはなしちゅーみん」 のみなさんによる 

 絵本の読み聞かせやストーリーテリング 

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 
１０月７日（土）10：30～11:40 
★トムとジェリー～逃げてきたライオン～  

★おむすびころりん 

★こびとといもむし ★しあわせ王子 

  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 
１０月１１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

 

       

 

 

 

１０月 盛岡市西部公民館 

おはなし会・映画会 

    盛岡市西部公民館 盛岡市南青山町６-１ 電話 643-2288 

 

 

 

これから囲碁を習いたい方，もっと基礎を 

学びたい方，初級者・中級者の方々を対象に， 

囲碁の基礎知識を段階的にまなびます。 

〇 日時・内容（ 全6 回 平成29 年10 月11 日～11 月15 日）  

回 日     時 内     容 

1 10 月11 日（水）13:30～15:00 

 

・初心者・初級者・中級者のグループ別

による囲碁の基礎学習 

（日本棋院テキスト） 

 

・実践指導対局 

2 10 月 18 日（水）13:30～15:00 

3 10 月 25 日（水） 13:30～15:00 

4 11 月   1 日（水）13:30～15:00 

5 11 月  8 日（水）13:30～15:00 

6 11 月 15 日（水）13:30～15:00 

○ 講 師  西部囲碁クラブ  小原貞徳さん（五段）他有段者 

〇 会 場  西部公民館 第２和室   

○ 定 員  市民  15 人         

○ 受講料      1,000 円 

○ 申込み    10 月 4 日（水）午前 11 時から電話で 

○ 申込み・問合せ先     

　　　　NPO法人　いわてシニアネット

10/31（火） 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）

受講料 3,000円（テキスト1,400円）

10/17（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

｢ワード 入門編｣
《午前中の３日間講座》

じっくり学ぶパソコン教室

「タブレット端末で
楽しもう！」

10/11（水）～10/13（金）　9時30分～12時30分

10/27（金）　10時～15時

じっくり学ぶパソコン教室

｢エクセル 中級編｣
《午後の３日間講座》

じっくり学ぶパソコン教室

｢ウィンドウズ10基本操作｣

10/4（水）～10/6（金）　13時～16時

10/24（火）　10時～15時

受講料 3,000円（テキスト1,200円）

受講料 1,500円（テキスト1,１00円）

受講料 1,500円（テキスト900円）

10/4（水） １0時から申込受付（西部公民館）

10/20（金） 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

9/27（水） １0時から申込受付（西部公民館）

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

 

 

 

 

 

<日 時> 10月 14 日(土)・15日(日)  

10：00～16：00 (全 2 回)※お昼頃，１時間の食事休憩をとります。 

 

<場 所> 盛岡市西部公民館 2階 パソコン学習室 
 

<内 容> パソコンの基本操作を学ぶ 

      ・マウスの使い方 ・文字入力の仕方  

・インターネットの使い方  ・電子メールの送り方 など 

 

<定 員> 盛岡市民 16名 
 

<費 用> 受講料 3,000円 + テキスト代 1,620円 

       計 4,620円 

 

<講 師> テクノ株式会社 インストラクター 

 

＜使用 PC＞ Windows 10 

 

<申込み> 10月 6 日(金)午前 10時から電話で先着順に受付け 
 

パソコンを始めたい方へ 

そもそもパソコンでどんなことができるの？ 

文字はどうやって入力するの？ 

インターネットを利用してみたいんだけど…などなど 

パソコンの基本操作を，電源の入れ方から丁寧にお教えします！ 

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 


