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　　西部公民館で開催される各種の講座・教室の申し込み等に関する情報を次のとおりお知らせいたします。

〇　パソコン関係講座・教室

講　座　名 対象･定員 受講料･教材費 受　　付

10時～15時 ネットで作る写真アルバム 16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,000円

６/１（金）
10時から電話で

Googleアプリで楽しもう！ 16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,000円

６/6（水）
10時から電話で

これでばっちり！ワード応用 16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,933円

６/12（火）
10時から電話で

デジカメ取込・整理・加工 16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,000円

６/19（火）
11時から電話で

パソコン＆ネット入門 16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,200円

６/20（水）
10時から電話で

これでばっちり！エクセル応用 16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,933円

６/27（水）
10時から電話で

10時～15時 Windows10基本操作 16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,100円

7/3（火）
10時から電話で

エクセルを始めよう！ 16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,400円

7/5（木）
10時から電話で

〇　そのほかの講座・教室

講　座　名　等 対象･定員 受講料･教材費 受　　付

 初心者のための剪定教室
（庭木の枝の切り方や時期など剪
定の基本を学ぶ。）

20名 受講料 500円
６/12（火）
10時から電話で

9時～15時

 盛岡の農業
（盛岡の農業の取組みを玉山地域
の米作農家や養魚場などを見学し
て学ぶ。玉山湧水地の見学やユー
トランド姫神での入浴もあり。）

16名
　保険料 約 35円
（昼食・入浴代は別途）

6/19（火）
10時から電話で

 岩手の伝統・文化講座
「盛岡のお寺さんめぐり」
（教浄寺と祇陀寺を徒歩で巡り，
その歴史と所蔵する文化財等につ
いて学ぶ。）

30名
受講料 500円
保険料 約56円

６/19（火）
13時から電話で

 介護教室
（介護の心構えと実際の介護の仕
方，認知症に関する基礎知識など
を介護施設の見学も含めて学
ぶ。）

20名 受講料　無料
６/29（金）
10時から電話で

10時～14時半

 国際理解講座
 カナダ・ビクトリア編
（盛岡市と姉妹都市提携している
ビクトリア市（カナダ）の文化や
交流事業等について学ぶ。）

16名
保険料 約35円，
昼食代 980円

7/4（水）
10時から電話で

13時半～15時半

シニア向け初心者スマホ講座
（スマホの基本的な使い方から実
生活に役立つスマホ活用法を学
ぶ。）

20名
※65歳以上

のスマホ
初心者

受講料　無料
「往復はがき」で
の申込み
7/14（土）必着

9時半～12時
親子夏休み工作教室
（ダンボールを使って遊覧飛行機
を作る。）

親子（小学校
1～３年生）

16組
参加費　無料

7/18（水）
10時から電話で

 7/28(土) 西部公民館職員

講　師　等

（有）豊香園

玉山地域の農家の
方々

各お寺の住職

青山和敬荘職員

盛岡市市民協働推進
課文化国際室職員

KDDI
認定講師

いわて
シニアネット

７/10(火)，7/11(水）
　全２回　10時～16時

テクノ（株）

 7/14(土)

西部公民館だより

☆ ６，７月の講座・教室受付情報

講　師　等

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

開催日時・回数

6/19(火)，6/20(水）
　全２回　10時～12時

6/21(木)，6/22(金）
　全２回　10時～16時

テクノ（株）

6/26(火)，6/27(水）
　全２回　10時～12時

いわて
シニアネット

いわて
シニアネット

 6/21(木)，6/28(木）
　全２回　10時～12時

 6/29(金)

 6/27(水)，7/4(水）
　全２回
 13時15分～16時

開催日時・回数

 ６/９(土)

　7/12～8/2
　毎週木曜　　全4回
　10時～12時

 7/18(水)

 7/31(火)

7/18(水)～7/20(金）
 全3回　9時半～12時半

7/3(火)～7/5(木）
 全3回　9時半～12時半



　

