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　《 西部公民館 図書室 新着図書のご紹介 》

　12月から1月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。

　

石田衣良

イラストずかん ﾁｰﾑおえかきﾏｽﾀｰ

とりぱん№２４ とりのなんこ

わけあって絶滅しました 丸山貴史

七つの試練　池袋ウエストゲートパークXIV(14）

みんなの防災絵本 山村武彦

minchi

昨日がなければ明日もない 宮部みゆき １R１分３４秒

　　　　　　　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。

キンモクセイ 今野　敏

本と鍵の季節 米澤穂信

にゅうしちゃん

宝島 真藤順丈

ニムロッド

中村陽子

毛細血管は増やすが勝ち 根来秀行

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31年1月29日
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町屋良平

謎とき風と共に去りぬ 鴻巣友季子

ももも　すももも

つくもがみ笑います 畠中　恵

一切なりゆき 樹木希林

ショートショート美術館 太田忠司・田丸雅智

新井　洋行

上田岳弘 はたらく細胞１，２，３（全3巻）

ヨシタケシンスケ

みんなにおくるチョコ＆お菓子

清水　茜

みえるとかみえないとか

ﾐﾗｸﾙﾊｯﾋﾟｰﾌﾟﾛ技ﾏｽﾀｰ　まんがイラストDX ﾐﾗｸﾙまんがｲﾗｽﾄ研究会

 

 

   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開催しています。 

   コンサートは，2部構成で，第1部は, 全国各地でコンサート活動を行っている  

   伊藤 隆 さんのギターと女優の おおしだまご さんによる一人芝居のコラボレー 

   ションです。 

   第2部は，伊藤 隆 with ざ・はなみち によるギターコンサートです。 

   コンサートで心温まるひと時を過ごしませんか。多くの皆さんのご来場をお待ち 

   しております。 

 東日本大震災復興支援チャリティーコンサート 

  《 伊藤 隆 with ざ・はなみち ギターコンサート ＆一人芝居  》 
 

    ・ 平成３１年２月２３日 （土）  西部公民館 プレーホール 

    ・ 開 演  １４時００分 （開場 １３時３０分） 
 

   ・  第１部 ギターと一人芝居とのコラボレーション 「よだかの星」宮 澤 賢 治 原作 

   ・  第２部 ギターコンサート  演奏曲目・アランフェス・望郷じょんがら 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。） 

https://3.bp.blogspot.com/-mRMrUfe2X_Q/UdEeZyjf2fI/AAAAAAAAVus/J4MkVnfe6fk/s732/classic_guitar.png


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

じっくり学ぶパソコン教室
「パワーポイントにトライしよ
う！」

16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,400円

2/５（火）
10時から電話で

じっくり学ぶパソコン教室
「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

2/7（木）
10時から電話で

10時～12時
13時～15時

じっくり学ぶパソコン教室
パソコン・タブレットお助け相談
会

16名
（午前・午後それぞれ）
受講料 500円

申込みは不要
当日公民館で受付

じっくり学ぶパソコン教室
「ワード実践編」

16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,400円

2/19（火）
10時から電話で

じっくり学ぶパソコン教室
「エクセル実践編」

16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,400円

2/28（木）
10時から電話で

10時～15時
じっくり学ぶパソコン教室
「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

3/5（火）
10時から電話で

10時～12時
13時～15時

じっくり学ぶパソコン教室
パソコン・タブレットお助け相談
会

16名
（午前・午後それぞれ）
受講料 500円

申込みは不要
当日公民館で受付

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

健康教室
　温活アロマヨガ講座
（ヨガで身体を温めて免疫力，代謝を
アップしましょう。）

15名

受講料 500円
《必要なもの》ヨガマッ
ト，
又は大きめのタオル，飲み
物，ハンドタオル

２/１（金）から
10時から電話で

9時半～12時

そば打ち体験教室
（①初心者コースと②本格派コースの二
つのコースに分かれてそば打ちを体験し
ます。）

①初心者コー
ス

20人
②本格派コー

ス
５人

教材費
①初心者コース　500円
②本格派コース　1,500円

２/14（木）
10時から電話で
（受付締切は
2/26（火）17時）

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

2/19(火)～2/21(木）
 全３回　13時～16時

2/16(土)・2/17(日）
 全２回　10時～16時

開催日時・回数

３/５(火)・３/６(水）
 全２回　10時～16時

いわて
シニアネット

３/14(木)・３/15(金）
 全２回　10時～16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。

