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1 1月9日（金）・10日（土）・11日（日） の３日間にわたり

　　第22回　西部公民館祭2018　を開催します。

　

《 西部公民館 図書室 新着図書のご紹介 》

　８月初めから９月初めにかけて図書室に新たに取り揃えた主な図書をご紹介します。

　

里山奇談 coco　ほか

むすびつき 畠中　恵

ロンリネス 桐野夏生

乃南アサ

火花散る あさのあつこ

ファーストラヴ 島本理生

送り火

サバイバルウェディング 大橋弘祐

未来の年表２

書籍名 著者名

下町ロケットゴースト 池井戸　潤 悪玉伝 朝井まかて

河合雅司

書籍名 著者名

任侠浴場 今野　敏

六月の雪

　　　　　　　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。
　　　　　　　また,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のでぜひお越しください。

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/

平成30年9月27日

《 西部公民館祭開催のご案内 》　　

はくぶつかん 鈴木のりたけ

火のないところに煙は 芹沢　央

能面検事 中山七里

いとしの盛岡 道又　力

夏空白花 須賀しのぶ

日傘をさす女

 西部公民館利用サークル団体の皆様が，日頃の活動成果を展示・発表するほか，

 楽しいイベントも多数用意しておりますので，ぜひご来館ください。

アウトドア＆ＢＢＱお得技ベストセレクション （晋遊舎ムック刊） いのちのはな のぶみ

伊集院　静

台所防災術 坂本廣子・坂本佳奈

スケルトン・キー 道尾秀介

ブロードキャスト 湊　かなえ

蝶のゆくへ 葉室　麟

高橋弘希

 

 

 

9日（金）～11日（日） 

★ 作品展示  フラワーアレンジ，写真，手芸，絵画，陶芸など25サークルが出品します。 

★ チャリティーバザー  キッチングッズ，小物入れ，エコバッグ，エプロンなどの販売 

                     （収益金は県内被災地の子育て支援活動に充てます。） 

11日（日）限定のイベント 

★ 舞台発表      合唱，合奏，ダンス，中国武術，ヨガなど22サークルが出演します。     

★ お茶会      茶道同好会白水会（江戸千家）が茶会を開催します。1席300円        

★ 手打ちそば    盛岡手打ちそばの会が「冷やかけとろろそば」を1食400円で提供します。 

★ 手作り小物の販売会  手づくりの小物を販売します。(収益金は災害支援として被災地に寄付します。) 

★ こども囲碁教室   有段者と楽しく対局できます。 
 

○ゲストイベント   

☆ 9日（金）は，カナンの園ヒソプ工房が手作りお菓子の販売を行います。 

☆ 10日(土)，11日(日)は，復興支援おおつちおばちゃんくらぶが大槌町の特産品等の販売を 

  行います。   

  内 容 



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

10/2（火）
10時から電話で

ワードを始めよう！ 16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,400円

10/5（金）
10時から電話で

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

10/18（木）
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

10/23（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

10/26（金）
10時から電話で

タブレット端末で楽しもう！ 16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,200円

10/31（金）
10時から電話で

かんたんワード＆エクセル 16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,620円

11/6（火）
10時から電話で

10時～15時 ワードで作る年賀状 16名
受講料 1,500円
テキスト代 500円

11/20（火）
10時から電話で

〇　そのほかの講座・教室など

講　座　名　等 対象･定員等 受講料･教材費 受　　付

簡単料理教室 シリーズⅠ

（電子レンジとフライパンでスピー
ド料理）

16名
受講料 500円
材料費 1,000円（2回
分)

9/20（木）から
受付中
10時から電話で

幼児・小学
生とその保

護者
無料

申込みは不要
当日公民館で受付

 ふたばわらべうたおはなし会
（楽しいわらべうたや絵本の読み聞か
せを行います。）
　①10時～10時40分
　　☆ 1歳3カ月～3歳向け
　②10時50分～11時10分
　　☆ 0歳～1歳3カ月向け

3歳以下の
乳幼児とその

保護者
無料

申込みは不要
当日公民館で受付

 縄文講座　～三陸沿岸の縄文～
（三陸沿岸の縄文人のくらし，三陸の
貝塚や，復興発掘調査による最新の情
報などから三陸沿岸の縄文について学
ぶ。）

なし 受講料 500円（3回分）
申込みは不要
当日公民館で受付

（託児付き講座）
子育てママのリフレッシュ講座Ⅱ
（第1回：温活アロマヨガに挑戦
　第2回：韓国料理で体を温めよう）

子育て中の
お母さん方
　16組

受講料 500円
（別途 材料費あり。）

11/20（火）
10時から電話で

いわて
シニアネット

開催日時・回数

10/23(火)・10/24(水）
 全２回　10時～16時

11/20(火)～11/22(木)
全3回　10時～15時

　　10, 11月の講座 ・ 教室等開催情報

10/30(火)・10/31(水）
 全２回　10時～16時

テクノ（株）

11/1(木)・11/2(金）
　全２回　10時～12時

いわて
シニアネット

　　　　西部公民館で開催される各種の講座・教室等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。

 10/17(水)

講　師　等

いわて
シニアネット

いわて
シニアネット

10/17(水)・10/24(水）

　全２回
 9時半～12時

 11/27(火)

10/6(土)・11/3(土）
毎月 第1土曜日
 10時半～11時40分

　ちびっこ広場映画会

（上映会の内容）
　①10/6の上映会：ドナルドダック～ドナルドの消防隊長～
　　こぎつねコンとこだぬきポン，アリババと40人の盗賊
　②11/3の上映会：チップとデール～リスの食糧難～
　　つるのおんがえし，オズの魔法使い