　　西部公民館には１階に図書室がございます。図書室は，盛岡市及び盛岡市近隣市町村にお住まいの方なら 

　どなたでも図書室の本を借りることが出来ます。今回はその利用の仕方などについてお知らせいたします。

〇　利用者登録について

　利用には登録が必要です。図書室受付カウンターでお申し込みください。 

《登録の仕方》

　カウンターで登録手続きをしていただきます。（幼児・小学生の登録は保護者同伴でお願いします。）

　・申込書に氏名・住所・電話番号等を記入していただきます。

　・個人貸出証を発行します。（貸出証は利用の際に必要となります。なお，貸出証には有効期限があります。）

　 〇　貸出冊数　１回の利用につき，1人５冊まで貸し出します。 

〇　貸出期間　２週間以内です。 

〇　図書の貸出延長について 

　貸出期間内は２週間延長できます。図書室に延長したい本をお持ちください。また，電話でも受け付けます。

〇　図書の予約について 

　借りたい本が貸出中の場合は，予約することができます。カウンターでお申し込みください。 　　　　　

　なお，次の貸出予約が入っている本は延長して借りることができません。

　図書室から貸出準備完了の連絡をしますので，連絡後,1週間以内に取りに来てください。

《 西部公民館図書室には・・・ 》　　

☆小説・エッセイ・歴史書・実用書・絵本・児童書・中高生向け図書・辞書・雑誌などがあります。 

☆県立図書館から蔵書の一部を年２回借り受けています。☆新刊(新しい本や話題になっている本)も取り揃えております。 

《 新着図書のご案内 》

　４月～５月にかけて図書室に新たに取り揃えた図書をご案内します。

　

☆肌寒い時期も,ペレットストーブの温かい炎のもとでゆっくりと本が読めます。　どうぞご利用ください。 

ざんねんな生き物事典 今泉忠明

車いす犬ラッキー 小林照幸

闘う敬語 大嶋利佳

薬に頼らず血圧を下げる方法 加藤雅俊

スイートホーム 原田マハ

そしてバトンは渡された 瀬尾まいこ

二菜弁当 オカズデザインみそ汁はおかずです 瀬尾幸子

夢を生きる 羽生結弦

あやかし草紙 宮部みゆき

傍流の記者 本城雅人

定年おやじ改造計画 垣谷美雨

書籍名 著者名 書籍名 著者名

盛岡くいしん爺の盛岡自慢 千葉芳幸 星の子 今村夏子

東野圭吾

凶犬の眼 柚月裕子

それまでの明日 原　尞

人は死なない 矢作直樹

祈りのカルテ 知念実希人

魔力の胎動

道ひらく海わたる ～大谷翔平の素顔 佐々木　亨

しあわせの牛乳 佐藤　慧

鍬ｹ崎心中 平谷美樹

 

 

  

  利用時間 午前９時～午後５時 

       火曜日から土曜日の午後５時～９時は事務室で返却のみ受け付けます。（日曜日は５時まで） 

  休室日  公民館休館日の毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日），年末年始などはお休みします。 



