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　《 西部公民館 図書室 新着図書のご紹介 》

　３月から４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。
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新章　神様のカルテ 夏川草介 天皇陛下御即位30周年･御成婚60年記念写真集 岩手日報社編

不死鳥少年 石田衣良 傲慢と善良 辻村深月

かわたれどき 畠中　恵 ピーク 堂場瞬一

樹木希林１２０の遺言 樹木希林 ほとほと 高樹のぶ子

長生きにこだわらない 矢作直樹 救済 長岡弘樹

冥界からの電話 佐藤愛子 スイート・マイホーム 神津凛子

ハリネズミの願い トーン・テレヘン 黙過 下村敦史

かみさまは小学５年生 すみれ 嫁をやめる日 垣谷美雨

本の読み方で学力は決まる 松崎泰・榊浩平/川島隆太監修 お金が勝手に貯まりだす暮らし 大上ミカ

読書がたくましい脳をつくる 川島隆太 てをつなぐ 鈴木まもる

兵隊さんに愛されたヒョウのハチ 祓川　学 ウソなんです こざきゆう

　　　　　　　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。

 

 

      東日本大震災復興支援チャリティ—のお礼 

 2月23日（土）に，西部公民館で開催したこのイベントには，120人もの

方々に御来場いただき，誠にありがとうございました。 

 心を揺さぶるギターの演奏と華麗な一人芝居のコラボレーションの世界に，

来場された皆様からは多くの称賛のお声をいただきました。 

 当日に皆様から寄せられました募金額は，50,947円となり，東日本大震災

義援金として，日本赤十字社に寄付いたしましたことをお知らせいたします。 

 あらためて皆様の御協力に感謝申し上げます。 
  



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

じっくり学ぶパソコン教室
「ワードを始めよう！」

16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,400円

4/4（木）
10時から電話で

パソコン教室
　パソコン初心者教室

16名
受講料 1,500円
テキスト代 1620円

4/10（水）
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

なし
（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
「パソコンを始めよう！」

16名
受講料 1,500円
テキスト代 1,200円

4/18（木）
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 1,500円
テキスト代 1,400円

５/8（水）
10時から電話で

パソコン教室
　土日で学ぶワード応用

16名
受講料 3,000円
テキスト代 1,933円

4/25（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

なし
（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

 盛岡の歴史入門講座
（盛岡の歴史を知りたい方のための基礎入
門講座です。次のテーマで多角的な観点か
ら盛岡の歴史について学びます。）
 ①古代から中世の概観
 ②近世の概観

なし
受講料　500円
（全2回分)

申込みは不要
当日公民館で受付

　ハンギングバスケットと
　　　　春のガーデニング講座
（ハンギングバスケット作りや寄せ植えの
方法などを体験します。）

10人
受講料　500円
材料費 1,000円

4/18（木）
10時から電話で

 親と子の楽しいプレイランド
（親子で楽しくリフレッシュしましょう！）
　①「人形劇とおもちゃのひろば」
　②「ふれあい親子体操を楽しもう」
　③「おはなしの世界で遊ぼう」

　幼児と
 その保護者
　15組

受講料 　無料
4/24（水）
10時から電話で

 パソコン点訳ボランティア養成講座
（パソコン点訳とは，文字や文章が書かれ
ている文書を点字に書き換えることです。
今回の講座では実際にパソコンを使った点
訳を体験します。）

16人
受講料　無料
教材費　2,000円

5/8（水）
10時から電話で

 音訳ボランティア養成講座
（音声訳とは,視覚障がい者の目の代わりと
なり,書かれていることを書かれている通り
に音声に置き換え,声で情報を伝えることで
す。今回の講座ではこの音声訳の学習と体
験を行います。）

16人 受講料 　無料
5/21（火）
10時から電話で

 盛岡市制130周年記念歴史講座
（盛岡市制130周年を記念して戊辰戦争か
ら盛岡市誕生までの歴史と原敬から「日本
一の市長と称賛された北田親氏市長につい
て学びます。）
 ①戊辰戦争から岩手県盛岡市誕生
 ②北田親氏市長について

なし
受講料　500円
（全2回分)