いわて
シニアネット

11/6(火)・11/7(水）
　全２回　10時～16時

11/15(木)・11/16(金）
　全２回　10時～12時

いわて
シニアネット

テクノ（株）

11/29(木)・12/6(木）

　全２回
 10時～11時45分

講　師　等

松木迪子さん
（フードコーディ
ネーター）

（語り手）
「のはらのうた」の
　皆さん

第1回　考古学研究者
八木光則氏
第2回　崎山貝塚縄文
の森ミュージアム館
長　高橋憲太郎氏
第3回　盛岡市遺跡の
学び館文化財主査
佐々木亮二氏

第1回 櫻田正美さん
第2回 李　美淑さん

11/17(土),11/24(土)
，12/1(土)
　全３回
　10時～12時

開催日時・回数

10/10(水)・11/14(水）

毎月 第２水曜日
 10時～11時10分



☆ 10月の講座･行事 予定

　　西部公民館で10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 月 　休館日

2 火

　初級者のための囲碁教室　13:30～15:00

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコン＆ネット入門　9:30～12:30

4 木 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコン＆ネット入門　9:30～12:30 にこにこルーム　9:00～12:00

5 金 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコン＆ネット入門　9:30～12:30

6 土 　ちびっこ広場映画会　10:30～11:40

7 日

8 月 　体育の日（開館，夜間休館）

9 火 　休館日 ＊

　初級者のための囲碁教室　13:30～15:00

　ふたばわらべうた・おはなし会　10:00～11:10

11 木

12 金 　ひだまり談話室　13:30～15:30

　古代史講座（北上市立博物館，国見山廃寺，黒石寺見学）8:50～16:10

　英語で話してみよう　10:00～12:00 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）はじめてのパソコン教室　10:00～16:00

14 日 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）はじめてのパソコン教室　10:00～16:00

15 月 　休館日

16 火

　初級者のための囲碁教室　13:30～15:00 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ネットで作る写真アルバム　10:00～15:00

　簡単料理教室（シリーズⅠ）第1回目　9:30～12:00

18 木 　せきれいおはなし会（青山小学校　10:30～11:30）

19 金 　ひだまり談話室　13:30～15:30

20 土 　英語で話してみよう　10:00～12:00

21 日

22 月 　休館日

23 火 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワードをはじめよう！　10:00～16:00

　初級者のための囲碁教室　13:30～15:00 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワードをはじめよう！　10:00～16:00

　簡単料理教室（シリーズⅠ）第2回目　9:30～12:00

25 木

26 金 　パソコン・タブレットお助け相談会　10:00～12:00，13:00～15:00 　ひだまり談話室　13:30～15:30

27 土 　古代史講座（奈良仏教から平安仏教・鎌倉仏教へ）10:00～12:00

28 日

29 月 　休館日

30 火 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）はじめてのパソコン教室　10:00～16:00

31 水 　初級者のための囲碁教室　13:30～15:00 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）はじめてのパソコン教室　10:00～16:00

＊　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，その翌日を休館日とさせていただきます。

13 土

3 水

講　座　・　行　事日

　岩手バラ会による
　　ばらの展示
（ 当公民館 コミュニティホールで展示
　期間：10/6，10/7 ）

17 水

24 水

10 水



☆ 11月の講座･行事 予定

　　西部公民館で11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 木 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）デジカメ取込・整理・加工　10:00～12:00

2 金 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）デジカメ取込・整理・加工　10:00～12:00

3 土 　文化の日（開館，夜間休館） 　ちびっこ広場映画会　10:30～11:40

4 日

5 月 　休館日

6 火 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセルをはじめよう！　10:00～16:00

7 水 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセルをはじめよう！　10:00～16:00

8 木 　(夜間臨時休館）

9 金 公民館まつり【作品展示・チャリティーバザー・手作りお菓子の販売】　　　　　　（夜間臨時休館）

10 土 公民館まつり【作品展示・チャリティーバザー・大槌町特産品等の即売】　　　 （夜間臨時休館）

11 日 公民館まつり【舞台発表・作品展示・お茶会・そば模擬店・こども囲碁教室・チャリティーバザー】

12 月 　休館日

13 火

14 水 　ふたばわらべうた・おはなし会　10:00～11:10

15 木 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）タブレット端末で楽しもう！　10:00～12:00

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）タブレット端末で楽しもう！　10:00～12:00

　ひだまり談話室　13:30～15:30

17 土 　縄文講座（三陸の自然環境と縄文人のくらし）10:00～12:00

18 日

19 月 　休館日

　はじめよう子どもの発育講座　10:00～11:30

　せきれいおはなし会（城北小学校 1年生　10:40～11:25）

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）かんたんワード＆エクセル　10:00～15:00

　子育て支援講座　10：00～11：30

21 木 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）かんたんワード＆エクセル　10:00～15:00

　せきれいおはなし会（城北小学校 2年生　9:30～10:15）

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）かんたんワード＆エクセル　10:00～15:00

23 金 　勤労感謝の日（開館，夜間休館）

24 土 　縄文講座（三陸の貝塚）10:00～12:00

25 日

26 月 　休館日

27 火 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワードで作る年賀状　10：00～15：00

28 水

　【託児付き講座】子育てママのリフレッシュ講座Ⅱ（第1回 温活アロマヨガに挑戦）10:00～11:45

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

30 金 　ひだまり談話室　13:30～15:30

20 火

　管内中学校生徒・作品展示
　（城西中学校生徒による作品の展示）
　（ 当館 コミュニティーホールで展示
　　　期間：11/22～11/30　）

29 木

講　座　・　行　事日

「愛宕フォトクラブ」写真展
　（ 当館 コミュニティホールで展示
　　　期間：11/15～11/18 ）
 ※愛宕フォトクラブは，中央公民館で
　活動している社会教育関係団体です。

16 金

22 木


