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★ 3月の講座･行事

平成30年3月1日 1 木

2 金

　No.254 じっくり学ぶ エクセル 入門編　10:00～16:00 ちびっこ広場映画会　10:30～11:40

そば打ち体験教室　9:30～12:00

4 日 じっくり学ぶ エクセル 入門編　10:00～16:00

5 月 休館日

6 火

7 水 シニア向け初心者スマホ講座　13:30～15:30 温活アロマヨガ講座　13:30～15:00

8 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

9 金 ひだまり談話室　13:30～15:30

10 土 じっくり学ぶ ワード 応用編　10:00～16:00

11 日 じっくり学ぶ ワード 応用編　10:00～16:00

12 月 休館日

13 火

14 水 ふたばおはなし会　10:00～11:10

15 木 思い通り！フォトショップで写真加工 10:00～16:00

16 金 思い通り！フォトショップで写真加工 10:00～16:00 ひだまり談話室　13:30～15:30

17 土 じっくり学ぶ エクセル 応用編　10:00～16:00 おはなしのひろば　10:30～11:10

18 日 じっくり学ぶ エクセル 応用編　10:00～16:00

19 月 休館日

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

21 水 春分の日（開館，夜間休館）

22 木

23 金 ひだまり談話室　13:30～15:30

24 土

25 日

26 月 休館日

27 火

28 水

29 木

30 金

31 土

✽ ３月の講座・教室受付

講　座　名 対象･定員 受講料･教材費 受　　付

3/8 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

3/１（木）
10時から電話で

3/10 土 10:00～16:00
じっくり学ぶ
ワード応用編

16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,200円

3/2（金）
10時から電話で

 3/15 木 10:00～15:00
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

3/8（水）
10時から電話で

3/17 土 10:00～16:00
じっくり学ぶ
エクセル応用編

16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,200円

3/9（金）
10時から電話で

開催日時（初回）

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

テクノ（株）

西部公民館だより
講　座　・　行　事日

講　師

　
　

　　町内会への
　　出前公民館
　  (オカリナ

　　　　の演奏)

　　福祉施設への
　　出前公民館
　  (フラダンス

　　の実演)

3 土

  

 「西部出前公民館」 
 

 西部公民館では，公民館で学び，活動しているサークル団体の会員や地域ボランティ

アの皆さんが出向いて公演を行う「西部出前公民館」を実施しています。フラダンスや

マジックの実演，ハーモニカやオカリナの演奏，童謡・唱歌の合唱，絵本の読み聞かせ

など，希望に応じて，町内の公民館，児童・老人福祉センター，医療・福祉施設等々に

訪問して開催しますので，いろいろな催しに御利用ください。 

 詳しくは，公民館にお問い合わせください。 

 

下 
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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 
３月１７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 
３月３日（土）10：30～11:40 
★トムとジェリー～パパの教育～  

★狼と羊番の子犬 

★年中行事アニメーション２～ひなまつり  

★三匹の子ぶた 

  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 
３月１４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

 

       

 

 

 

３月 盛岡市西部公民館 

おはなし会・映画会 

NPO法人　いわてシニアネット
テクノ（株）

パソコン・タブレット

お助け相談会

3/20 （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）

3/17(土）～3/18（日）　10時～16時

受講料3,000円（テキスト1,200円)

3/9（金） １0時から申込受付（西部公民館）

思い通り！

フォトショップで
写真加工

3/15(木）～3/16（金）　10時～16時

受講料3,000円（テキスト1,814円)

3/8（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

｢エクセル 応用編｣

3/10(土）～3/11（日）　10時～16時

受講料3,000円（テキスト1,200円)

3/2（金） １0時から申込受付（西部公民館）

3/８(木）　10時～15時

受講料1,500円（テキスト1,000円)

３/１（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 応用編｣

受講料3,000円（テキスト1,400円)

２/23（金） 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

　｢デジカメ写真の取込み・
　　整理・加工｣

じっくり学ぶパソコン教室

｢エクセル 入門編｣

3/3(土）～3/４（日）　10時～16時

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

東日本大震災復興支援チャリティーのお礼 

1月 27日（土）に西部公民館プレーホールで開催した 

標記イベントには 80人以上の方々にご来場いただき，誠にありが 

とうございました。 

なお，募金額が 33,716円となり，1月 30日付けで東日本大震災 

義援金として日本赤十字社に納付しましたことを御報告いたします。 

 御協力ありがとうございました。 