申込みは不要
当日公民館で受付

西部公民館活動サー
クル「西部点字パソ
コンサークル・ス
テップ」の皆さん

 5/30(木)・6/6(木)・
 6/13(木)
　全３回
　13時半～15時半

 5/22(水)・5/29(水)・
 6/5(水)
　全３回
　10時～11時半

①おはなしグループ
「ブレーメン」
②親子体操インストラク
ター　岩渕みどりさん
③語り手グループ
「のはらうた」

講　師　等

 NPO法人
 岩手音声訳の会
　野崎明美さん

 第1回
　考古学研究者
　八木光則 氏
 第2回
 東海大学文学部講師
　兼平賢治 氏

 NPO法人
 GreenFields
吉川三枝子さん ほか

 5/25(土 )・6/15(土）

　全２回
 10時～12時

① 盛岡の歴史を
  語る会
　八木光則 氏
② 文化地層研究会
　真山重博 氏

 4/27(土 )・5/11(土）

　全２回
 10時～12時

 5/14(火 )・5/21(火）

　全２回
 10時～12時

　5/22(水 ),5/29(水),
  6/５(水),６/12(水),
  6/19(水),6/26(水）
　全６回
 13時～15時半

開催日時・回数

4/23(火)～４/25(木）
 全３回　13時～16時

4/10(水)～４/12(金）
全３回　9時半～12時半

開催日時・回数

５/14(火)～5/16(木）
全３回　9時半～12時半

いわて
シニアネット

５/22(水)～5/24(金）
 全３回 9時半～12時半

いわて
シニアネット

5/18(土)・5/19(日）
 全２回　10時～16時

  4月, 5月の講座 ・ 教室等開催情報

いわて
シニアネット

いわて
シニアネット

４/26(金)

５/30(木)

テクノ（株）

　　　　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

テクノ（株）

いわて
シニアネット



☆ 平成31年4月の講座･行事 予定

　　西部公民館で４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 　臨時休館日

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月 　休館日

9 火

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワードを始めよう！　9:30～12:30

11 木 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワードを始めよう！　9:30～12:30

12 金 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）ワードを始めよう！　9:30～12:30 　ひだまり談話室　13:30～15:30

13 土

14 日

15 月 　休館日

16 火

17 水 　ふたばわらべうた・おはなし会　10:00～11:10

18 木

19 金 　ひだまり談話室　13:30～15:30

20 土

21 日

22 月 　休館日

23 火 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコン初心者教室　13:00～16:00

24 水 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコン初心者教室　13:00～16:00

25 木 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコン初心者教室　13:00～16:00

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 　盛岡の歴史入門講座（古代から中世の概観）10:00～12:00

28 日

29 月 　昭和の日（開館，夜間休館）

30 火 　振替休日（開館，夜間休館）

＊　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。

講　座　・　行　事日

10 水  西部公民館活動サークル 「レインボークラブ」・作品展
　（ 絵手紙の作品展示 ）
　　　 当館 コミュニティーホールで展示
　　　　　　　　　　　　　　　期間：4/10～4/20

　盛岡電友会写真同好会・第８回写真展
　（ 会員の作品展示 ）
　　 当館 コミュニティーホールで展示
　　　　　　　　　　期間：4/5～4/7

　ちびっこ広場映画会　10:30～11:40
　（上映作品：ミッキーマウス，一休さん，二わのことり，どんぐり森へ）



☆ 2019年5月の講座･行事 予定

　　西部公民館で５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 水 　臨時休館日

2 木 　振替休日（開館，夜間休館）

3 金 　憲法記念日（開館，夜間休館）

4 土 　みどりの日（開館，夜間休館）

5 日 （こどもの日）

6 月 　振替休日（開館，夜間休館）

7 火 　休館日　＊

8 水

9 木

10 金 　にこにこルーム　9:00～12:00 　ひだまり談話室　13:30～15:30

11 土 　盛岡の歴史入門講座（近世の概観）10:00～12:00

12 日

13 月 　休館日

　ハンギングバスケットと春のガーデニング講座　10:00～12:00

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコンを始めよう！　9:30～12:30

　ふたばわらべうた・おはなし会　10:00～11:10

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコンを始めよう！　9:30～12:30

16 木 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）パソコンを始めよう！　9:30～12:30

17 金 　名作映画会（上映作品：ホーム・スイートホーム）　13:30～15:30

18 土 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）土日で学ぶワード応用　10:00～16:00

19 日 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）土日で学ぶワード応用　10:00～16:00

20 月 　休館日

21 火 　ハンギングバスケットと春のガーデニング講座　10:00～12:00

　親と子の楽しいプレイランド①　10:00～11:30

　パソコン点訳ボランティア養成講座　13:00～15:30

（ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセルを始めよう！　10:00～12:00

23 木 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセルを始めよう！　10:00～12:00

24 金 （ﾊﾟｿｺﾝ教室）エクセルを始めよう！　10:00～12:00 　ひだまり談話室　13:30～15:30

25 土 　盛岡市制130周年記念歴史講座（盛岡市誕生，盛岡に尽くした人々）10:00～12:00

26 日

27 月 　休館日

28 火

　親と子の楽しいプレイランド②　10:00～11:30

　パソコン点訳ボランティア養成講座　13:00～15:30

　音訳ボランティア養成講座　13:30～15:30

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

31 金

＊　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

講　座　・　行　事

30 木

29 水

14 火

15 水
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