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★ 1月の講座･行事

平成30年1月1日 1 月 休館日

2 火 休館日

No.252 3 水 休館日

4 木 臨時休館日

5 金

6 土 親子冬休み工作教室　13:30～15：30 ちびっこ広場映画会　10:30～11:40

7 日

8 月 成人の日（開館，夜間休館）

9 火 休館日

10 水 ふたばおはなし会　10:00～11:10

11 木

12 金 ひだまり談話室　13:30～15:30

13 土

14 日

15 月 休館日

16 火

17 水 じっくり学ぶ インターネットを楽しもう！　10:00～15:00

18 木

19 金 ひだまり談話室　13:30～15:30

20 土 これでばっちり！ワードマスター　10:00～16:00 おはなしのひろば　10:30～11:10

21 日 これでばっちり！ワードマスター　10:00～16:00

22 月 休館日

23 火 じっくり学ぶ エクセル 入門編　13:00～16:00

24 水 じっくり学ぶ エクセル 入門編　13:00～16:00

25 木 じっくり学ぶ エクセル 入門編　13:00～16:00

26 金 ひだまり談話室　13:30～15:30

じっくり学ぶ グーグルアプリで楽しもう！　10:00～16:00

　　　　東日本大震災復興支援チャリティーコンサート 14:00～15：00 （13：30開場）

28 日

29 月 休館日

30 火

　　　昨年の復興支援チャリティーコンサートの様子 31 水 パソコン・タブレット お助け相談会　10:00～12:00，13:00～15:00

✽ 1月の講座・教室受付

講　座　名 講　師 対象･定員 受講料･教材費 受　　付

1/17 水 10:00～15:00
じっくり学ぶ
インターネットを楽しもう！

いわて
シニアネット

16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,100円

1/10（水）
10時から電話で

 1/20 土 10:00～16:00
これでばっちり！
ワードマスター テクノ(株) 16名

受講料 3,000円
テキスト代 1,933円

1/12（金）
10時から電話で

1/23 火 13:00～16:00
じっくり学ぶ エクセル
入門編

いわて
シニアネット

16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,400円

1/16（火）
10時から電話で

1/27 土 10:00～16:00
じっくり学ぶ
グーグルアプリで楽しもう！

いわて
シニアネット

16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,000円

1/19（金）
10時から電話で

2/7 水 13:00～16:00
じっくり学ぶ ワード
入門編

いわて
シニアネット

16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,400円

1/31（水）
10時から電話で

2/8 木   9:30～12:00

簡単料理教室シリーズⅡ
フライパンと電子レンジで
スピード調理

松木 迪子 さん 16名
受講料 　500円
材料費 1,000円

1/23（火）
10時から電話で

開催日時（初回）

西部公民館だより
日 講　座　・　行　事

27 土

 

≪東日本大震災復興支援チャリティーコンサート≫ 
 

 西部公民館では，東日本大震災で被災された方々を支援するため，平成23年度から復興支援

チャリティーコンサートを実施しています。 

 今回は，盛岡市でギター教室を主宰するほか，全国各地でコンサート活動を行っている 伊藤 隆

さんと伊藤さんが代表を務めるギター合奏グループ「ざ・はなみち」によるギター演奏です。 

曲目は，「さくら変奏曲」「八木節」「山寺の和尚さん」「禁じられた遊び」「古賀メロディー」

ほかの予定です。 

 詳しくは，裏面のチラシをご覧ください。 
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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 
１月２０日（土） 10:30～11:10  

「うすゆきそう文庫」 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 
１月６日（土）10：30～11:40 
★トムとジェリー～勝利は我に～  

★忍たま乱太郎のがんばるしかないさ 

           ①よいと思うことをおこなう 

★年中行事アニメーション２～年神様と正月  

★シンデレラ 

  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 
１月１０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

 

       

 

 

 

１月 盛岡市西部公民館 

おはなし会・映画

会 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 演  14 時 00 分（開場 13 時 30 分） 

 

出 演    伊藤 隆（ギター） 
             

スペインに留学し，ホルヘ・アリサ，エル
ネスト・ビテッティら名ギタリストに師事。

帰国後盛岡市に居を構え，演奏活動を開始。

「スペインの印象」と題した記念コンサート
は好評を博す。 

           オーケストラとの共演，全国各地でコンサ

ート活動を行う一方，幅広いジャンルの曲の
演奏，指導を行っている。 

 
 

ざ・はなみち（ギター合奏） 

   平成 20 年，伊藤隆盛岡ギター教室に結成。復興支援コンサー 

トをはじめ，ギター合奏による演奏活動を行っている。老若男女 

に楽しんでもらえるように，ジャンルにとらわれず，さまざまな 
曲に挑戦している。 

 

 
 

 

 
 

 
         

  

 

 

演奏曲目  ・さくら変奏曲 

・八木節 

・山寺の和尚さん 

・禁じられた遊び 

・古賀メロディー 

      ・パフェルベルのカノン  他 
 

入場料    無料  

（当日は東日本大震災復興支援のため募金箱を設

置しますので， ご協力をお願いします。） 

 

 

1/10（水） 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
｢エクセル 入門編｣

《午後の３日間講座》

1/19（金） １0時から申込受付（西部公民館）

1/27(土）　10時～16時

じっくり学ぶパソコン教室

｢インターネットを
　　　　楽しもう！｣

1/16（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

｢グーグルアプリで
　　　　　楽しもう！｣

受講料1,500円（テキスト1,000円)

1/23(火）～1/25(金）　13時～16時

受講料3,000円（テキスト1,400円)

1/17(水）　10時～15時

受講料1,500円（テキスト1,100円)

　　　　NPO法人　いわてシニアネット

1/31 （水） 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）

パソコン・タブレット

お助け相談会

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

さざんか