☆ ６月の講座･行事 予定

　　西部公民館で６月に開催される各種の講座・行事等に関する情報を次のとおりお知らせいたします。

1 金

2 土 ちびっこ広場映画会　10:30～11:40

3 日

4 月 休館日

5 火 かんたんワード＆エクセル　10:00～15:00

親と子の楽しいプレイランド　10:00～11：30

かんたんワード＆エクセル　10:00～15:00

パソコン点訳ボランティア養成講座　13:00～15:30

7 木 かんたんワード＆エクセル　10:00～15:00

8 金 ひだまり談話室　13:30～15:30

9 土 ネットで作る写真アルバム　10:00～15:00

10 日

11 月 休館日

12 火

じっくり学ぶパソコン教室 ワードを始めよう！　9:30～12:30

ふたばおはなし会　10:00～11:10

パソコン点訳ボランティア養成講座　13:00～15:30

じっくり学ぶパソコン教室 ワードを始めよう！　9:30～12:30

じっくり学ぶパソコン教室 ワードを始めよう！　9:30～12:30 ひだまり談話室　13:30～15:30

16 土

17 日

18 月 休館日

19 火 じっくり学ぶパソコン教室 Googleアプリで楽しもう！　10:00～12:00

じっくり学ぶパソコン教室 Googleアプリで楽しもう！　10:00～12:00

親と子の楽しいプレイランド　10:00～11：30

パソコン点訳ボランティア養成講座　13:00～15:30

(夜間臨時休館）

これでばっちり！ワード応用　10:00～16:00

初心者のための剪定教室　10:00～12:00

22 金 これでばっちり！ワード応用　10:00～16:00 ひだまり談話室　13:30～15:30

23 土

24 日

25 月 休館日

26 火 じっくり学ぶパソコン教室 デジカメ取込・整理・加工　10:00～12:00

じっくり学ぶパソコン教室 デジカメ取込・整理・加工　10:00～12:00

岩手の伝統・文化講座（盛岡のお寺さんめぐり）13:15～16:00

28 木 初心者のための剪定教室　10:00～12:00

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

盛岡の農業（玉山地域養魚場・米作農家見学等）9:00～15:00

学校図書ボアンティア・学校司書研修会　10:00～12:00

30 土

木

「西部写真クラブ」※ 写真展（ コミュニ
ティホールで展示　6/27～6/29 ）
※　西部写真クラブは，西部公民館を利用
している社会教育関係団体です。

29 金

27 水

21

講　座　・　行　事日

13 水

14 木

15 金

20 水

6 水



☆ 7月の講座･行事 予定

　　西部公民館で７月に開催される各種の講座・行事等に関する情報を次のとおりお知らせいたします。

1 日

2 月 休館日

3 火 じっくり学ぶパソコン教室 パソコン＆ネット入門　9:30～12:30

じっくり学ぶパソコン教室 パソコン＆ネット入門　9:30～12:30

岩手の伝統・文化講座（盛岡のお寺さんめぐり）13:15～16:00

5 木 じっくり学ぶパソコン教室 パソコン＆ネット入門　9:30～12:30

6 金 ひだまり談話室　13:30～15:30

(夜間臨時休館）

ちびっこ広場映画会 ※１　10:30～11:40

8 日

9 月 休館日

10 火 これでばっちり！エクセル応用　10:00～16:00

これでばっちり！エクセル応用　10:00～16:00

ふたばおはなし会 ※２　10:00～11:10

12 木 介護教室　10:00～11:30 大新児童館 映画会　14：00～15：00

13 金 ひだまり談話室　13:30～15:30

14 土 Windows10基本操作　10:00～15:00

15 日

16 月 海の日（開館，夜間休館）

17 火 休館日＊

エクセルを始めよう！　9:30～12:30

国際理解講座 ビクトリア編　10:00～15:00

エクセルを始めよう！　9:30～12:30

介護教室（青山和敬荘）10:00～12:00

20 金 エクセルを始めよう！　9:30～12:30 ひだまり談話室　13:30～15:30

21 土

22 日

23 月 休館日

24 火

25 水

26 木 介護教室（青山和敬荘）10:00～12:00

27 金

28 土 親子夏休み工作教室　9：30～12：00

29 日

30 月 休館日

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

シニア向けスマホ講座　13:30～15:30

※１　「ちびっこ広場映画会」は，幼児・小学生とその保護者対象の映画会です。今回は４本の映画を上映します。

※２　「ふたばお話会」では０歳～３歳のお子さんを対象に「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を行っています。 

＊　毎週月曜日は休館日ですが，月曜日が祝日と重なったときは，翌日を休館日とさせていただきます。

18 水

19 木

31 火

講　座　・　行　事日

4 水

11 水

7 土