講　師　等

いわて
シニアネット

いわて
シニアネット

開催日時・回数

2/13(水)・3/13(水）

（毎月 第２水曜日）
 10時～11時10分

いわて
シニアネット

２/13(水)・2/20(水）
　全２回
 13時半～15時

３/２(土)

いわて
シニアネット

 3/20(水)

2/28(木)

3/26(火)

2/２(土)・３/２(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）
　①２/２の上映会：ドナルドダック～カメラ大好き～，
　　　　　　　　　したきりすずめ，ピノキオ
　②３/２の上映会：チップとデール ～リスの住宅難～，
　　　　　　　　 　三年寝太郎，ブレーメンの音楽隊

講　師　等

（語り手）
「のはらのうた」の
　皆さん

ヨガ，アロマセラピ
スト
櫻田正美さん

西部公民館活動サー
クル「盛岡手打ちそ
ばの会」の皆さん

  2月, 3月の講座 ・ 教室等開催情報

いわて
シニアネット



☆ 平成31年２月の講座･行事 予定

　　西部公民館で２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

　楽しい布ぞうり教室（第３回目）　13:30～15:30

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）ばっちり！パワーポイントで プレゼンテーション　18:30～21:00

6 水 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ばっちり！パワーポイントで プレゼンテーション　18:30～21:00

　簡単料理教室シリーズⅡ（魚のさばき方）第２回目　13:30～15:30

　初心者オカリナ講座（第1回目）　10:00～11:45

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）ばっちり！パワーポイントで プレゼンテーション　18:30～21:00

8 金 　ひだまり談話室　13:30～15:30

9 土

10 日

11 月 　建国記念の日（開館，夜間休館）

12 火 　休館日 ＊

　健康教室「温活アロマヨガ講座」第1回目　13:30～15:00

　ふたばわらべうた・おはなし会　10:00～11:10

　初心者オカリナ講座（第２回目）　10:00～11:45

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）タブレット端末で楽しもう！　10:00～15:00

15 金 　ひだまり談話室　13:30～15:30

16 土 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）パワーポイントにトライしよう！　10:00～16:00

17 日 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）パワーポイントにトライしよう！　10:00～16:00

18 月 　休館日

19 火 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセルをはじめよう！　13:00～16:00

　健康教室「温活アロマヨガ講座」第２回目　13:30～15:00

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセルをはじめよう！　13:00～16:00

　初心者オカリナ講座（第３回目）　10:00～11:45

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセルをはじめよう！　13:00～16:00

22 金 　ひだまり談話室　13:30～15:30

23 土 　〇　東日本大震災復興支援チャリティーイベント「伊藤 隆ギターコンサート」　14：00～15：30

24 日

25 月 　休館日

26 火

27 水

　こんにちはママさん講座「あんあんコース」（第1回目）　10:00～11:30

＊　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。

水

14

講　座　・　行　事日

28 木
　初心者オカリナ講座（第４回目）　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

5 火

7 木

13

木

20 水

21 木



☆ 平成31年3月の講座･行事 予定

　　西部公民館で３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。

日

1 金

　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

3 日

4 月 　休館日

5 火 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワード実践編　10:00～16:00 出前公民館（大新児童館 映画会　14:00～15:00）

6 水 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワード実践編　10:00～16:00

　こんにちはママさん講座「あんあんコース」（第２回目）　10:00～11:30

　初心者オカリナ講座（第５回目）　10:00～11:45

8 金 　ひだまり談話室　13:30～15:30

9 土

10 日

11 月 　休館日

12 火

13 水 　ふたばわらべうた・おはなし会　10:00～11:10

　初心者オカリナ講座（第６回目）　10:00～11:45

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセル実践編　10:00～16:00

15 金 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセル実践編　10:00～16:00 　ひだまり談話室　13:30～15:30

16 土

17 日

18 月 　休館日

19 火

　せきれいおはなし会（みたけ児童センター 14:00～15:00）

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）デジカメ取込・整理・加工　10:00～15:00

21 木 　春分の日（開館，夜間休館）

22 金 　ひだまり談話室　13:30～15:30

23 土

24 日

25 月 　休館日

　せきれいおはなし会（厨川児童センター 13:00～14:00）

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

27 水

28 木

29 金

30 土

31 日

＊　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。

26 火

講　座　・　行　事

　　　花芸安達流 岩手県支部・作品展示
　　　（生け花の展示）
　　　（ 当館 コミュニティーホールで展示
　　　　　期間：３/29～3/31　）

2 土

7 木

14 木

20 水


